
クラウンチャンス 牡  鹿毛  2021年4月2日生

Hail to Reason(USA):S5×M5：S3×M3  Northern Dancer(CAN)：S5×M5　Mr.Prospector(USA):S5×M5

母：
　シーブライド (2015 黒鹿 エイシンフラッシュ) 出走, (公) 出走
　　　　クラウンエンペラー (2020 牡 黒鹿 ロゴタイプ) 未出走
2代母：
　トウカイティアラ (1996 黒鹿 サンデーサイレンス(USA)) 4勝, カーネーションC OP(東京芝1800) 2着, 忘れな草賞
　　　　　　 OP(阪神芝2000) 2着, 飛鳥S １６００万下(京都芝2000), 初夢賞 ９００万下(京都芝1800)
　　　　トウカイフラッグ (2002 牡 青鹿 ブライアンズタイム) 2勝
　　　　トウカイポリシー (2003 牡 黒鹿 エルコンドルパサー) 5勝
　　　　トウカイアワード (2004 牝 黒鹿 コマンダーインチーフ(GB)) 2勝, 国東特別 ５００万下(小倉芝1800)
　　　　トウカイポプリ (2005 牝 青鹿 タイキシャトル) 2勝
　　　　トウカイセレブ (2006 牝 鹿 キングカメハメハ) 2勝
　　　　トウカイレジーナ (2007 牝 鹿 ワイルドラッシュ(USA)) 3勝, (公) 2勝
　　　　トウカイベルタ (2008 牝 黒鹿 ワイルドラッシュ(USA))
　　　　        ハルクンノテソーロ (2014 牡 黒鹿 ファスリエフ(USA)) 3勝, 現役, ユニコーンS G3(東京ダ1600)

 2着, 青竜S OP(東京ダ1600) 2着
　　　　トウカイセレッソ (2009 牝 鹿 キングカメハメハ) (公) 2勝
　　　　トウカイバイタル (2010 牡 黒鹿 キングカメハメハ) 1勝
3代母：
　トウカイナチュラル (1982 鹿 ナイスダンサー(CAN))
　　　　トウカイスバル (1987 セン 鹿 ニホンピロウイナー) 5勝, 帆柱山特別 ９００万下(小倉芝1200), (公) 5勝,
　　　　　 中津桜花賞(中津ダ2180)
　　　　トウカイテイオー (1988 牡 鹿 シンボリルドルフ) 9勝, 日本ダービー G1(東京芝2400), ジャパンC G1
　　　　　 (東京芝2400), 有馬記念 G1(中山芝2500), 皐月賞 G1(中山芝2000), 産經大阪杯 G2(阪神芝2000),
　　　　　 天皇賞(春) G1(京都芝3200) 5着 etc, (1991)年度代表馬, (1991)最優秀3歳牡馬, (1991)最優秀父
　　　　　 内国産馬, (1993)特別賞, 種牡馬
　　　　トウカイリュウオー (1991 セン 鹿 スルーザドラゴン(USA)) 3勝, 穂高特別 ９００万下(中京芝1800), (公) 出走
　　　　トウカイテネシー (1994 牝 鹿 シンボリルドルフ) 2勝, 陸奥湾特別 ５００万下(函館芝2000)
　　　　        トウカイメガミ (2003 牝 鹿 サンデーサイレンス(USA)) 入着

クラークキー (2014 牡 鹿 ルーラーシップ) 4勝, 調布特別 １０００万下(東京芝1800)
エスターテ (2015 牝 鹿 ベーカバド(FR)) 4勝, 国立特別 １０００万下(東京芝1400)
　　　　　　　セプテンバーS 3勝クラス（中山芝1200）

　　　　トウカイオーザ (1997 牡 黒鹿 サンデーサイレンス(USA)) 8勝, Ar共和国杯 G２(東京芝2500), 小倉記念
　　　　　 G3(小倉芝2000) 2着, 大阪－ハンブルグC OP(阪神芝2500) 2回, 比叡S １６００万下(京都芝2400), 小倉城
　　　　　 特別 １０００万下(小倉芝2000), 鳴滝特別 ９００万下(京都芝2400)
　　　　トウカイエリート (2000 牡 黒鹿 サンデーサイレンス(USA)) 6勝, 日経新春杯 G2(京都芝2400) 2着, ステイ
　　　　　 ヤーズS (中山芝3600) 3着, アンドロメダS L(京都芝2000) 2着, オリオンS １６００万下(阪神芝2400), 高雄
　　　　　 特別 １０００万下(京都芝2400), 奥の細道特別 １０００万下(福島芝2600) etc, 種牡馬
4代母:
　トウカイミドリ (1977 鹿 フアバージ(FR)) 1勝
　[子]トウカイローマン (1981 牝 黒鹿 ブレイヴエストローマン(USA)) 5勝, オークス G1(東京芝2400), 京都
　　　　　 大賞典 G2(京都芝2400), 桜花賞 G1(阪神芝1600) 4着, 新潟大賞典 G3(新潟芝2200) 2着, エリザベス
　　　　　 女王杯 G１(京都芝2400) 4着, ジューンS OP(東京芝2400) etc
       トウカイスワロー (1984 牝 鹿 スイフトスワロー(USA))  3勝, 背振山特別 ４００万下(小倉芝1800)
       トウカイリーダー (1992 牡 鹿 オウインスパイアリング(USA))  2勝, 揖斐川特別 ５００万下(中京芝2500)
　[曾孫]トウカイラブ (2000 牝 鹿 ダンスインザダーク) 5勝, 鴨川特別 １０００万下(京都芝2000), 稲荷特別 １０００
　　　　　　万下(京都芝2200), 御在所特別 ５００万下(中京芝1800)
　　　　　トウカイバロン (2008 牡 鹿 スニッツェル(AUS)) (公) 17勝, だるま夕日賞(高知ダ1600) 3着
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