
クラウンアラベスク 牡  鹿毛  2021年4月13日生

 Nureyev(USA):M4×S5　Northern Dancer(CAN)：M4xS5xM5

母：
　ニアメ (GB) (2006 鹿 Pivotal(GB)) [FR] 1勝
　　　　レッドアヴェニュー (2011 牡 青鹿 ディープインパクト）出走, (公) 出走 
　　　　ミラクルユニバンス (2013 牡 栗 ヴィクトワールピサ) 1勝, (公) 出走  
　　　　ジェルマ (2014 セン 青鹿 マンハッタンカフェ）出走
　　　　ペラルタ (2015 牝 黒鹿 ハーツクライ) 出走
　　　　サヴォワールエメ (2016 牝 栗 ダイワメジャー) 5勝, 現役, 夕刊フジ杯オパールS (阪神芝1200), テレQ杯
 　　　　　　　(小倉芝1200), クリスマスキャロル賞 (阪神芝1600)
　　　　デルマアメジスト (2017 牝 黒鹿 ネオユニヴァース) 出走, (公) 2勝
　　　　マリノニジェール (2019 牝 鹿 モーリス)出走
2代母：
　Napoli(GB) (1991 鹿 バイアモン(USA)) [GER・FR] 4勝, ミネルヴ賞 G３(FR) 3着, テステ大賞 L (FR), ペピニ
           エール賞 L (FR), カジミールデラマール賞 L (FR)
　　　　フォレストレイン(FR) (1997 牝 鹿 Caerleon(USA)) [FR] 2勝
　　　　　　　Freedonia（GB) (2002 牝 鹿 Selkirk(USA)) 出走, [USA・FR] 3勝, ボモーヌ賞 Ｇ２ (FR), ジョーハー
　　　　　　　　シュターフクラシック Ｇ１ (USA) 2着
　　　　　　　　　　Polyhbius(GB) (2011 セン 鹿 Oasis Dream(GB)) [UAE・GB] 7勝, 現役, ベンゴーフS G３ (GB)
　　　　　　　　　　　　　3着, 英ホープフルS L (GB)1着, ゴールデンローズS L (GB) 3着
　　　　　　　Teepee（JPN) (2008 牝 青鹿 ディープインパクト) [FR] 入着
　　　　　　　　　　Nomadic(FR) (2013 牝 鹿 Duke of Marmalade(IRE)) [FR] 1勝, ミエスク賞 G３ (FR) 3着
　　　　Domedriver(IRE)  (1998 牡 黒鹿 Indian Ridge(IRE)) [USA・GB・ITY・FR] 6勝, ＢＣマイル Ｇ１ (USA), Ｄ
　　　　　　　　　ヴィルデンシュタイン賞 Ｇ２ (FR), シュマンドフェルデュノール賞 Ｇ３ (FR), ジャックルマロワ賞
　　　　　　　　　Ｇ1 (FR) 2着, ジャックルマロワ賞 Ｇ1 (FR) 2着, ミュゲ賞 Ｇ２ (FR) 2着 etc
　　　　Tau Ceti(GB)  (1999 牡 鹿 Hernando(FR)) [USA・GB・FR] 5勝, ブランスドランジュ賞 Ｇ３ (FR), コンデ賞
　　　　　　　　　 Ｇ３ 3着, ジェイムズシーモアＳ Ｌ (GB)
　　　　Neutrina (IRE) (2000 牝 鹿 ヘクタープロテクター(USA))
　　　　　　　Heaven's Vault (IRE)  (2007 牝 鹿 Hernando (FR)) [FR] 入着, クレオパトル賞 Ｇ３ (FR) 3着
3代母：
　Bella Senora (USA) (1984 鹿 Northern Dancer (CAN)) [IRE] 入着
　　　　D'Arros(IRE)  (1989 牡 鹿 バイアモン(USA)) [USA・FR] 3勝, ラクープ Ｇ３ (FR), マルセイユヴィヴォー
　　　　　　　　　大賞 Ｌ (FR), ジャックラフィット賞 Ｌ (FR) 3着
　　　　Winning Appeal (FR) (1990 牝 鹿 Law Society (USA)) [GB・FR] 出走
　　　　　　　Captivating （IRE) (1995 牝 鹿 Wolfhound (USA)) [GB] 入着
　　　　　　　　　　Im Spartacus (GB) (2002 セン 鹿 Namaqualand(USA))  [UAE・IRE・USA・GB] 7勝, 海外障害 2勝,

　　　　ガリニュールＳ Ｇ３ (IRE), ディーＳ Ｇ３ (GB) 2着
4代母：
  Sex Appeal (USA) (1970 栗 Buckpasser(USA))
　[孫] フサイチパンドラ (2003 牝 栗 サンデーサイレンス (USA)) 4勝, エリザベス女王杯 Ｇ１ (京都芝2200）,
　　　　　　　札幌記念 [Jpn2] (札幌芝2000), オークス Ｇ１ (東京芝2400) 2着, エリザベス女王杯 Ｇ１ (京都芝
　　　　　　　2200) 2着, 秋華賞 Ｇ１ (京都芝2000) 3着, 阪神ジュベナイルフィリーズ Ｇ１ (阪神芝1600) 3着 etc
　[曾孫] アーモンドアイ (2015 牝 鹿 ロードカナロア) 11勝, ドバイターフ Ｇ１(UAE), ジャパンＣ Ｇ１ (東京
　　　　　　　芝2400）, 天皇賞(秋) Ｇ1 (東京芝2000), ヴィクトリアマイル Ｇ1 (東京芝1600), オークス Ｇ１(東京
　　　　　　　芝2400), 桜花賞 Ｇ１ (阪神芝1600), 秋華賞 Ｇ１ (京都芝2000), シンザン記念 Ｇ３(京都芝1600),
　　　　　　　2018年度代表馬, 2018年最優秀3歳牝馬, 2020年度代表馬, 2020年最優秀4歳以上牝馬
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