
マリノフォルテシモ 牝  鹿毛  2019年2月20日生

 Mr.Prospector (USA)：S4xM5

母：
　クラウンフォルテ (2012 栗 ハービンジャー (GB)) 出走
　　　　クラウンララファル (2017 牡 鹿 フェノーメノ) 出走 (公) 1勝, 現役
　　　　マリノルシアーナ (2018 牝 鹿 エピファネイア) 未出走
2代母：
　ピンクリップス (2001 鹿 エンドスウィープ (USA)) 1勝
　　　　ジュンヴァルカン (2013 牡 鹿 ネオユニヴァース) 5勝, 現役, 桃山S １６００万下 (京都ダ1900), 松績S １６００
　　　　　　　　万下 (京都芝2400), 三田特別 １０００万下 (阪神芝2200), あずさ賞 ５００万下 (京都芝2400)
3代母：
  マリスター２ (USA) (1991 鹿 Baldski (USA)) ［USA］ 5勝,デルマーオークス Ｇ１ (USA)2着,ハニムーンＨ
　　　　　 Ｇ３ (USA)2着, リンダヴィスタＨ Ｇ３ (USA)2着,スイーテストチャントＳ Ｌ (USA)
　　　　ディアアドマイヤ (1997  牝 鹿 サンデーサイレンス (USA)) 1勝
　　　　　　ワイルドラズベリー (2007 牝 鹿 ファルブラヴ (IRE)) 3勝, ローズＳ ［G２］ (阪神芝1800)2着, 秋華賞 ［G１

 (京都芝2000) 4着, 白百合Ｓ ＯＰ (京都芝1800), 紅梅Ｓ ＯＰ (京都芝1400)
　　　　　　　　　　　　ミッキーワイルド (2015 牡 鹿 ロードカナロア) 5勝, 現役, プロキオンS [G3] (中京ダ1400) 2着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　麦秋S １６００万下 (東京ダ1400)
　　　　ピンクパピヨン (1998 牝 青鹿 サンデーサイレンス (USA)) 2勝, スイートピーＳ ＯＰ (東京芝1800) 3着, カーネ

ション特別 ５００万下 (東京芝1800)
　　　　　　ピンクキャンドル (2004 牡 鹿 マヤノトップガン) 入着
　　　　　　　　　　　　ラントゥユー (2016 牝 黒鹿 オネストジョン) (公) 入着, 黒潮ジュニアCh S (高知ダ1400) 3着
　　　　　　マナクーラ (2006 牡 黒鹿 シンボリクリスエス (USA)) 4勝, 萩Ｓ ＯＰ (京都芝1800) 3着, 八神峰特別 １００

万下 (東京芝2400)
　　　　　　カフナ (2008 牡 黒鹿 キングカメハメハ) 6勝, 目黒記念 ［G２］ (東京芝2500) 3着, 小倉大賞典 ［G３］ (小

倉芝1800) 2着,ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 ［G３］ (中山芝1800) 3着, メトロポリタンＳ ［Ｌ］ (東京芝2400), 
大阪―ハンブルクＣ ［Ｌ］ (阪神芝2400) 2着, 若葉Ｓ ［Ｌ］ (阪神芝2000) 2着etc

　　　　　　トウシンモンステラ (2010 牡 黒鹿 キングカメハメハ) 5勝, ディープインパクトＣ １６００万下 (京都芝
2400), 木曽川特別 １０００万下 (中京芝2200), 淡路特別 １０００万下 (阪神芝2200), ゆきやなぎ
賞 ５００万下 (阪神芝2400), (公) 1勝, 現役

　　　　マルロス (2000 牡 鹿 サンデーサイレンス (USA)) 2勝, 新潟２歳Ｓ Ｇ３ (新潟芝1600) 3着, ダリア賞 ＯＰ
 (新潟芝1400),［岩手･南関東］入着

　　　　グラスジュリ (2002 牝 鹿 グラスワンダー (USA)) 1勝
　　　　　　シゲルダンジリ (2012 牡 栗 アドマイヤジャパン) 出走, [佐賀・南関東] 10勝, 英彦山賞 (佐賀ダ1400) 2着
　　　　サイバーキングダム (2003 牡 鹿 スペシャルウィーク)1勝, ベンジャミンＳ ＯＰ (中山芝1800) 2着
　　　　ベッラレイア (2004 牝 鹿 ナリタトップロード) 3勝, フローラＳ ［Jpn2］ (東京芝2000), オークス ［Jpn1］

 (東京芝 2400) 2着, エリザベス女王杯 ［G１］ (京都芝2200) 3着, ローズＳ ［Jpn2］ (阪神芝
1800) 2着, 府中牝馬Ｓ ［G３］ (東京芝1800) 2着, 府中牝馬Ｓ ［G３］ (東京芝1800) 3着etc

　　　　　　ベッラレジーナ (2011 牝 鹿 ネオユニヴァース) 1勝, スイートピーＳ ［Ｌ］ (東京芝1800) 2着
4代母:
　Pink Dove (USA) (1984 栗 Argument (FR)) ［USA］ 1勝
　[子]ヒカリシュタイン (USA) (1998 牡 鹿 Danzig (USA)) 出走,［北関東･東海］7勝,北関東弥生賞 (足利ダ1900)etc
　　　Moonshine Hall (USA) (2000 セン 栗 スピニングワールド (USA)) ［USA･CAN］ 8勝,トロントＣ Ｇ３ (USA) 3着,
　　　　        チャーリーバーリーＳ Ｌ (USA),ストームキャットＳ Ｌ (USA) 2着
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