
13 クラウンサプライズ 牡 鹿毛  2020年3月21日生

Danzig (USA)：S4×M5  Mr. Prospector (USA)：M4×S5×M5  Hail to Reason (USA)：S5×M5

母：
　クラウンビション (2010 栗 メジロベイリー) 1勝, (公) 出走
　　　　クラウンパイオニア (2017 牡 黒鹿 タニノギムレット) 出走, （公）1勝
　　　　ランディングホース (2018 牡 栗 タニノギムレット) 入着, （公）1勝, 現役
　　　　マリノメローラ (2019 牝 鹿 ビッグアーサー) 出走, 現役
2代母：
　アンチークショップ (USA) (2005 黒鹿 Fusaichi Pegasus (USA)) 出走
　　　　マリノアンチーク (2011 牝 鹿 アドマイヤムーン) 未出走
           　　マリノオークション (2016 牝 黒鹿 シンボリクリスエス) 1勝, (公) 3勝, 現役
           　　アルフート (2017 牡 青鹿 ローズキングダム)  (公) 1勝, 現役
　　　　アオスタ (2014 セン 栗 カネヒキリ) 入着, (公) 6勝, 現役
3代母：
  Antique Auction (CAN) (1990 黒鹿 Geiger Counter (USA)) ［USA］4勝,スターシュートＳ Ｌ (USA),ファンフルリュ
　　　　　　ーシュＳ Ｌ (USA),グローリアスソングＳ Ｌ (USA) 2着,マイディアＳ Ｌ (USA) 2着,ボールドジルＨ Ｌ (USA) 3着
　　　　オステアアンティカ (USA) (1995 牝 鹿 A.P. Indy (USA)) 
           　　オスティエンセ (2000 牝 鹿 エリシオ (FR)) 2勝, 織姫賞 ５００万下 (福島芝1800) 
　　　　　　　　　　サンライズブレット (2008 牡 栗 ステイゴールド) 4勝, エニフＳ ［Ｌ］ (阪神ダ1400) 3着, アハルテケＳ 

　　　　ＯＰ (東京ダ1600) 3着, 春光Ｓ １６００万下 (東京ダ1600), 和布刈特別 １０００万下 (小倉ダ
　　　　1700), (公)入着

　　　　　　　　　　サトノスーペリア (2011 セン 黒鹿 ハーツクライ) 3勝, 伏竜Ｓ ＯＰ (中山ダ1800) 3着
　　　　インディアナカーヴ (USA) (1996 牝 黒鹿 A.P. Indy (USA)) 5勝, 蓬莱峡特別 １０００万下 (阪神芝1600), 三宮
　　　　　　　　　特別 ９００万下 (阪神芝1600) 
           　　フローラルカーヴ (2004 牝 鹿 アグネスタキオン) 1勝, アネモネＳ ［Ｌ］ (中山芝1600) 2着, さざんかＳ ＯＰ

 (阪神芝1400) 3着
           　　エクセラントカーヴ (2009 牝 黒鹿 ダイワメジャー) 6勝, 京成杯オータムＨ ［G3］ (中山芝1600), 

クイーンＣ ［G3］ (東京芝1600) 3着, 新潟日報賞 １６００万下 (新潟芝1400), 江の島特別 １０
００万下 (東京芝1600) 

　　　　ネットオークション (USA) (1998 牝 鹿 Storm Bird (CAN)) 1勝, (公) 2勝
           　　コレクターアイテム (2010 牝 黒鹿 ハーツクライ) 3勝, アルテミスＳ (重賞) (東京芝1600), 阪神

ジュベナイルフィリーズ ［G1］ (阪神芝1600) 4着, 鷹巣山特別 １０００万下 (東京芝1400) 
　　　　アンティークコイン (USA) (2001 牡 鹿 Theatrical (IRE)) 5勝,障害1勝, 保津峡特別 １０００万下 (京都芝14
　　　　　　　　　00), 仲秋特別 １０００万下 (阪神芝1200), 九重特別 ５００万下 (小倉芝1200), マカオＪＣＴ ５００万下
　　　　　　　　 (小倉芝1200) 
　　　　ドリーミーペガサス (USA) (2004 牡 鹿 Fusaichi Pegasus (USA)) 4勝, 檜山特別 １０００万下 (函館ダ1700), 
　　　　　　　　　伊良湖特別 １０００万下 (中京ダ1700) 
　　　　ストーンウェア (USA) (2012 牡 鹿 Birdstone (USA)) 5勝, メイS OP (東京芝1800) 2着, 若駒S [L] (京都
　　　　　　　　　芝2000) 2着, 福島民報杯 [L] (福島芝2000) 3着, ノベンバーS １６００万下 (東京芝2000), 湘南S １６
　　　　　　　　　００), 賢島特別 １０００万下 (中京芝1600) etc
4代母:
　オールドスタッフ (USA) (1985 鹿 Irish River (FR)) 
　[曾孫]サトノノブレス (2010 牡 黒鹿 ディープインパクト) 6勝, 日経新春杯 ［G2］ (京都芝2400), 菊花
　　　　　　　賞 ［G1］ (京都芝3000) 2着, 鳴尾記念 ［G3］ (阪神芝2000), 中日新聞杯 ［G3］ (中京芝2000), 小倉
　　　　　　　記念 ［G3］ (小倉芝2000), 金鯱賞 ［G2］ (中京芝2000) 2着2回 etc, [FR] 出走, 種牡馬
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