14 クラウンイヴの2021
サトノクラウン
黒鹿 2012

クラウンイヴ
青 2011

牝 鹿毛
Marju(IRE)
ジョコンダ２(IRE)
ブラックタイド
ハイフレンドモア(USA)

2021年3月19日生
ラストタイクーン(IRE)
Flame of Tara(IRE)
Rossini(USA)
La Joconde(GB)
サンデ一サイレンス(USA)
ウインドインハーへア(IRE)
Mt.Livermore(USA)
ハイフレンドウォン(USA)

5代までにクロスなし

母：
クラウンイヴ(2011 青 ブラックタイド) 入着, (公) 入着
マリノエヴァ (2017 牝 栗 フォーティナイナーズサン) 出走, (公) 出走, 現役
マリノアズラ (2018 牝 鹿 メイショウサムソン) 1勝, 現役
クラウンセト (2019 牡 鹿 ストロングリターン) 未出走
クラウンイヴの2020 (2020 牝 鹿 ノヴェリスト(IRE)) 未出走
2代母：
ハイフレンドモア(USA) (1997 栗 Mt. Livermore(USA)) 2勝, 伊達特別 ５００万下(福島ダ1700), (公) 1勝
ピーチグロウ(2005 牝 栗 バブルガムフェロー) 出走, (公) 5勝
テンジク(2007 牡 栗 エイシンプレストン(USA)) (公) 1勝
シゲルジョウム(2008 牡 鹿 マンハッタンカフェ) 2勝, (公) 1勝
クラウンエレガンス(2009 牝 栗 アグネスデジタル(USA)) 出走, (公) 1勝
クラウンフレイム(2012 牡 鹿 オンファイア) 3勝
クラウンヴォルカン(2013 牡 青ヴァーミリアン) 1勝, (公) 2勝
3代母：
ハイフレンドウォン(USA) (1991栗Alydar (USA))
ハイフレンドピュア(USA) (1995 牡 栗 Danzig Connection(USA)) 4勝, (公) 23勝, 上山城大賞典(上山ダ1800)
, トウケイニセイ記念(水沢ダ1600), 早池峰賞(水沢ダ1400), 栗駒賞(水沢ダ1400) 2着, 上山城大賞典
(上山ダ1800) 2着, 二十四万石賞(高知ダ1900) 3着 etc
ハイフレンドドラド(USA) (1996 牝 栗 Shadeed(USA)) 入着, (公) 6勝
イッパイジョウ(2006 牡 栗 サクラローレル) (公) 2勝
ハイフレンドトビン(1999 牝 芦 With Approval(CAN)) (公) 入着
マルケイスマイル(2010 牝 芦 サウスヴィグラス(USA)) (公) 5勝
ハイフレンドバリア(2000 牝 黒鹿 ジェニュイン)入着, (公) 6勝
ワンダフルボーイ(2001 牡 鹿 ドリームウェル(FR)) 2勝, (公) 入着
ジュウクリュウオウ(2007 牡 鹿 キングヘイロー) 入着, (公) 14勝
4代母:
Bronze Point(USA) (1973 栗 Tobin Bronze(AUS)) ［USA］ 9勝, スワニーリヴァーＨ Ｇ３(USA)
[子]Air Forbes Won(USA) (1979 牡 鹿 Bold Forbes(USA)) ［USA］ 4勝, ウッドメモリアルＳ Ｇ１(USA), ゴー
サムＳ Ｇ２(USA), オハイオダービー Ｇ２(USA) 2着, ペンシルヴァニアダービー Ｇ３(USA) 2着, 種牡馬
Point of America(USA) (1983 セン 栗 Plum Bold(USA)) ［USA］ 4勝, ホワーラウエイＳ Ｌ(USA)
[孫]Point de Mire(USA) (1993 牝 鹿 サンシャインフォーエヴァー(USA)) ［BRZ］ 6勝, ガヴェアＯＳＡＦ大賞 Ｇ１
(BRZ) 2着, アントニオＣアモリム大賞 Ｇ３(BRZ) 2着, Ｏアランハ大賞 Ｇ３(BRZ) 3着
Blu Tagasaste(USA) (1994 牡 鹿 サンシャインフォーエヴァー(USA)) ［ITY］ 5勝, ローマヴェッキア賞 Ｌ(IT
Y) 2着
Dif a Dot(USA) (1995 牝 芦 Rubiano(USA)) ［USA］ 6勝, チャーチルダウンズディスタフＨ Ｇ２(USA) 3着,
シカゴＢＣＨ Ｇ３(USA) 3着, ピオニーＳ Ｌ(USA)
Jamas Lo Sabras(USA) (1996 牝 黒鹿 Green Dancer(USA)) ［BRZ］4勝, アルマンドＲカルネイロ賞 Ｌ(BR
Z) 2着
Mr.Time(BRZ) (1999 牡 栗 Gilded Time(USA)) ［BRZ］ 6勝, マリオデアゼヴェドリベイロ大賞 Ｇ３(BRZ),
コスタフェラス大賞 Ｇ３(BRZ), ネストルジョスト大賞 Ｇ３(BRZ), シダーデジャルダン伯共和国大統領
大賞 Ｇ１(BRZ) 3着, ジ ョゼカルモン賞 Ｌ(BRZ) 3着
[曾孫]Paul Garden(BRZ) (2004 牡 Crimson Tide(IRE)) ［BRZ］ 3勝, 南十字星大賞 Ｇ１(BRZ) 3着
Top Point(BRZ) (2006 牡 Mark of Esteem(IRE)) ［BRZ］ 3勝, 現役, ルイスヒゴニ賞 Ｌ(BRZ) 3着
Perfect Lou(USA) (2007 セン 鹿 Perfect Soul(IRE)) ［USA］ 7勝, 現役, サンデイサイレンスＳ Ｌ(USA) 2着

