
 4 マリノファルコン 牝  栗毛  2020年2月29日生

Northern Dancer(CAN)：S5×M5

母：
　サザンベル (2005 栗 サウスヴィクラス(USA)) 入着
　　　　クラウンルシフェル (2011 牡 栗 ローエングリン) 4勝, 雷光特別 ５００万下(新潟芝1000), ゆきつばき
　　　　　　　　賞 ５００万下(新潟芝1200)
　　　　クラウンリバティー (2012 セ 鹿 リンカーン) 1勝
　　　　マリノスピカ (2016 牝 栗 ローエングリン) 1勝, 現役, (公) 2勝
　　　　アーティカティカ (2017 牡 栗 ローエングリン) 出走, (公) 1勝, 現役
2代母：
　タケノスピカ (1995 栗 ナグルスキー(CAN)) 1勝
　　　　テイエムサッカー (2001 牡 栗 サッカーボーイ) 4勝,　小牧特別 １０００万下(中京芝2000)
3代母：
  ナイルピジヨン(GB) (1980 鹿 アーテイアス(USA)) [FR] 1勝
　　　　ユウキアラシオー (1992 牡 栗 ミホシンザン) 2勝, 沓掛特別 ５００万下(中京ダ1700), (公) 入着
4代母:
　Come Back(USA)  (1969 栗 ボールドラツド(USA)) [FR] 3勝, クレオパトル賞 (FR) 2着, エルヴァージュ賞 (FR)
　[子]Try to Stop Me (GB)  (1981 牡 栗 Sharpen Up (GB)) [GB・NZ・FR] 4勝, 海外障害3勝, ハンベリーC L(GB)
　　　　　　 3着
　[孫]My Buba (IRE)  (1981 牝 鹿 アーテイアス(USA)) [ITY] 1勝, セレーニョ賞 L(ITY) 3着
       Ocean Falls(IRE)  (1986 牡 鹿 ワツスル (GB)) [FR] 4勝, 仏２０００ギニー G1(FR) 3着, クインシー賞
　　　　　　G３(FR), フォンテヌブロー賞 G３(FR) 2着, パース賞 G３(FR) 3着, メシドール賞 Ｇ３(FR) 3着, エドモン
　　　　　　ブラン賞 Ｇ３(FR) 3着 etc
       Pigeon Voyageur(IRE)  (1988 牡 黒鹿 サンテステフ(FR)) [USA・ITY・GER・FR] 3勝, イタリア大賞 Ｇ１
　　　　　　 (ITY), サンロマン賞 G３(FR) 2着, クリテリヨムドサンクルー G１(FR) 2着, ノアイユ賞 Ｇ２(FR) 3着, ドー
　　　　　　 ヴィル大賞 Ｇ２(FR) 3着, リュー賞 Ｌ(FR) 2着
       Rubico (USA)  (1989 牡 黒鹿 Big Spruce(USA)) [AUT・GER・FR] 3勝, バーデンバーデン市賞 Ｌ(GER) 3着
       Mari's Sheba (USA)  (1992 牝 鹿 Mari's Book(USA)) [USA] 3勝, サンタアニタオークス Ｇ１(USA) 3着
　[曾孫]Congaree(USA)  (1998 牡 栗 アラジ(USA)) [USA] 12勝, ハリウッドゴールドＣ G１(USA), カーターＨ Ｇ１
　　　　　　 (USA), シガーマイル Ｇ１(USA), スワップスＳ G１(USA), ウッドメモリアルＳ Ｇ２(USA) etc, 種牡馬
           Sangaree(USA)  (2005 牡 栗 Awesome Again (CAN)) [UAE・USA] 4勝, トリプルベンドＨ G１(USA) 2着,
             力リフォルニアンS G２(USA) 2着, マーヴィンリロイＨ Ｇ２(USA) 2着, ハルズホープS G３(USA) 2着,
             ボールドルーラーＨ G３(USA) 2着, バードストーンＳ Ｌ(USA) 2着
5代母:
　Long Look(USA)  (1962 鹿 Ribot(GB)) [IRE・GB・FR] 2勝, 英オークス (GB), 愛オークス (IRE) 2着, ヴェルメ
　　　　　　　　イユ賞 (FR) 3着
　[子]ノースブロードウエイ(USA) (1970 牝 黒鹿 Bold Ruler (USA)) [USA] 11勝, シープスヘッドベイＨ Ｇ２
　　　　　　 (USA), ジャージーベルＨ Ｇ３(USA), クリサンシマムＨ G3(USA), ガーデニアＳ (USA) 2着, マザー
　　　　　　 グースＳ Ｇ１(USA) 3着, ダイアナＨ Ｇ２(USA) 2着 etc
6代母:
　Santorin (USA) (1956 栗 Greek Song(USA)) [USA] 1勝
　[子]Meritus(USA)  (1967 牝 黒鹿 Bold Ruler (USA)) [USA] 7勝, スピナウェイS (USA), アディロンダックS
　　　　　　 (USA), テストS (USA) 3着, スカイラヴィルS (USA) 3着
　[孫]Dancealot(USA)  (1971 牝 鹿 Round Table (USA)) [USA] 4勝, セリマS G1(USA), メイトロンS G１(USA)
　　　　　　 2着, ディセンバーＨ L(USA)
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