
マリノバレリーナ 牝  栗毛  2021年3月9日生

 Roberto(USA):S4xM5 Danzig(USA):S4xM5 Mr.Prospector(USA):M4xS5

母：
　クラウンマリリン（2011 栗 ディープスカイ）出走, (公) 出走
　　　　プリンシプルマリー (2016 牝 鹿 ジャングルポケット)
　　　　ブローニュ (2017 牡 鹿 ヴァンセンヌ) (公) 入着 3回, 現役
2代母：
　クレバーマリリン（USA) (2005 栗 Gone West (USA)）出走, (公) 出走
3代母：
  Cassis(USA) (2000 鹿 Red Ransom (USA)) [IRE・USA・GB・FR] 2勝, ミュージドラS G３ (GB)，チェリーヒン
　　　　　　　トンS G２(GB)2着, ミルリーフS G２(GB) 3着
　　　　Cassini Flight (USA) (2008 牡 黒鹿 Bernardini (USA)) [GB] 1勝 
4代母:
　Minstress (USA) (1983 栗 The Minstrel (CAN)) [USA] 5勝, Qエリザベスニ世チャレンジC G３ (USA) 2着,　
　　　　　 ボールドプリンセスS L (USA), ヒアカムズザブライ ドS L (USA) 3着
　[子]Fairday (USA)  (1994 牡 鹿 Eastern Echo (USA)) [ITY] 6勝,クリテリウムパルテノペオ L (ITY) 3着
　[孫]ストームソング (USA) (1994 牝 鹿 Summer Squall (USA)) [USA] 4勝, フリゼッ トS G1 (USA), BCジュヴェ
　　　　　 ナィルフィリ一ズ G１ (USA), アディロンダックS G２ (USA), メイトロンS G１ (USA) 2着, ケンタッキー
　　　　　 オ一クス G１ (USA) 3着, アシュランドS G１ (USA) 3着
　     Diamond Omi (USA) (2003 牝 栗 Giant's Causeway (USA)) [USA] 2勝, オ一クリ一フS G２ (USA)
　     Uffizi (USA) (2003 セン 栗 El Prado(IRE)) [USA] 7勝, ゴールデンゲイ トフィ一ルズタ一フS G３ (USA) 
　　　　　　3着, イングルウッドH G３ (USA) 3着
　     テイエムノブシオー (2003 牡 栗 タバスコキャッ ト (USA)) 5勝, 伏見S １６００万下(京都芝1400) ,伊吹山特別
　　　　　　１０００万下 (中京芝1200)
　[曾孫]Symphony Sid (USA)  (2000 牡 栗 Unbridled (USA)) [USA] 5勝, カールトンFパークH G３ (USA)
　　　　　 High Cotton (USA) (2003 牡 鹿 Dixie Union (USA)) [USA] 4勝, ノーザンダンサーBCS G３ (USA)
　　　　　　　オハイオダービー G２(USA) 2着, ケンタッキージョッキークラブS G２(USA) 2着, イロクオイS G３(USA) 
　　　　　　　2着, サーバー トンS L(USA), ラッシュアウェイS L(USA), 種牡馬
　　　　　 Balladry (USA) (2008 牡 芦 Unbridled's Song (USA)) [UAE・CHA・USA] 3勝, サンフェルナン ドS G２ 
　　　　　　　(USA) 2着, クーガーザセカンドH G３ (USA) 3着
　　　　　 ハギノサキガチ (2010 牡鹿 アグネスタキオン) 3勝, 石狩特別 ５００万下(札幌芝1800)
　　　　　 Trojan Nation (USA) (2013 牡 鹿 Street Cry (IRE)) [USA] 1勝, ウッドメモリアルS G1(USA) 2着
5代母:
　Fleet Victress (USA) (1972 黒鹿 King of the Tudors (GB)) [USA] 13勝, シープスヘッ ドべイH G２(USA), 
　　　　　 ニューヨークH G３(USA), シープスヘッ ドべイH G２ (USA) 2着, ダイアナH G２ (USA) 2着, マスケットH
　　　　　 G２(USA) 3着, ヘムステッドH G２ (USA) 3着etc
　[孫]ウェディングケーキ (1989 牝 栗 リアルシヤダイ (USA)) 6勝, 京王杯オータムH G３(中山芝1600) 3着,
　　　　　 福島民友COP (福島芝1800), BSNオープン OP(新潟芝1800) 3着, 新潟日報賞 １５００万下(新潟芝1800) ,
　　　　　 加治川特別 ９００万下(新潟芝1800), セレブレイショ ンC ９００万下(中山芝1600)
　[曾孫]サンライズペガサス (1998 牡 栗 サンデーサイレンス (USA)) 6勝, 毎日王冠 G２(東京芝1800), 産経大阪
　　　　　 杯 G２(阪神芝2000) 2回, 天皇賞(秋) G1(中山芝2000) 3着, 神戸新聞杯 G２ (阪神芝2000) 2着, 天皇賞
　　　　　 (春) G1(京都芝3200) 5着, 中京記念 G３(中京芝2000) 2着etc, 腫牡馬
6代母:
　Countess Flaet (USA)  (1951 黒鹿 Count Fleet(USA)) [USA] 11勝, ヴァニティ H (USA), ミレィディ H (USA),
　　　　　 パルダムS (USA) 3着, レイディーズH (USA) 3着
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