
クラウンスウィング 牡  栗毛  2019年4月17日生

Northern Dancer：M4×S5×M5  Vaguely Noble：S5×M5

母：
　ダウンタウンブギ(2013 栗 アサクサキングス)出走
　　　　ピクシーズパラソル (2018 牝 鹿 ラブリーデイ) 未出走
2代母：
　スマラ(FR) (1993 栗 Antheus (USA)) [FR] 1勝
　　　　チチカステナンゴ(FR) (1998 牡 芦 Smadoun (FR)) [FR] 4勝,パリ大賞 G１(FR),リュパン賞 G１(FR),仏
　　　　　　　　ダービー G１(FR) 2着,トーマスブライアン賞 G３(FR) ,ニエル賞 G２(FR) 3着,グレフュール賞 G２
　　　　　　　　(FR) 3着,種牡馬
　　　　Faimara (FR) (1999 牡 鹿 Homme de Loi (IRE)) [FR] 3勝
　　　　Smala Tica (FR)  (2000 牝 栗 Loup Solitaire (USA)) [FR] 4勝,リヨン大賞 L (FR),アーバンシー賞 L(FR)
　　　　　　　Chika Dream(FR) (2010 セン 栗 Danehill Dancer(IRE)) [FR] 7勝,現役,ポワンドジュール賞 L(FR) ,

アンジュブルターニュ大賞 L(FR) 2着
　　　　ランペイア(2004 牝 栗 アグネスタキオン)4勝,西海賞 １０００万下(小倉芝1800) ,北大路特別 １０００万下
　　　　　　　　(京都芝2000)
　　　　　　　マサハヤドリーム(2012 牡 鹿 メイショウサムソン) 6勝,現役,福島テレビOP(福島芝1800),米子S [L](阪

神芝1600) 3着,博多S １６００万下(小倉芝2000),三年坂特別 １０００万下(京都芝1600),玄海特別
１０００万下(小倉芝2000),アルメリア賞 ５００万下 (阪神芝1800)

　　　　ミッキーミラクル(2005 牡 鹿 シンボリクリス工ス(USA)) 3勝,マレーシアC １６００万下(札幌芝2000),陣馬特別
　　　　　　　　１０００万下(東京芝2400),[岩手] 1勝
　　　　アイムソーラッキー(2006 牝 鹿 シンボリクリスエス(USA))
　　　　　　　クリスフォンテン(2010 セン 黒鹿 リンカーン) 入着,[南関東] 8勝
　　　　　　　ブラックシェンロン(2011 セン 鹿 サムライハート) 1勝,[南関東・東海] 入着 
　　　　　　　サクヤヒメ(2012 牝 鹿 ホワイトマズル(GB)) 出走,[石川] 6勝
　　　　　　　コウメチャン(2015 牝 鹿 アサクサキングス) [佐賀] 1勝
　　　　スマッシュスマイル(2008 セン 栃栗 ゼンノロブロイ) 1勝
　　　　デルマゴクウ(2011 牡 栗 フジキセキ) 出走,[北海道・岩手] 2勝  
3代母：
  Small Partie(FR) (1988 栗 Fabulous Dancer (USA))
　　　　Sucre Blanc (FR) (1997 牝 栗 Green Tune (USA)) [FR] 出走 
　　　　　　　　　　Green Du Ciel (FR) (2005 セン 芦 Smadoun (FR)) [FR] 2勝,海外障害1勝  
　　　　Civil Courts(FR)  (1998 セン 黒鹿　Kaldoun (FR)) [FR] 7勝,ルヴァーズダルジャン L(FR)　２着
　　　　Algarve Sunshine (FR) (1999 牝 栗 Grape Tree Road(GB)) [FR] 入着
　　　　　　　Sapporo (FR) (2004 牝 芦 Smadoun (FR))
　　　　　　　　　　Susukino (FR) (2009 牝 芦 グレイトジャーニー) [FR] 1勝
　　　　Belle Alicia (FR) (2004 牝 鹿 Smadoun (FR)) [FR] 1勝
　　　　　　　Black Jewel (FR) (2009 セン 黒鹿 Layman (USA)) [FR] 4勝
　　　　　　　Holy Dazzle(GB)  (2010 牝 鹿 サンデーブレイク) [FR] 2勝,アンプリュダンス賞 G３(FR) 2着,ミエスク賞

G３(FR) 3着,リラ賞 L (FR) 3着,ヘ口ド賞 L (FR) 3着
4代母：
  Summer Parties(USA)  (1982 黒鹿 Vaguely Noble(GB)) [FR] 2勝,サンドリンガム賞 G３(FR) 2着,クロエ賞
　　　　　　 G３(FR) 2着,力口ンヌ賞 L (FR),コロネイション賞 L (FR) 2着,サンシール賞 L (FR) 2着
5代母：
  Selerina(USA) (1977 栗 Reviewer (USA)) [FR] 3勝
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