
23 アストラルポケット 牝  栗毛  2020年4月24日生

Northern Dancer(CAN)：S4×M5

母：
　レインボーシーカー(2004 黒鹿 ダンスインザダーク) 出走
　　　　トドロキカポネサン (2010 牡 黒鹿 ジャングルポケット) (公) 1勝
　　　　ロジシーカー (2011 牡 栗 サクラバクシンオー) 出走
　　　　ガルーダ (2012 牡 鹿 ファルブラヴ) 出走, (公) 4勝,現役
　　　　レインボーフラッグ(2013 牡 鹿 ジャングルポケット) 5勝, 現役, 朱雀Ｓ １６００万下(京都芝1400), 猪名川
　　　　　　　特別 １０００万下(阪神芝1400),青島特別 ５００万下(小倉芝1700)
　　　　ピエナフラッシュ (2015 牝 鹿 エイシンフラッシュ) 出走, (公) 1勝
　　　　マリノソフィア (2017 牝 黒鹿 ジャングルポケット) 2勝, 三面川特別 (新潟芝1800) 2着, 胎内川特別 (新潟
　　　　　　　　芝1800) 2着, 現役
　　　　モンサンテゾーロ (2018 牝 黒鹿 バンデ(IRE)) 出走, (公), 現役
　　　　マリノモマンドール (2019 牝 鹿 トーセンジョーダン) 出走, 現役
2代母：
　ラゲラ(IRE) (1992 黒鹿 Rainbow Quest(USA)) ［ITY］入着
　　　　Rasana(GB) (1998 牝 鹿 ロイヤルアカデミー２(USA)) ［IRE･ITY］出走
　　　　　　　Aldovrandi(IRE) (2007 セン 鹿 Cape Cross(IRE)) ［GB･ITY･FR］ 1勝,ウィンザーミッドサマーＳ Ｌ(GB)
　　　　　　　　　2着,ヘロンＳ Ｌ(GB) 3着
　　　　Rakti(GB) (1999 牡 鹿 Polish Precedent(USA)) 出走,［IRE･GB･ITY･HKG］ 11勝,クイーンエリザベス二世Ｓ
　　　　　　 Ｇ１(GB),英チャンピオンＳ Ｇ１(GB),伊ダービー Ｇ１(ITY),共和国大統領賞 Ｇ１(ITY),ロッキンジＳ Ｇ１
　　　　　　 (GB),プリンスオヴウェイルズＳ Ｇ１(GB) etc
　　　　シャドウバンガード(2009 牡 黒鹿 ハーツクライ) 4勝, 本栖湖特別 １０００万下(東京芝2400), 赤倉特別 １００
　　　　　　０万下(新潟芝2200), 寒狭川特別 ５００万下(中京芝2200)
3代母：
  Smageta(IRE) (1979 鹿 High Top(GB)) ［ITY］ 5勝,クリテリウムフェミニーレ Ｇ３(ITY),リディアテシオ賞 Ｇ１(
　　　　　ITY) 2着,伊オークス Ｇ１(ITY)3着,伊１０００ギニー Ｇ１(ITY) 3着,レニャーノ賞 Ｇ２(ITY) 2着,チェザーレ
　　　　　デッリオッキ賞 Ｌ(ITY)
　　　　Rusoli(GB) (1985 牡 鹿 Ardross(IRE)) ［ITY］ 3勝,エマヌエーレフィリベルト賞 Ｇ３(ITY) 2着,伊セントレ
　　　　　　ジャー Ｇ３(ITY) 3着,カンポベロ賞 Ｌ(ITY),メラノ賞 Ｌ(ITY) 2着
　　　　Ratafia(GB) (1988 牝 鹿 ルション(USA)) ［GB］1勝
　　　　　　　Risiat(IRE) (1994 セン 鹿 ワージブ(IRE)) ［ITY･FR］ 15勝,海外障害1勝,伊２０００ギニー Ｇ２(ITY) 2着,
　　　　　　　　　エミリオトゥラティ賞 Ｇ２(ITY) 3着,ナターレディローマ賞 Ｌ(ITY) 3着,ジウビレオ賞 Ｌ(ITY) 3着
　　　　Risera(IRE) (1996 牝 鹿 ロイヤルアカデミー２(USA)) ［ITY］3勝
　　　　　　　Guest of Honour(IRE) (2009 セン 鹿 Cape Cross(IRE)) ［USA･GB･AUS］ 5勝, サマーマイルＳ
　　　　　　　　　Ｇ２(GB),サマーマイルＳ Ｇ２(GB) 3着,ガントンＳ Ｌ(GB),ロイヤルウィンザーＳ Ｌ(GB)
　　　　　　　Lucan Sweet(ITY) (2013 牡 芦 Dark Angel(IRE)) ［ITY］ 3勝, 現役,プリミパッシ賞 Ｇ３(ITY) 2着
　　　　Rinass(IRE) (1998 牝 鹿 Indian Ridge(IRE))
　　　　　　　Le Cadre Noir(IRE) (2004 牡 鹿 Danetime(IRE)) ［IRE･ITY･FR］ 8勝,オメノーニ賞 Ｇ３(ITY),モート
　　　　　　　　　リー賞 Ｇ３(FR) 2着,カルロ＆フランチェスコアロイジ賞 Ｇ３(ITY) 2着,ウォーターフォードテスティモ
　　　　　　　　　ニアルＳ Ｌ(IRE),ベルサリオ賞 Ｌ(ITY),ナポリ市賞 Ｌ(ITY) etc
4代母:
　Christine(GB) (1967 鹿 クロケツト(GB)) ［GB］ 3勝,ヨークシャーオークス(GB) 3着
　[子]Svelt(GB) (1983 牡 鹿 African Sky(GB)) ［ITY･FR］ 10勝,伊２０００ギニー Ｇ１(ITY),エミリオトゥラティ賞
　　　　　　　　 Ｇ１(ITY),トリノ市大賞 Ｇ３(ITY),ナターレディローマ賞 Ｇ３(ITY),ピサ賞 Ｇ３(ITY) 2着,クリテリウム
　　　　　　　  ディローマ Ｇ３(ITY)2着etc
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