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ゴールドフォイルの11

浦

入厩予定

父 ステイゴールド
メス 黒鹿毛 2011年2月17日生まれ コスモヴューファーム

全400口 1口 42,500円（総額：1700万円）
母

系

母ゴールドフォイルは３勝，美濃特別
（芝1800ｍ）
。本馬は第２仔。産駒
ギルデッドフレーム（09 牝 鹿 *トワイニング）２戦，!
祖母 *ディマイング Deming は米国産，米４勝，Turf Paradise Oaks。産
駒
ワスレナグサ：３勝
ワールドグランプリ：１勝
ファンドリゴールド：障１勝
チョウカイワールド：入着，石川"３勝
ブラザーキバ：北海道・南関東"３勝，!
バイスミニスター：北海道"１勝，!
曽祖母キー トゥ ザ コロニー Key to the Colony は米入着。産駒
エル エルズ キー L Lʼs Key：不出走。産駒
フレンド オー ザ デヴィル Friend O the Devil：米10勝，Mamie Eisenhower S２着
ラフ スタッフ Ruff Stuff：米３勝，Iowa Breedersʼ Derby２着
シド リシャス Syd Licious：米３勝，Iowa Cradle S３着
サザン オナー Southern Honor：米３勝
モーストヴァリュアブルプレイヤー Mostvaluableplayer：米１勝
四代母キー トゥ ザ サガ Key to the Saga は米６勝，パッカー アップ
Ｓ-G3，Boiling Springs H，オープン ファイアＳ-G3２着。産駒
チェロキー ベンジ Cherokee Benji：米10勝，Cavalier Cup S
ロベルトズ キー Robertoʼs Key：米２勝，ミス グリロＳ-G3２着，
Providencia S３着。産駒
マジック ブレイズ Magic Blaze：米１勝。フェドラ ガルチ Fedra Gulch（アルトゥーロＡ.ブリュリッヒ賞-G3）
の母
カロリーナ サガ Carolina Saga：不出走。産駒
サー ボウフォート Sir Beaufort：米10勝，サンタ アニタＨ
-G1，サン カルロスＨ-G2，ネイティヴ ダイヴァーＨ-G3
カロリーナ ノース Carolina North：米７勝，ランプライター
Ｈ-G2４着
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サンデーサイレンス
青鹿毛
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ステイゴールド
黒鹿毛
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Hail to Reason

Halo

Cosmah

ウィッシング ウェル

Understanding

母ゴールドフォイルは3勝しており、

Wishing Well

Mountain Flower

1000万 下 で も2着 に き た よ う に、
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ゴールデンサッシュ
栗毛

ディクタス

Sanctus

Dictus

Doronic

1988年

＊

ダイナサッシュ
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ノーザンテースト

＊

ロイヤルサッシュ

ラムタラ

米国産，全欧3歳牡馬チャンピオ
ン， 英 仏4戦 全 勝， 英 ダ ー ビ ー
-G1（12F10yds）
，凱旋門賞-G1
（2400m）
，キング ジョージ六世
＆ ク イ ー ン エ リ ザ ベ スS-G1
（12F）
。主な産駒 シメオン
（英ク
ラシック トライアルS-G3，仏ダー
ビー-G1 3着）
，メイショウラムセ
ス
（富士S-G3）
，マルカセンリョウ
（東海・名古屋大賞典-JPN3）
，マ
サノミネルバ（北海道・エーデルワ
イス賞-JPN3）
，ミレニアムスズ
カ
（阪神ジャンプS）

このクラスでも通用する力を持って
いました。ラムタラの仔は少し筋肉
の甘さが出ることがありますが、母
がこれだけの成績を残せたのはその
母 父Seekig the Goldの 影 響 が

メス 黒鹿毛 2011.2.17

ニジンスキー
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ラムタラ
栗毛

Flaming Page

スノウ ブライド

Blushing Groom

Snow Bride

Awaasif

シーキング ザ ゴールド

Mr. Prospector

いバネを感じさせる歩きで大物感を

Seeking the Gold

Con Game

漂わせています。期待の一頭です。

キー トゥ ザ コロニー

Pleasant Colony

Key to the Colony

Key to the Saga

馬はステイゴールドの仔ですが、脚
1992年

ゴールドフォイル
1999年
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ディマイング

Deming（USA）
鹿毛

あったのではないかと思います。本

Nijinsky

Lammtarra（USA）

鹿毛
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C HECK P OINT

ヘイロー

Sunday Silence（USA）

母の父

1991年

が長く、460kgくらいまでは大き
くなるのではと予測しています。強

Northern Dancer 4D×5S
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