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Mr. Prospector(USA)：M4×S5

母：
クラウンシトラス (2012 栗 スニッツェル(AUS)) 入着6回, (公) 1勝
マリノラテ (2019 牝 栗 ジョーカプチーノ) 未出走
2代母：
ファンシーオレンジ (1998 栗 マイニング(USA)) 出走
ハードウォン (2006 牡 鹿 スウェプトオーヴァーボード(USA)) 4勝
ビレッジペガサス (2007 牡 芦 アドマイヤコジーン) 3勝, (公) 出走
ファンシーカフェ (2008 牝 栗 プレシャスカフェ) 出走
シャイニングカフェ (2012 牡 黒鹿 マンハッタンカフェ) 入着, (公) 3勝
3代母：
ブランチリーヴス (1991 黒鹿 ミルジヨージ(USA)) 入着
キスミーキャンドル (1996 牝 黒鹿 フジキセキ) 3勝
メイショウコウボウ (2009 牡 黒鹿 タニノギムレット) 1勝
アンスリューム (2002 牝 鹿 トワイニング(USA)) 1勝
エバーモア (2004 牡 鹿 スペシャルウィーク) 2勝, (公) 2勝
デュリュクス (2007 牝 鹿 メイショウオウドウ) 2勝
4代母:
フラツグスターフ (1982 黒鹿 ノーザンテースト(CAN))
[孫]ユーワテイオー (1988 牡 黒鹿 リアルシヤダイ(USA)) 4勝, ダイヤモンドＳ Ｇ３(東京芝3200) 3着, ブラッド
ストーンＳ ＯＰ(中山芝3200) 2着, メトロポリタンＳ ＯＰ(東京芝2300) 3着, 房総特別 ９００万下(中山芝2500)
[孫]シャコーダイヤ (1997 牡 黒鹿 スキャン(USA)) 出走, (公) 8勝, しらさぎ賞(浦和ダ1600) 3着
タキシードフェアー (2000 牡 黒鹿 ブラックタイアフェアー(IRE)) (公) 19勝, フリーダムＣ(高崎ダ1500) 3着
[曾孫]ゴールデンエバー (2006 牡 鹿 ワシントンカラー(USA)) 4勝, 八海山特別 １０００万下(新潟ダ1200) 3着, (公)
入着
クリスワールド (2008 牡 栗 クリストワイニング(USA)) 4勝, 白鳥大橋特別 １０００万下(札幌ダ1000) , (公)
出走
5代母:
シヤダイフラツグ (1972 鹿 ヒツテイングアウエー(USA)) 出走
[子]ジヨーオラトリオ (1978 牡 鹿 ボールドアンドエイブル(USA)) 4勝, 阪神３歳Ｓ(京都芝1600) 2着, 中日スポ
杯 １３００万下(中京芝1400), もみじ賞 ４００万下(京都芝1400), 種牡馬
ヒッテングエイト (1986 牡 黒鹿 リアルシャダイ(USA)) 2勝, クロッカスＳ ＯＰ(中山芝1600), ヒヤシンスＳ ＯＰ
(東京芝1400) 2着, 種牡馬
[孫]ハイタワー (1986 牡 栗 ランズダーン(USA)) 1勝, クローバー賞 ＯＰ(函館芝1200) 2着, (公) 出走
センショウダッシュ (1989 牡 鹿 アレミロード(USA)) 4勝, パラダイスＳ ＯＰ(東京芝1400) 3着, ノベンバーＳ
１５００万下(東京芝1600), 津軽海峡特別 ９００万下(函館芝1200), (公) 10勝
シンコウエトワール (1994 牝 青鹿 トニービン(IRE)) 1勝, 札幌３歳Ｓ Ｇ３(札幌芝1200) 2着
エムエフミラクル (1996 牡 黒鹿 リズム(USA)) 1勝, 京都３歳Ｓ ＯＰ(京都芝1800) 3着, (公) 2勝
ロードフラッグ (1997 セン 鹿 デインヒル(USA)) 6勝, 障害１勝, 関屋記念 Ｇ３(新潟芝1600) 2着, カシオ
ペアＳ ＯＰ(京都芝1800) ２着, 福島ＴＶＯＰ ＯＰ(福島芝1800) 3着3回, 巴賞 ＯＰ(函館芝1800) 3着, むら
さき賞 １６００万下(東京芝1800), 江の島特別 １０００万下(東京芝1800) etc
[曾孫]テイエイムサンデー (1996 牡 青鹿 サンデーサイレンス(USA)) 8勝, シルクロードＳ Ｇ３(京都芝120
0), ＣＢＣ賞 Ｇ２(中京芝1200) 3着, 高松宮記念 Ｇ１(中京芝1200) 4着, ＵＨＢ杯 ＯＰ(函館芝1200), アン
ドロメダＳ ＯＰ(京都芝1200) 2着, 新春Ｓ １６００万下(京都芝1400) etc, 種牡馬

