
クラウンデュナミスの2021 牝  鹿毛  2021年2月20日生

Hail to Reason(USA)：S4×M5  ノーザンテースト(CAN)：S4×M4  Northern Dancer(CAN)：S5×M5×M5

母：
　クラウンデュナミス (2011 黒鹿 ダンディコマンド) 1勝, (公) 出走 
　　　　マリノドレッシー (2019 牝 黒鹿 サムライハート) 出走,現役
　　　　ブーケファロス (2020 牡 鹿 ビッグアーサー)  2勝, 黒松賞(中山芝1200), ダリア賞(新潟芝1400)３着, 現役
2代母：
　シルクドレスアップ (2001 黒鹿 ブライアンズタイム(USA) 入着, (公) 入着
　　　　ミスグロリアス (2008 牝 青 キンググローリアス(USA)) 1勝, (公) 2勝
3代母：
  ノンダムール(USA) (1988 鹿 The Minstrel(CAN)) [USA] 入着
　　　　マーベラスウーマン (1997 牝 栗 Woodman(USA)) 入着
　　　　　　　マーベラスカイザー (2008 牡 栗 マーベラスサンデー) 2勝, 障害3勝, 京都2歳Ｓ [Ｌ](京都芝2000),

中山大障害Ｊ Ｇ１(中山障4100)
　　　　シルクアーム (2000 牝 青鹿 ブライアンズタイム(USA))
　　　　　　　シルクドルフィン (2006 牡 鹿 マーベラスサンデー) 2勝, (公) 入着, あすなろ賞(盛岡ダ1800) 3着
4代母:
　Pas de Nom(USA)  (1968 黒鹿 Admiral's Voyage(USA)) [USA] 9勝, ヴァージニアベルＳ(USA), ジャスミンＳ
　　　　　　　 (USA), シーショアＳ(USA), バーバラフリッチーＨ Ｇ３(USA) 2着, ミスウッドフォードＳ(USA) 2着
　[孫]Lord of the Night(USA) (1983 牡 黒鹿 Lord Avie(USA)) [USA] 11勝, ウェストチェスターＨ Ｇ３(USA), アケダ
　　　　　　　クトＨ Ｇ３(USA), トボガンＨ Ｇ３(USA), スタイミーＨ Ｇ３(USA), 3着, アソールトＨ Ｇ３(USA) 3着, トマス
　　　　　　　エディソンＨ Ｌ(USA)
　     Kiss of Luck(IND) (2003 牝 鹿 Diffident(FR)) [IND] 5勝, プラタップスタッドミリオン(IND) 2着
　[曾孫]ブランドエレッセ (1987 牝 鹿 ニシノエトランゼ(USA)) 6勝, 北陸Ｓ １５００万下(新潟ダ1700), 彦星賞 ９００
　　　　　　　万下(福島ダ1700), 鳥海山特別 ５００万下 (新潟ダ1700)
　         ニシノハナブエ (1998 牝 鹿 ウインザーノット) 3勝, 豊中特別 ５００万下(阪神芝2200)
　         Mubhij(IRE)  (1993 牡 栗 Mujtahid(USA)) [GB] 3勝, コーンウォリスＳ Ｇ３(GB), フライイングチルダー
　　　　　　　ズＳ Ｇ２(GB) 2着, リッチモンドＳ Ｇ２(GB) 2着, 英ノーフォークＳ Ｇ３(GB) 3着, ロージスＳ Ｌ(GB), ドラ
　　　　　　　ゴンＳ Ｌ(GB) 3着
　         フリークロバリー (1993 牝 鹿 ジェイドロバリー(USA)) 3勝, 室蘭特別 ９００万下(札幌ダ1000)
　         Tabheej(IRE)  (1997 牝 栗 Mujtahid(USA)) [GB] 2勝, ローザーＳ Ｇ２(GB) 3着, オーソーシャープＳ Ｌ(GB)
　　　　　　　 3着
　         Icesolator(IRE)  (2006 セン 鹿 One Cool Cat(USA)) [GB・HKG] 6勝, グリーナムＳ Ｇ３(GB) 3着, 英
　　　　　　　ナショナルＳ Ｌ(GB), ロイヤルウィンザーＳ Ｌ(GB) 3着, インタナショナルトライアルＳ Ｌ(GB) 3着
　         Oasis Vision(IND)  (2009 牝 鹿 Senure(USA)) [IND] 4勝, バイアリータークミリオン(IND) 2着
　         Fink(IND) (2011 牡 鹿 Phoenix Tower(USA)) [IND] 1勝, バンガロールジュヴェナイルミリオン(IND),
　　　　　　　マイソール２０００ギニー(IND) 3着
5代母：
  Petitioner(GB) (1952 鹿 Petition(GB)) [USA] 1勝
　[曾孫]Polynesienne(FR)  (1971 牝 鹿 Relko(GB)) [USA・FR] 7勝, アーリントンメイトロンＨ Ｇ２(USA), サン
　　　　　　　ボウＨ Ｌ(USA) 2着
　         Piling (USA) (1978 牡 黒鹿 Mr. Leader(USA)) [USA] 10勝, ニッカボッカーH G3(USA), ミシガンブリー
　　　　　　　ダーズH LR(USA)
　         ビッグファイト (1988 牡 栗 ノーザンテースト(CAN)) 4勝, 京成杯3歳Ｓ Ｇ２(東京芝1400), 新潟3歳Ｓ
　　　　　　　Ｇ３(新潟芝1200), 朝日杯3歳Ｓ Ｇ１(中山芝1600) 2着, 京成杯 Ｇ３(中山芝1600) 2着, 阪急杯 G３(阪
　　　　　　　神芝1400) 3着, 銀嶺S OP(東京ダ1400) etc
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