1 クラウンロマンの2021
マジェスティックウォリアー (USA)
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芦 2013
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A.P.lndy (USA)
Dream Supreme (USA)
カネヒキリ
オグリロマンス
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Seattle Sｌew (USA)
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オグリローマン

Secretariat(USA)：S4xS5 Mr.Prospector(USA)：S4xM5 NorthernDancer(CAN)：M4xS5 Buckpasser(USA)：S5xS5

母：
クラウンロマン (2013 芦 カネヒキリ) 2勝, (公) 出走
本馬が初仔
2代母：
オグリロマンス (1996 芦 ノーザンテースト (CAN)) 2勝
クィーンロマンス (2001 牝 鹿 ティンバーカントリー (USA))2勝, (公) 12勝, 新春盃 (名古屋ダ1400), スプリント
(笠松ダ1400), 園田Ch C(園田ダ1400) 3着
3代母：
オグリローマン (1991 芦 ブレイヴエストローマン (USA)) 1勝, 桜花賞 G1(阪神芝1600), チューリップ賞 G３
(中京芝1700) 2着, (公) 6勝, ジュニアGP (笠松ダ1600), ゴールドゥイング賞 (名古屋ダ1400), ブリンセス
特別 (笠松ダ1400), ジュニアクラウン (笠松ダ1400), (2015) NAR特別表彰馬
オグリピンキー (1998 牝 鹿 卜ニービン (IRE)) 出走, (公) 出走
コウザンヒキリ (2012 牡 鹿 カネヒキリ) 入着, (公) 7勝, 仙酔峡賞 (佐賀ダ1750), すみれ賞 (佐賀ダ
1800) 2着, 長月賞 (佐賀ダ1750) 2着, 御船山賞 (佐賀ダ1800) 3着, 師走賞 (佐賀ダ1800) 3着,
耶馬溪賞 (佐賀ダ1400) 3着
オグリホット (2003 牡 芦 タバスコキャット (USA)) 入着, (公) 11勝, ウイナーC (盛岡芝1600), OROC (盛岡
芝1700) 3着, 阿久利黒賞 (水沢ダ1600) 3着
ロマンシエール (2005 牝 鹿 アグネスデジタル (USA)) 2勝
ステイパーシスト (2013 セン 黒鹿 ステイゴールド) 4勝, 阿寒湖特別1OO０万下(札幌芝2600),
グッドラックH１０００万下 (中山芝2500), 出雲崎特別５００万下 (新潟芝2400)
ローズテソーロ (2016 牝 青鹿 ハーツクライ) 3勝, 現役, 蛍池特別 2勝クラス (阪神芝2000), 両津湾
特別 1勝クラス(新潟芝1800)
4代母:
ホワイトナルビー (1974 芦 シルバーシャーク (IRE)) (公) 4勝
[子]オグリキャップ (1985 牡 芦 ダンシングキャップ (USA)) 12勝, 有馬記念 G１(中山芝2500) 2回, 安田記念
G1 (東京芝1600), マイルChS G1(京都芝1600), 毎日王冠 G２(東京芝1800) 2回, 高松宮杯 G２(中京
芝2000), NzT4歳S G２(東京芝1600) etc, (公) 10勝, (1988)最優秀3歳牡馬, (1989)特別賞, (1990)
年度代表馬, (1990)最優秀4歳以上牡馬, 種牡馬
オグリホワイト (1989 牝 芦 サンシヤインボーイ) 出走, (公) 15勝, ジュニアGP (笠松ダ1600), 中京盃(中京
芝1200) 3着, 秋風ジュニア (笠松ダ1400)
オグリシャダイ (1993 牝 黒鹿 リアルシャダイ (USA)) 1勝, カシオペアS OP (京都芝2000) 3着, (公) 7勝, 岐阜
金賞 (笠松ダ1900) 3着, サラ・クイーン特別 (笠松ダ1600)
[孫]オグリダンディ (1994 牡 芦 トロメオ (IRE)) (公) 2勝, 全日本3歳優駿(川崎ダ1600), 羽田盃(大井ダ1800) 3着,
京浜盃 (大井ダ1700) 3着
オグリコマンダー (1995 牡 芦 コマンダーインチーフ (GB)) 3勝, やまももＳ ＯＰ(阪神芝2000) 3着, (公) 入着,
スプリン卜 (笠松ダ1400) 2着
オグリシルク (2003 牝 鹿 オース (IRE)) 入着, (公) 6勝, 東海ゴールドC (笠松ダ1900), 岐阜金賞 (笠松ダ19
00) 2着
オグリオトメ (2005 牝 青 エイシンサンディ) 出走, (公) 4勝, 東海クイーンC (名古屋ダ1600), きんもくせい賞
(盛岡芝2400) 3着
[曾孫]タクミシルバー (1999 牡 芦 卜ロメオ (IRE)) 出走, (公) 27勝, 百万石賞 A級 (金沢ダ2300) 2着, 北國王冠 (金沢
ダ2600) 3着, スプリングC A級 (金沢ダ1900) 3着, 日本海ダーピー (金沢ダ1900) 3着

