
マリノカサブランカ 牝  栗毛  2021年3月30日生

 Hail to Reason (USA)：S4xM5  Danzig (USA)：M4xM5  Northern Dancer (CAN)：S5xM5xM5

母：
　マリノレイラ (2014 黒鹿 グラスワンダー (USA)) 出走, (公) 2勝
　　　　本馬が初仔
2代母：
　チャップ (2000 鹿 ダンシングブレーヴ (USA))
　　　　ブラックティー (2004 牝 鹿 チーフベアハート (CAN)) 2勝
　　　　　　　　マッチレスヒーロー (2011 牡 栗 オレハマッテルゼ) 4勝, コーラルS [L] (阪神ダ1400) 2着, すばるS 

[L] (京都ダ1400) 3着, ジャニュアリーS OP(中山ダ1200) 2着, 薫風S 16００万下(東京ダ14000),
大島特別 １０００万下(東京ダ1400), (公) 1勝, 現役, フジノウェーブ記念(大井ダ1400) 2着

　　　　　　　　メイショウカネサダ (2013 牡 栗 タイキシャトル (USA)) 2勝, ごぎょう賞 ５００万下(中京ダ1200)
　　　　キングパーフェクト (2006 牡 黒鹿 サニングデール) 3勝, 初春賞 １０００万下(中山ダ1200)
　　　　スカルラット (2009 牝 栃栗 オペラハウス (GB)) 2勝
　　　　クラウンジューン (2012 牡 鹿 アドマイヤジャパン ) 1勝, (公) 出走
　　　　クラウンチャンプ (2015 牡 鹿 キングズベスト ) 入着4回, (公) 1勝
3代母：
  セナリオ (USA) (1992 鹿 フォーティナイナー (USA)) [USA] 1勝
　　　　ニシノマリア (1997 牝 鹿 Take Me 0ut (USA)) 5勝, 葺進特別 １０００万下 (新潟芝1000)
　　　　　　　　工キナシア (2008 牝 鹿 スニッツェル (AUS)) 3勝

　　ジュニパーべリー (2017 牝 鹿 ゴールドシップ) 3勝, 現役, クリスマス口ーズS OP (中山芝
　　　　　1200) 3着, 雪うさぎ賞 １勝クラス (福島芝1200)

　　　　夕シロスプリング (1998 牝 鹿 マルゼンスキー) 3勝, ファンタジーS G3(京都芝1400), すずらん賞 OP (札幌
　　　　　　　　　　芝1200) 3着
　　　　　　　　トーセングラマー (2004 牝 芦 クロフネ (USA)) 3勝, ゆきつばき賞 ５００万下 (新潟芝1200), (公) 出走
4代母:
　Recital (USA) (1987 黒鹿 Danzig (USA)) [GB] 入着
[曾孫]Private Promise (PER) (2014 牝 栗 Privater Held (USA)) [PER] 3勝, ハタジャデアヤクーチョ賞L (PER) 2着 
5代母:
　Dancealot (USA)  (1971 鹿 Round Table (USA)) [USA] 4勝, セリマS G１(USA), メイトロンS G１(USA) 2着,
　　　　　デイセンバーH L(USA)
　[子]Tights (USA)  (1981 牡 鹿 Nijinsky (CAN)) [USA] 9勝, シルヴァースクリーンH G２(USA), ラホヤマイルH
　　　　　G3(USA), ヴォランテH G3(USA), サンガブリエルH G3(USA)　2着, ウィルロジャーズH G3(USA) 3着,
　　　　　サンヴィセンテS G3(USA) 3着 etc, 種牡馬
　[孫]Grand Girlfriend (USA)  (1988 牝 黒鹿 Private Account (USA)) [USA] 2勝, ハリウッドオークス G１(USA)
　　　　　 2着, ガゼルH G１(USA) 2着, エルエンシノS G２(USA) 2着, レアバフュームS G２(USA) 2着, ターキシュト
　　　　　 ラウザーズS L(USA) 2着
 　　　Furiously (USA)  (1989 牡 黒鹿 Danzig (USA)) [USA] 8勝, ジェロームH G１(USA), バーナードバルークH
　　　　　 G２(USA), オーシャンポートH G3(USA), シューメイカーH G２(USA) 2着, チャーチルダウンズH G3(USA)
　　　　　 2着, ポトレログランデH G3(USA) 3着,
[曾孫]Prussian Blue (USA)  (1992 牡 鹿 ポリッシュネイビー (USA)) [SPA・USA・GB・FR] 6勝, カールトンF
　　　　　 バークH G２(USA), エドゥヴィル賞 G3(FR) 2着, シュドウエスト大賞 L(FR), マクスシカール賞 L(FR),
　　　　　 ロードシーモア賞  L(FR) 2着
 　　　Brilliant (USA)  (2003 牡 黒鹿 War Chant (USA)) [USA] 5勝, ジェファーソンC G２(USA), ケントBCS G3
　　　　　 (USA), WRターフクラシック G１(USA) 2着, ファイアクラッカーH G２(USA) 2着
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