
クラウンクーロン 牡 鹿毛  2021年3月16日生

Bustino(GB):S4×M5　Mr.Prospector(USA)：S4×M5　Coup de Folie(USA):S4×M5　サンデーサイレンス(USA)：M4×M4  Halo(USA)：S5×M5×M5

母：
　マリノサクセス(2014 黒鹿 ヴィクトワールピサ) 出走, (公) 1勝
　　　　クラウンリアルティ(2020 牡 鹿 ベストウォーリア) 未出走
2代母：
　サクセスゴーランド(2007 黒鹿 サクラバクシンオー) 1勝, (公) 3勝
　　　　ルヴァンギラ(2017 セン 青鹿 キズナ) 1勝, 現役
3代母：
  サクセスビューティ(1999 黒鹿 サンデーサイレンス(USA)) 3勝, フィリーズレビュー G2(阪神芝1400), 菜の花
　　　　　賞 OP(東京芝1400)
　　　　サクセスブロッケン(2005 牡 青鹿 シンボリクリスエス(USA)) 5勝, フェブラリーS G1(東京ダ1600), フェブ

ラリーS G1(東京ダ1600) 3着 etc, (公) 2勝, 東京大賞典(中央交流) (大井ダ2000), ジャパンDダー
ビー(中央交流) (大井ダ2000), JBCクラシック(中央交流) (園田ダ1870) 2着, マイルChS南部杯
(中央交流) (盛岡ダ1600) 2着 etc

　　　　サクセスオネスティ(2006 牡 鹿 クロフネ(USA)) 3勝, アプローズ賞 １０００万下(東京ダ1400), (公) 1勝
　　　　サクセスグローリー(2011 牡 黒鹿 シンボリクリスエス(USA)) 4勝, 浜名湖特別 １０００万下(中京ダ1800),

種牡馬
4代母：
  アワーミスレッグス(USA) (1993 黒鹿 Deputy Minister(CAN)) [FR] 1勝
　[孫]マカニビスティー(2007 牡 青鹿 ゼンノロブロイ) 3勝, 日経新春杯 G2(京都芝2400) 3着, 天皇賞(春) G1(京
　　　　　　　 京芝3200) 4着, 大沼S OP(函館ダ1700) etc, [UAE] 出走, (公) 2勝, 名古屋GP(中央交流) (名古屋ダ
　　　　　　　 2500) 2着, 東京ダービー (大井ダ2000), 羽田盃 (大井ダ1800) 2着
　　　 バトルアステア(2007 牡 黒鹿 フジキセキ) 入着, (公) 9勝, 園田Ch C(園田ダ1400) 2着
　　　 ヴェリイブライト(2010 牡 青鹿 メジロベイリー) (公) 13勝, 現役, くろゆり賞 (笠松ダ1600), すずらん賞 (盛岡ダ
　　　　　　　 1600), ハイセイコー記念 (大井ダ1600) 2着, くろゆり賞 (笠松ダ1600) 2着2回, 不来方賞 (盛岡ダ2000)
　　　　　　　  2着, オータムC (笠松ダ1900) 3着 etc
　　　 テイエムボンドン(2013 牡 鹿 ディープスカイ) 入着, (公) 2勝, 佐賀皐月賞 (佐賀ダ1800) 3着, 錦江湾賞 (佐賀
　　　　　　　 ダ1800) 3着, 佐賀弥生賞 (佐賀ダ1800) 3着
　　　 パルトネルラーフ(2013 牡 鹿 ヴァーミリアン) 3勝, 赤富士S １６００万下(東京ダ2100), 鋸山特別 １０００万下(
　　　　　　　 中山ダ1800), (公) 8勝
　　　 サクセスエナジー(2014 牡 黒鹿 キンシャサノキセキ(USA)) 7勝, すばるS L(京都ダ1400) etc,
　　　　　　　 (公) 3勝, さきたま杯(中央交流) (浦和ダ1400), 黒船賞(中央交流) (高知ダ1400), かきつばた記念
　　　　　　　 (中央交流) (名古屋ダ1400), さきたま杯(中央交流) (浦和ダ1400) 2着, 兵庫ゴールドT(中央交流)
　　　　　　　 (園田ダ1400) 2着, （公）5勝, 現役
　[曾孫]マリーグレイス(2016 牝 鹿 ゼンノロブロイ) (公) 7勝, 若鮎賞(中央認定) (盛岡芝1600), あやめ賞
　　　　　　　 (水沢ダ1400) 3着
5代母：
  Colonial Waters(USA) (1985 黒鹿 Pleasant Colony(USA)) [USA] 6勝, ジョンAモリスH G1(USA), レイディ
　　　　　　ーズH G２(USA), ジョニーウォーカークラシック G2(USA), BCディスタフ G1(USA) 2着, ベルダムS G1
　　　　　　(USA) 2着 etc
　[子]Panama Canal(USA) (1994 牝 鹿 Gulch(USA)) [USA] 4勝, ネクストムーヴH G3(USA)
　[孫]Sal the Barber(USA) (2006 牡 黒鹿 Alphabet Soup(USA)) [USA] 4勝, 海外障害1勝, コールダー
　　　　　　ダービー G３(USA), ホールオヴフェイムS G2(USA) 2着, フォートマーシーS G３(USA) 3着, インディ
　　　　　　ペンデンスデイS L(USA) 2着
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