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アメージングムーン 21
父

SIRE

キズナ

Kizuna

2010 年生 青鹿毛

新冠産

競走成績

14戦7勝
2013 JRA最優秀3歳牡馬
《主な活躍》
2012（2歳）
3着 ラジオNIKKEI杯2歳S-G3（阪神 芝2000）
2013（3歳）
1着 日本ダービー-G1（東京 芝2400）
1着 ニエル賞-G2（仏国 芝2400）
1着 京都新聞杯-G2（京都 芝2200）
1着 毎日杯-G3（阪神 芝1800）
2014（4歳）
1着 産経大阪杯-G2（阪神 芝2000）
2015（5歳）
2着 産経大阪杯-G2（阪神 芝2000）
3着 京都記念-G2（京都 芝2200）

母の父

BROODMARE SIRE

アドマイヤムーン

Admire Moon

競走成績 17戦10勝
2007 JRA年度代表馬
2007 JRA最優秀4歳以上牡馬
《主な勝鞍》
2007 ドバイDフリー-G1（アラブ 芝1777）
2007 宝塚記念-G1（阪神 芝2200）
2007 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
種牡馬成績

《主な産駒》
ファインニードル
2018 JRA最優秀短距離馬
セイウンコウセイ
2017 高松宮記念-G1（中京 芝1200）
ムーンクエイク
2018 京王杯スプリングC-G2（東京 芝1400）
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種牡馬成績
2019 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
ディープボンド
2021 阪神大賞典-G2（阪神 芝3000）
バスラットレオン
2021 ニュージーランドT-G2（中山 芝1600）
マルターズディオサ
2020 チューリップ賞-G2（阪神 芝1600）
ビアンフェ
2021 函館スプリントS-G3（札幌 芝1200）
ファインルージュ
2021 フェアリーS-G3（中山 芝1600）
シャムロックヒル
2021 マーメイドS-G3（阪神 芝2000）

2003 年生

鹿毛

早来産

母の父として
《主な活躍馬》
ハギノピリナ
2021 オークス-G1 3着（東京 芝2400）
ノースブリッジ
2021 ラジオNIKKEI賞-G3 3着（福島 芝1800）
エイコーン
2020 みやこS-G3 3着（阪神 D1800）
2020 シリウスS-G3 3着（中京 D1900）
ロールオブサンダー
2019 京都2歳S-G3 3着（京都 芝2000）
ニューモニュメント
2019 昇竜S 2着（東京 D1400）
ハギノアトラス
2021 阿蘇S 3着（小倉 D1700）

Amazing Moon 21
母

系

FAMILY

母アメージングムーン 1勝 ファンタジーS-G3 3着
アメージングサン 現役 1勝
ノースブリッジ 現役 2勝 ラジオNIKKEI賞-G3 3着 葉牡丹賞
祖母ビッグテンビー 1勝
ローレルゲレイロ JRA最優秀短距離馬 種牡馬 5勝 スプリンターズ
S-G1 高松宮記念-G1 東京新聞杯-G3 阪急杯-G3 朝日杯フュー
チュリティS-G1 2着 NHKマイルC-Jpn1 2着 スワンS-G2 2着 デ
イリー杯2歳S-G2 2着 阪急杯-G3 2着 シンザン記念-Jpn3 3着 高
松宮記念-G1 4着 マイルチャンピオンS-G1 5着
カシノネロ 2勝
トキノヤマトボシ 3勝 積丹特別
マンゴプディング 2勝 はなのき賞 2着 あざみ賞 3着
リキサンマックス 1勝 きさらぎ賞-G3 2着
イントゥザブルー 1勝
キタサンラブコール 4勝 中京日経賞 ハッピーエンドC
キャノンプレート 1勝 高知佐賀9勝
ジョワユーズ 1勝
曾祖母モガミヒメ 北海南関3勝 東京3歳優駿牝馬 2着
ラヴァーズレーン 5勝 桜島特別 由布院特別 ホンコンJCT 3着
トキノフウジン 5勝 障害1勝 テレビ静岡賞 美唄特別
ローレルキングダム 2勝
ポッドフェローズ 1勝
スルターナ 4勝 天の川賞 はこべら賞
プライムコード 現役 1勝 南関高知10勝 三陸特別
アヴォンリー 現役 3勝 浦安特別 岩室温泉特別 2着
オセアダイナスティ 現役 2勝 湯浜特別
ローレルウェルシュ 4勝 南関2勝 秋保特別
マヤノテムジン 1勝 石川6勝
ゼフィランサス 3勝
ダンケシェーン 現役 3勝 日吉特別 神鍋特別 3着 夙川特別 3着
ディープボンド 現役 3勝 阪神大賞典-G2 京都新聞杯-G2 天皇
賞春-G1 2着 菊花賞-G1 4着 日本ダービー-G1 5着
マヤノポルカ 出走 北海10勝
ロジポルカ 現役 1勝
キタサンイナズマ 3勝 タケホープC 銀蹄S 2着
ダンホーキラー 現役 1勝
四代母モガミポイント 3勝 弥彦特別 千葉S 3着
ツーツーエイプリル 南関1勝
キャプテンガール 南関1勝
オジョーノキセキ 現役 2勝 マーガレットS 2着 若菜賞
アールクインダム 現役 3勝 菜の花賞
スイートクラウン 現役 3勝 手稲山特別
五代母ポイントメーカー 不出走
ニケマジック 3勝 南関1勝 芦屋川特別 九重特別
六代母クリヒデ 最優秀古馬牝馬 5勝 天皇賞秋 目黒記念 2着
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