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5代までにクロスなし

母：
クラウンミストラル (2009 鹿 フジキセキ) 出走, （公） 2勝
マリノディアナ (2015 牝 青鹿 カルストンライトオ) 2勝, 現役
スノーテーラー (2017 牝 芦 アドマイヤコジーン) 1勝, 現役
マリノプロヴァンス (2019 牝 黒鹿 カルストンライトオ) 未出走
2代母：
プロヴァンス (2003 鹿 サツカーボーイ) 1勝
パパパノチョイナ (2010 牝 栗 アフリート(CAN)) (公) 5勝
シゲルエッチュウ (2011 牡 鹿 ヨハネスブルグ(USA)) 1勝, (公) 出走
ジュヴァンセル (2012 牝 栗 タイキシャトル(USA)) (公) 5勝
カシノルーラー (2014 牡 鹿 フレンチデピュティ(USA)) 出走, (公) 5勝
3代母：
キャッチマイラブ (1996 黒鹿 シンボリルドルフ) 出走
アーサトモチャン (2005 牝 鹿 サツカーボーイ) (公) 3勝
4代母:
カランドララーク(IRE) (1983 青鹿 Storm Bird(CAN)) [USA]入着
[子]デコレイション (1990 牝 鹿 シンボリルドルフ) 4勝, 神奈川新聞杯 ９００万下 (東京芝1800), 秩父特別 ９００
万下(東京芝1800), くちなし賞 ５００万下 (東京芝2400)
ジャングルパワー (2001 牡 青鹿 ソウルオブザマター(USA)) 出走, (公) 5勝, 園田ジュニアC 重賞 (園田
ダ1700)
[孫]サトノトップガン (2006 牡 鹿 マヤノトップガン) 3勝, 開成山特別 ５００万下 (福島芝2600), (公) 出走
5代母:
Calandra (USA) (1977 黒鹿 Sirt Lvor(USA)) [IRE] 3勝, 愛プリティポリーS G２(IRE), ギルタウンスタッドS L(IRE)
[子]ゴールデンテンプル（IRE) (1984 牝 鹿 Golden Fleece(USA)) [IRE] 2勝, マグラスS L(IRE), バリーコーラ
スS L(IRE) 2着, パーシャンボールドS L(IRE) 2着, ブラウンズタウンスタッドS L(IRE) 2着
[孫]Tryarra(IRE) (1990 牝 鹿 Persian Heights(GB)) [IRE] 4勝, バリーローンS L(IRE) 2着, ダイアモンドS L(IRE)
2着
ナスキ(GB) (1995 牝 黒鹿 Nashwan(USA)) [GB・GER] 4勝, ネレイーデレネンS L(GER) 2着, シュプレティメモー
リアル L(GER) 3着
Derivative(IRE) (1998 セン 黒鹿 Erins Isle(IRE)) [IRE] 2勝, 海外障害 3勝, レパーズタウン２０００ギニー
TR L(IRE) 2着
Harrington(IRE) (2002 セン 鹿 Sadler's Wells(USA)) [IRE] 1勝, 入着, ナヴィゲイションS L(IRE) 3着
Hobby(GB) (2005 牝 鹿 Robellino(USA)) [GB・GER] 1勝, リブルズデイルS G２(GB) 3着, ニューベリー
フィリーズトライアルS L(GB) 3着, サンダウンスターS L(GB) 3着
[曾孫]Piri Wango(IRE) (2009 セン 栗 Choisir(AUS)) [IRE・GB] 4勝, グラッドネスS G３(IRE) 2着
Broken Stones(IRE) (2014 セン 黒鹿 Requinto(IRE)) [GB・HKG] 2勝, ジュライS G２(IRE) 3着
6代母:
Intrepid Lady(USA) (1970 黒鹿 Bold Ruler(USA)) [FR] 1勝
[子]River Prince(USA) (1978 牡 黒鹿 Forli(ARG)) [IRE・USA] 1勝, ハーバーツタウンS L(IRE), スタッカレン
S L(IRE) 2着
Acushla(IRE) (1983 牝 黒鹿 Storm Bird(CAN)) [IRE・GB] 4勝, フィーニクススプリントS G３(IRE) 2回
愛パークS G3(IRE) 3着, フライイングファイヴS L(IRE), フィーニクスフライイングファイヴ L(IRE) 2着,
オーチャーズタウンスタッドS L(IRE) 3着

