
クラウンファラデー 牡  鹿毛  2021年3月2日生

 Mr.Prospector (USA)：M4xS5

母：
　ナオミマリア (2016 鹿 キングカメハメハ) 未出走
　　　　本馬が初仔
2代母：
　メジロオードリー (2007 鹿 スペシャルウィーク) 2勝
　　　　Beetobee (JPN) (2015 牝 鹿 シシボリクリスエス (USA)) [AUS] 1勝
　　　　ホウオウイクセル (2018 牝 鹿 ルーラーシップ ) 2勝, フラワーC G3 (中山芝1800）, フェアリーS G3 2着, 現役
3代母：
  メジロドーべル (1994 鹿 メジロライアン) 10勝, オークス G１(東京芝2400), 秋華賞 G１(京都芝2000), エリザべス
　　　　　　女王杯 G１(京都芝2200) 2回, 阪神3歳牝馬S G１(阪神芝1600), オールカマー G２(中山芝2200), 桜花賞
　　　　　　G１(阪神芝1600) 2着 etc, (1996)最優秀2歳牝馬, (1997)最優秀3歳牝馬, (1997)最優秀父内国産馬,
　　　　　　(1998)最優秀4歳以上牝馬, (1999)最優秀4歳以上牝馬
　　　　メジロヒラリー (2001 牝 鹿 エルコンドルパサー (USA))
　　　　　　　　ラッシュアタック (2012 牡 鹿 アグネスデジタル (USA)) 2勝, (公) 1勝, 佐賀王冠賞(佐賀ダ2000)　3着
　　　　メジロルルド (2002　牝　栃栗　サンデーサイレンス (USA))
　　　　　　　　マッサビエル (2012 牡 栗 ハービンジャー (GB)) 3勝, 芦ノ湖特別１０００万下(東京芝2400), 新緑賞

５００万下 (東京芝2300)
　　　　メジロシャレード (2006 牝 鹿 マンハッタンカフェ) 1勝
　　　　　　　　ショウナンラグーン (2011 牡 黒鹿 シンボリクリスエス (USA)) 2勝, 青葉賞 G２(東京芝2400), 菊花賞

G１(京都芝3000) 5着
　　　　　　　　ヴァントシルム (2014 牡 鹿 ジャングルポケッ卜) 4勝, 緑風S １６００万下(東京芝2400), グッド

ラックH １０００万下(中山芝2500)
　　　　レーヌドブリエ (2012 牝 栗 ゼンノロブロイ) 4勝, 夕月特別 １０００万下(阪神芝1800), 松浜特別 500万下
                     (新潟芝1800)
　　　　ホウオウドリーム (2014 牡 鹿ルーラーシップ) 4勝, 御堂筋S １６００万下 (阪神芝2400), 南武特別 １０００
                     万下(東京芝2400)
4代母:
　メジロビューティー (1982 鹿 パーソロン(IRE)) 2勝, スイー卜ピー賞 ４００万下 (東京芝1800)
　[子]メジロティファニー (1988 牝 黒鹿 モガミ (FR)) 3勝, 松前特別 ９００万下 (函館芝2500)
　　　 メジロメンカール (1992 牝 鹿 アンバーシャダイ) 3勝, 陸奥湾特別 ５００万下 (函館芝2000)
　　　 メジロキルデア (1998 牡 黒鹿 アンバーシャダイ) 3勝, Rたんぱ賞 G3(福島芝1800) 3着, NHKマイルC G１
　　　　　 (東京芝1600) 5着, 若竹賞 ５００万下 (中山芝1600)
　　　 メジロコルセア (2002 牡 鹿 メジロライアン) 5勝, みなみ北海道S [L](函館芝2600), 松前特別 １０００万下
　　　　　 (函館芝2600), 開成山特別 ５００万下 (福島芝2600)
　[孫]メジロマントル (1997 牡 栗 ヘクタープロテクター (USA)) 7勝, 鳴尾記念 G3(阪神芝2000), 朝日ChC G3
　　　　　 (阪神芝2000) 3着, 朱鷺S １６００万下(新潟芝1800), 稲村ケ崎特別 １０００万下(東京芝2000), エアグルー
　　　　　 ヴメモリアル １０００万下(東京芝2000),  (公) 1勝
 　　　バリンジェネシス (2014 セン 黒鹿 タートルボウル (IRE)) 5勝, サンシャインS １６００万下 (中山芝2500),
　　　　　 江坂特別 １０００万下 (阪神芝2400), 青嵐賞 １０００万下 (東京芝2400)
[曾孫]ロンドンアイ (2009 牡 黒鹿 フサイチコンコルド) (公) 10勝, 川崎マイラーズ(川崎ダ1600) 3着
 　　　　コスモポッポ (2012 牡 黒鹿 ネオユニヴァース〕入着,  (公) 9勝, 現役, 師走賞(佐賀ダ1800), 長月賞 (佐賀ダ
　　　　　 1750), 黒髪山賞 (佐賀ダ1800), 五ヶ瀬川賞(佐賀ダ1800) 2着, 志布志湾賞(佐賀ダ1400) 2着, 池田湖賞
　　　　　 (佐賀ダ1800) 2着 etc
 　　　　テイエムダンシング (2012 牡 鹿 ダンスインザダーク) 1勝, (公) 入着, 新涼賞(佐賀ダ1800) 2着
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