7 クラウンムーンの2021
ケイムホーム (USA)
黒鹿 1999

クラウンムーン
黒鹿 2013

牡
Gone West (USA)
Nice Assay (USA)
アドマイヤム一ン
ヒシシンエイ

黒鹿毛

2021年2月27日生
Mr.Prospector (USA)
Secrettame (USA)
CleverTrick (USA)
インフルヴユ一 (USA)
エンドスゥイ一プ (USA)
マイケイティーズ
スペシャルウィーク
ヒシショウコ (USA)

Mr.Prospector (USA)：S3xM5xM5 サンデ一サイレンス (USA)：M4xM4

母：
クラウンムーン (2013 黒鹿 アドマイヤムーン) 出走, (公) 5勝
本馬が初仔
2代母：
ヒシシンエイ (2001 黒鹿 スペシャルウィ一ク) 4勝, スイートピーS OP (東京芝1800) 3着
メイプルレジェンド (2011 セン 鹿 パイロ (USA)) 1勝, (公) 3勝
3代母：
ヒシショウコ (USA) (1994 栗 Woodman (USA)) 出走
ヒシブレ一ブ (2004 牡 鹿 アドマイヤベガ) 1勝
ヒシフラッシー (2005 牡 栗 ムーンバラッド (IRE)) 2勝, (公) 4勝
ヒシセンチュリー (2006 牡 栗 ダンスインザダーク) 4勝, 障害 1勝, 頌春賞 １０００万下 (中山芝2000), 千葉
日報杯１０００万下 (中山芝1800)
ヒシエリート (2007 牝 栗 スペシャルウィーク) 1勝, (公) 出走
テイエムチェロキー (2014 牡 鹿 トランセンド) 4勝, 現役, おおぞら特別１０００万下 (札幌ダ1000)
ペイシャエリート (2015 牡 栗 カジノドライヴ (USA)) 1勝, (公) 3勝, 現役
4代母:
Forladiesonly (USA) (1986 鹿 Sovereign Dancer (USA)) [USA]11勝, クイーンシャーロットH G３ (USA) 3着,
ニューキャッスルH L(USA), グラスランドH L(USA), ア卜ランテイックシテイH L(USA), パウダーブレイクH L
(USA), ロッキンガムH L (USA)3着 etc
[子]Aquire Not Desire (USA) (1996 セン 栗 Woodman (USA)) [GB・FR] 1勝, 入着, クリテリヨムドリヨンL
(FR) 2着
[孫]Sub Mambo (URU) (2012 牡 黒鹿 Subordination (USA)) [URU] 8勝, ラスピエドラス賞(URU) 2着
5代母:
Cricket Club (USA) (1975 栗 Dr.Fager (USA)) [USA] 3勝
[子]Dr.Bobby A. (USA) (1987 牡 栗 Dr.Carter (USA)) [USA]5勝, チェリーヒルマイルS G３(USA), サラトガ
スべシャルS G２(USA) 2着, トレモントS G３(USA) 2着
Worldly Possession (USA) (1988 牝 栗 Valid Appeal (USA)) [USA] 5勝, ラスシェネガスH G３ (USA) 3着,
ビーソートフルH L(USA) 2着, セクオイアBCH L (USA) 2着
[孫]Nome (USA) (1986 セン 栗 Double Sonic (USA)) [USA] 15勝, クイーンズカウンティH G３ (USA), スタイ
ミーH G３(USA) 3着
Collect the Cash (USA) (1997 牝 鹿 Dynaformer (USA)) [USA] 5勝, Qエリザべス二世チャレンジC
G１(USA)
[曾孫]Sea of Green (USA) (1998 牡 栗 Seacliff (USA)) [USA] 10勝, ジャージーショアS G3(USA) 2着, チャー
ルズタウンダッシュH L(USA), ラムソンS L(USA), ギャラン卜ボブH L(USA), ダンシングカウントS L(USA),
ヒルシュジェイコブズS L(USA) 2着 etc
Stately Victor (USA) (2007 牡 黒鹿 Ghostzapper (USA)) [USA・CAN] 3勝, ブルーグラスS G１(USA),
パシフィッククラシック G１(USA) 3着, ファイエットS G２(USA) 3着, ドミニオンデイS G３(USA) 3着2回,
ダラムC G３(USA) 3着, ジョンBコナリーターフH G３(USA) 3着 etc
Hot Cash (CAN) (2015 牝 鹿 Ghostzapper (USA)) [USA・CAN] 3勝, トリリウムS G３(USA)2着
6代母:
Clover Lane (USA) (1967 芦 Tudor Way (ARG)) [USA] 7勝, アーリントンワシントンラッシーS(USA)

