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クレオール 21
父

SIRE

ルーラーシップ

Rulership 2007 年生 鹿毛

競走成績

安平産

種牡馬成績

20戦8勝

《主な活躍》
2010（3歳）
1着 鳴尾記念-G3（阪神 芝1800）
1着 プリンシパルS（東京 芝2000）
2011（4歳）
1着 日経新春杯-G2（京都 芝2400）
1着 金鯱賞-G2（京都 芝2000）
2012（5歳）
1着 Qエリザベスニ世C-G1（香港 芝2000）
1着 AJCC-G2（中山 芝2200）
2着 宝塚記念-G1（阪神 芝2200）
3着 天皇賞秋-G1（東京 芝2000）
3着 ジャパンC-G1（東京 芝2400）
3着 有馬記念-G1（中山 芝2500）

母の父

BROODMARE SIRE

チチカステナンゴ

Chichicastenango

競走成績 14戦4勝
《主な勝鞍》
2001 パリ大賞-G1（仏国 芝2000）
2001 リュパン賞-G1（仏国 芝2100）
種牡馬成績

《主な産駒》
ヴィジョンデタVision d'Etat
2009 プリンスオヴウェイルズS-G1（英国 芝10F）
2008 仏ダービー-G1（仏国 芝2100）
バブルシックBubble Chic
2011 ダーリーS-G3（英国 芝9F）
2011 仏ダービー-G1 2着（仏国 芝2100）
キングズオブザサン
2014 NHKマイルC-G1 3着（東京 芝1600）
2014 京成杯-G3 2着（中山 芝2000）
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2016 JRA新種牡馬ランキング1位
《主な産駒》
メールドグラース
2019 コーフィールドC-G1（豪州 芝2400）
キセキ
2017 菊花賞-G1（京都 芝3000）
2019・2020 宝塚記念-G1 2着（阪神 芝2200）
ワンダフルタウン
2021 青葉賞-G2（東京 芝2400）
2020 京都2歳S-G3（阪神 芝2000）
ダンビュライト
2019 京都記念-G2（京都 芝2200）
ディアンドル
2021 福島牝馬S-G3（新潟 芝1800）

1998 年生

芦毛

仏国産

母の父として
《主な活躍馬》
ヒュミドール
2021 小倉記念-G3 2着（小倉 芝2000）
2020 ノベンバーS（東京 芝1800）
トミケンシャイリ
2021 東海ダービー（名古屋 D1900）
モモトンボ
2013 紫苑S 3着（中山 芝2000）
ソウルトレイン
2020 札幌道新スポーツ賞（札幌 芝1500）
ルヴェルソー
2020 松浜特別（新潟 芝2000）
ファストライフ
2020 赤倉特別 2着（新潟 芝2000）

Creole 21
母

系

FAMILY

母クレオール 2勝
エスペラント 現役
祖母リンガフランカ 1勝 兵庫1勝 外房特別 2着
キナウ 南関3勝
シシャモダイスキ 現役 北海3勝
曾祖母フランクアーギュメント 仏3勝 フラワーボールH-G1 2着 ロングア
イランドH-G2 2着 ロングアイランドH-G2 3着 トゥーレル賞-L ジュ
ベール賞-L シャルルラフィット賞-L 2着
シラクSerac 仏3勝
アドマイヤロード 4勝 万葉S 北大路特別 ロベリア賞 飛鳥S 2着 関
門橋S 3着 ゴールデンホイップT 3着 夕月特別 3着
アドマイヤセラヴィ 入着
アドマイヤディーノ 4勝 TV山梨杯 ゴールデンサドルT さわらび
賞 札幌日経賞 2着 こぶし賞 2着 三宮特別 3着
ヒカルカザブエ 4勝 阪神大賞典-G2 2着 アルゼンチン共和国杯
-G2 3着 元町S 高雄特別 積丹特別
ラルーチェ 4勝 ゴールデンブライドルT 3着
シャインブライト 2勝 呼子特別 胎内川特別 2着
サトノアリシア 3勝 コスモス賞 逆瀬川S TVh賞 3着
アマファソン 3勝 君子蘭賞 御室特別 2着 四国新聞杯 2着 北野
特別 2着 大倉山特別 2着 知床特別 2着 芦原特別 2着
アズレージョ 2勝
アマーティ 1勝 サウジアラビアRC-G3 3着
ハッピーユニバンス 5勝 丹頂S 3着 TVh賞 魚沼特別 石打特別
粟島特別 3着
イダエンペラー 現役 2勝 東海1勝
カーム 岩手14勝 種牡馬
四代母フランカFranca 米仏2勝 ラスマドリナスH 3着
フランクリーパーフェクトFrankly Perfect 米仏6勝 ハリウッドターフ
C-G1 サンルイスレイS-G1 ゴールデンゲイトH-G2 サンルイスオ
ビスポH-G3 リス賞-G3 バドワイザー国際-G1 2着 サンセット
H-G1 2着 カールトンFバークH-G1 2着 サンアントニオH-G1 2着
サンクルー大賞-G1 3着 サンルイスレイS-G1 3着
パーフェクトシスターPerfect Sister 仏1勝
シブリングライバルSibling Rival アラブ仏5勝 ドーヴィル大賞-G2
2着 シャンティー大賞-G2 2着 ポルトドマドリッド賞-L リヨ
ンダンジェ大賞-L 2着
プリンセススピードフィットPrincess Speedfit 英1勝
インペリアルゲストImperial Guest 英6勝 ドンカスターS-L
センスオブアージェンシーSense of Urgency 不出走
テイクイットイージーTake It Easy トルコ2勝
ブレットプルーフBullet Proof トルコ入着 ユヌスエムレS 2着
四代母テューダーグウェンTudor Gwen 英入着
カデューロCaduro 伊1勝 ディヴィノアモーレ賞-L 2着
エディアドールEdiador 伊11勝 ディヴィノアモーレ賞-L 3着
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