
マリノプリエール 牝  鹿毛  2019年2月25日生

 Northern Dancer(CAN)：S5xM5　ノーザンテースト(CAN)：S4xS5 

母：
　マーモリー(IRE)  (2006 鹿 Tiger Hill (IRE))
　　　　Mister Big Shuffle (GER) (2010 セン 黒鹿 Big Shuffle(USA)) 3勝, キウスーラ賞[ＧⅢ](ITY)3着,
　　　　　　  ノルスクダービー(NOR)3着
　　　　エロイナ (2014 牝 鹿 ワークフォース) 出走
　　　　デファーンドル (2015 牝 青鹿 ネオユニヴァース) (公) 2勝,現役
　　　　クラウンアージル (2018 牡 鹿 ドゥラメンテ) 未出走
2代母：
　ムーンレディ(GER)(1997 黒鹿 Platini (GER)) [USA・GER・FR] 6勝, ロングアイランドH G２(USA), 独セント
　　　　　　 レジャー G２(GER) , ドイツ牝馬賞 G３(GER), ドイツヘロルト賞 G３(GER), リラクタントゲストS L(USA)
　　　　　　  2着, ラスヴェガススレンデレラレネンL (GER) 3着
　　　　マザイ(IRE) (2005 牝 鹿 ファスリエフ (USA)) 入着
　　　　　　　　メジャータイフーン（2013 牝 栗 ダイワメジャー） 1勝, 函館2歳S [G３] (函館芝1200) 2着
　　　　エイシンフラッシュ(2007 牡 黒鹿 キングズベスト(USA)) 6勝, 日本ダービー [G１] (東京芝2400),
　　　　　　　　天皇賞(秋) [G１] (東京芝2000),毎日王冠 [G２] (東京芝1800),有馬記念 [G１] (中山芝2500) 2着,
　　　　　　　　天皇賞(春) [G１]（東京芝3200) 2着,皐月賞 [G１]  (中山芝2000), 3着etc, [UAE・HGK] 入着, 種牡馬
　　　　ダノンムーン(2009 牡 鹿 ディープインパクト) 4勝,小豆島特別 １０００万下(阪神芝1600),高山特別 ５００万下
　　　　　　　　(中京芝2000)
3代母：
  Midnight Fever(IRE) (1991 鹿 Sure Blade(USA))
　　　　Midnight Angel(GER)  (1999 牝 栗 Acatenango(GER)) [USA・ITY・GER・FR]2勝,独オークス G１(GER) 2着,
　　　　　　　　伊オークス G１(ITY) 3着,ミネルヴ賞 G３(FR) 3着
　　　　　　Midnight Game(GB)  (2007 セン 鹿 Montjeu (IRE)) [IRE・GB・GER・FR] 2勝,海外障害4勝,現役,デルビー

ラングドック L(FR) 2着,アンテルレジョナル大賞 L (FR) 2着
　　　　Midnight Queen(GER) (2001 牝 Platini(GER))
　　　　　　Tip Toe(FR)  (2007 牡 青 Footstepsinthesand(GB)) [FR] 2勝,ギシュ賞 G３(FR) 3着,ヴィシー大賞 G３

(FR) 3着,マクスシカール賞 L (FR) 2着,オムニョム賞 L (FR) 2着,ロードシーモア賞 L (FR) 3着,
マクスシカール賞 L (FR) 3着etc

　　　　　　ミッドナイトフラッシュ(IRE) (2008 牝 栗 Anabaa Blue (GB))
　　　　　　　　　Aim to please (FR)  (2013 牝 鹿 Eｘcellent Art (GB)) [IRE・GB・CAN・FR] 3勝,現役,ベルトランデ

タラゴン賞 G３(FR),ダリアS G２(GB) 3着,サンドリンガム賞 G２(FR) 3着,リューリー賞 G３(FR)
3着,フランソワブータン賞L (FR)

4代母:
　Majoritat(GER)  (1984 黒鹿 Konigsstuhl (GER)) [GER] 6勝,独オークス G２(GER),独1000ギニー G２(GER) ,
          トラーヴェミュンデカジノ賞 G３(GER),バイエリシェスツフトレネン G２(GER),2着,フュルシュテンベル
　　　　　クレネン G３(GER) 2着,ケルン春季牝馬賞 L（GER） etc
　[子]Masterplayer(GER)  (1992 牡 鹿 Alzao (USA)) [GER] 2勝,独ダービー G１(GER) 3着
　　　 Malinas(GER) （2001 牡 鹿 Lomitas (GB)） [ITY・GER] 2勝,ウニオンレネン G２(GER),独ダービー G１(GER)
　　　　　　　　　　　2着,伊ジョッキークラブ大賞 G１(ITY) 3着,ラインラントボカル G１(GER) 3着2回,ドルトムント銀行
　　　　　　　　　　　大賞　L(GER)　2着
　[孫]ミスティックリップス(GER) (2004 牝 鹿 ジェネラス (IRE)) [ITY・GER・FR ] 1勝,独オークス G１（GER）,
　　　　　　　　　　　独1000ギニー G２(GER) 2着,デュッセルドルフ牝馬賞 L (GER) 3着
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