Ares Barows
アレスバローズ

黒鹿毛 2012年生 門別産

ⓒ Keiba Book

* サンデーサイレンス
Sunday Silence
1986 青鹿毛
ディープインパクト
2002 鹿毛
* ウインドインハーヘア
Wind In Her Hair
1991 鹿毛

* トニービン
Tony Bin
鹿毛 1983
タイセイエトワール
鹿毛 2000
エンスラーリング
鹿毛 1996
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ヘイロー
Halo
ウィッシングウェル
Wishing Well
アルザオ
Alzao

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lyphard
Lady Rebecca

バーグクレア
Burghclere

Busted

* カンパラ
Kampala

Kalamoun

セヴァーンブリッジ
Severn Bridge
* ヘクタープロテクター
Hector Protector
* エンスラーリングレイディ
Enthralling Lady

Highclere

State Pension
Hornbeam
Priddy Fair
Woodman
Korveya
El Gran Senor
Enthraller

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Northern Dancer
Goofed
Sir Ivor
Pocahontas
Crepello
Sans le Sou
Queen's Hussar
Highlight
* ゼダーン
Khairunissa
* オンリーフォアライフ
Lorelei
Hyperion
Thicket
Preciptic
Campanette
Mr. Prospector
* プレイメイト
Riverman
Konafa
Northern Dancer
Sex Appeal
Bold Forbes
Goofed （17-b）

5代までのインブリード：Northern Dancer：S5× M5, Goofed：S5× M5

2018年サマースプリントチャンピオン!!
ディープインパクトが遺した稀有なターフスプリント後継
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

北九州記念では日本レコードに0秒1差の好タイム

ソルヴェイグなど短距離の強豪を多数輩出

2〜7歳時に34戦7勝、2着5回、3着4回
総収得賞金：2億259万1000円

母タイセイエトワールは4勝。産駒
アレスバローズ（牡 by ディープインパクト）
[本馬]
サンライズタイセイ
（牡 by ディープインパクト）4勝、
不知火特別、比
良山特別、小倉日経オープン-L3着
テーオーピコタン
（牝 by ダイワメジャー）石川・兵庫（公）2勝
祖母エンスラーリングは不出走。産駒
ゲットワンダー：1勝、広島（公）8勝
ツクバコマチ：北海道・岩手・石川・南関東（公）9勝
ヘイアンコンドル：入着、佐賀・南関東（公）8勝
シルクパイレーツ：北海道・石川・東海（公）5勝
シルクメルヴェイユ：佐賀（公）2勝
タキオンカフェ：北海道（公）2勝
曽祖母*エンスラーリングレイディは不出走。産駒
ジュビレーション：4勝、千葉日報杯、石川（公）2勝、JTB賞
スコーアカデミー：入着、岩手・新潟・高知（公）9勝
4代母エンスラーレEnthralleは北米・仏入着。産駒
バグアーVaguar：北米・仏1勝、
ベルドニュイ賞-L3着
アイリッシュカーリ：3勝、有松特別。産駒
ソルジャーズソング：4勝、奥多摩S、房総特別、シルクロード
S-G32着、高松宮記念-G13着
エールブリーズ：5勝、奥多摩S（2回）、六社特別、マーガレット
S-L-2着、京王杯スプリングC-G23着、
ファルコンS-G33
着、
キャピタルS-L3着、
アスドゥクール：4勝。産駒
ソルヴェイグ：4勝、フィリーズレビュー-G2、函館スプリント
S-G3、
オパールS-L、
キーンランドC-G32着、
スプリンター
ズS-G13着、
ヴィクトリアマイル-G15着
ドロウアカード：2勝、
フラワーC-G33着、忘れな草賞-L3着
エキサイテドリージェントExcited Regent：不出走。産駒
ケンデルスターKendel Star：豪9勝、MVRCビルスタット
S-G22着、クライテリアンクォリティH-L3着、JDマクドナ
ルドS-L3着[種牡馬]
ベチュラベルBetula Belle：不出走。産駒
ハウマッチドゥーユーラブミーHowmuchdoyouloveme：
豪9勝、コールフィールドスプリント-G2、QLDタッツ
WJヒーリーS-G3、GRCペイスセッターS-L、BTCラ
イトニングH-L、
ラモーニーH-L

優勝

G3

優勝

G3

優勝
優勝
優勝
2着

G3

北九州記念（2018） 小倉・芝1200m
CBC 賞（2018） 中京・芝1200m
南総 S（2017） 中山・芝1200m
帆柱山特別（2017） 小倉・芝1200m
大日岳特別（2016） 新潟・芝1200m
CBC 賞（2019） 中京・芝1200m

ⓒ Keiba Book

北九州記念

G3

父 系 Sire Reference

2019年はクラシック4勝を含む国内外G1・10勝
父：ディープインパクトは14戦12勝、年度代表馬 [2回 ]、最優秀３歳牡馬、最優秀
古牡馬、三冠、ジャパンＣ-G1、有馬記念 -G1、天皇賞・春 -G1、宝塚記念 -G1など。
2012年〜2019年総合チャンピオンサイアー、2010年〜2014年、2016年〜
2019年２歳チャンピオンサイアー。
［ 代表産駒 ］アレス バ ロ ー ズ [ 本馬 ]、ジェンティルドンナ（ 牝馬三冠、ジャパン
Ｃ -G1[ ２回 ]、有馬記念 -G1、ドバイシーマクラシック -G1）
、キズナ（ダービー
-G1）
、マカヒキ（ダービー -G1）、ディープブリランテ
（ダービー -G1）、サトノダイ
ヤモンド
（菊花賞 -G1、有馬記念 -G1）
、ショウナンパンドラ
（ジャパンＣ -G1、秋華
賞 -G1）
、ミッキークイーン（オークス -G1、秋華賞 -G1）
、マリアライト
（宝塚記念
-G1、エリザベス女王杯 -G1）
、ミッキーアイル（マイルチャンピオンシップ -G1、Ｎ
ＨＫマイルＣ-G1）
、アルアイン
（大阪杯 -G1、皐月賞 -G1）
、フィエールマン
（天皇賞・
春 -G1、菊花賞 -G1）
、ワールドプレミア（菊花賞 -G1）
、ロジャーバローズ（ダービ
ー -G1）
、ラヴズオンリーユー（オークス -G1）
、グランアレグリア（桜花賞 -G1）、グ
ローリーヴェイズ（香港ヴァーズ -G1）
、コントレイル（ホープフル S-G1）、フィアー
スインパクトFierce Impact（トゥーラクH-G1、カンタラ S-G1）
、シルバーステ
ート
（垂水 S）
、スタディオブマン Study of Man
（仏ダービー -G1）
、サクソンウォ
リアー Saxon Warrior
（英2000ギニー -G1）
。

種 牡 馬 成 績 Sire Record
優駿スタリオンステーションで2020年から種牡馬供用。初年度産駒は2023年デ
ビュー。

ヘイルトゥ
リーズン系
7％

父ディープインパクト産駒
勝ち鞍の母父別割合

その他
8％

ナスルーラ系
13％
ミスター
プロスペクター系
25％

ノーザン
ダンサー系
47％

父のディープに関して
は説明は不要だろう。
本馬は母父がナスルー
ラ系のトニービン。そ
れ以外の系統とは、ほ
ぼディープと同じ感覚
で配合が可能。ちなみ
にストームキャット肌
馬と配合した場合、ノ
ーザンダンサーのクロ
スは6×6×4になる。
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