Kitasan Mikazuki
キタサンミカヅキ

鹿毛 2010年生 門別産

ⓒ Photostud

* ダンシングブレーヴ
Dancing Brave
鹿毛 1983
キングヘイロー
鹿毛 1995
* グッバイヘイロー
Goodbye Halo
栗毛 1985

リファール
Lyphard
ナバホプリンセス
Navajo Princess
ヘイロー
Halo
パウンドフーリッシュ
Pound Foolish
サクラユタカオー

サクラバクシンオー
鹿毛 1989
サクラハゴロモ
キタサンジュエリー
黒鹿毛 2001
キタサンコール
黒鹿毛 1986

* アーテイアス
Artaius
パーセント
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Northern Dancer
Goofed
Drone
Olmec
Hail to Reason
Cosmah
Sir Ivor
Squander
* テスコボーイ
アンジェリカ
* ノーザンテースト
* クリアアンバー
Round Table
Stylish Pattern
* バーバー
タケユタカ

Nearctic
Natalma
Court Martial
Barra
Sir Gaylord
Cap and Bells
Pago Pago
Chocolate Beau
Turn-to
Nothirdchance
Cosmin Bomb
Almahmoud
Sir Gaylord
Attica
Buckpasser
Discipline
Princely Gift
Suncourt
* ネヴァービート
スターハイネス
Northern Dancer
Lady Victoria
Ambiopoise
One Clear Call
Princequillo
Knights Daughter
My Babu
Suset Gun
Princely Gift
Desert Girl
* パーソロン
ハヤススム（22）

5代までのインブリード：Northern Dancer S4× M5, Sir Gaylord S5× S5, Princely Gift M5× M5

2018年NAR年度代表馬、ダートスプリント戦で躍動
抜群の切れ味で数々の中央馬を下し交流重賞3勝の実力馬
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

ダート1200mを中心に交流重賞を含む重賞7勝

母系からはNZTを制したキタサンチャンネルなど

3〜9歳時に60戦13勝、2着12回、3着13回
総収得賞金：3億6524万2000円
2018 NAR 年度代表馬、4 歳以上最優秀牡馬、最優秀短距離馬

母キタサンジュエリーは南関東1勝。産駒
キタサンミカヅキ（牡 by キングヘイロー）
［本馬］
トップザバード（牡 by マリエンバード）北海道・岩手・佐賀・南関東
（公）4勝、佐賀皐月賞2着、黒髪山賞3着
キタサングラシアス
（牝 by キングヘイロー）北海道
（公）2勝
キタサンベンケイ
（牡 by アメリカンボス）北海道・南関東（公）1勝
祖母キタサンコールは南関東（公）2勝。産駒
キタサンシーズン：南関東（公）15勝、埼玉新聞杯、報知グランプリC2
着、京成盃グランドマイラーズ3着
キタサンモガンボ：4勝、檜原湖特別、北海道・南関東（公）5勝、エトワ
ール賞2着
キタサンエージャン：3勝。産駒
コールサインゼロ：北海道・岩手・南関東（公）17勝、
サッポロクラ
シックC、
イノセントC、道営スプリント2着
曽祖母パーセントは南関東（公）5勝。産駒
キタサンクイン：南関東（公）4勝、東京プリンセス賞3着。産駒
キタサンチャンネル：4勝、ニュージーランドT4歳S-G2、米子
S-OP、アーリントンC-G32着、阿蘇S-OP2着、オアシス
S-OP2着、東風S-OP3着
キタサンヒボタン：5勝、
ファンタジーS-G3、
すずらん賞-OP、新
潟日報賞、
フィリーズレビュー-G23着、阪神ジュベナイルフ
ィリーズ-G14着
キタサンテイオー：1勝、阿武隈S、朱鷺S-OP2着、南関東（公）5
勝、全日本3歳優駿、平和賞、青雲賞2着
キタサンフドー：3勝、河北新報杯、小倉3歳S-G32着、デイリー
杯3歳S-G23着
キタサンヒメ：南関東（公）3勝。産駒
キタサンサジン：中央・南関東 6勝、
東京スプリント-Jpn3、
羅生門S、鳴海特別、八海山特別、栗東S-L3着、
コーラル
S-L3着、障1勝
キタサンライン：4勝、東風S、昇仙峡特別、朱竹賞、北海道、熊本（公）
入着
キタサンヤマト：5勝、香取特別、出雲崎特別、南関東（公）1勝
キタサンダンサー：東海（公）5戦。産駒
キタサンガール：北海道・大分7勝、中津ダービー

優勝 Jpn2
優勝 Jpn3
優勝

L

優勝
優勝
2 着 Jpn2
2 着 Jpn3
3 着 Jpn1
3 着 Jpn2
3着

G3

東京盃（2017、2018） 大井・ダ1200m
東京スプリント（2019） 大井・ダ1200m
京葉 S（2016） 中山・ダ1200m
アフター 5 スター賞（2017、2018、2019） 大井・ダ1200m
プラチナ C（2018） 浦和・ダ1400m
さきたま杯（2018） 浦和・ダ1400m
東京スプリント（2018） 大井・ダ1200m
JBC スプリント（2018） 京都・ダ1200m
さきたま杯（2019） 浦和・ダ1400m
カペラ S（2018） 中山・ダ1200m

ⓒ Photostud

東京盃

Jpn2

父 系 Sire Reference

父は3頭のG1馬、あらゆる分野での重賞馬を輩出
父：キ ング ヘイロ ー は27戦6勝、高松宮記念 -G1、中山記念 -G2、東京新聞杯
-G3、東京スポーツ杯3歳 S-G3。
［代表産駒］キタサンミカヅキ［本馬］、カワカミプ
リンセス（オークス -G1、秋華賞 -G1）
、ローレルゲレイロ（スプリンターズ S-G1、
高松宮記念 -G1、阪急杯 -G3、東京新聞杯 -G3）
、メーデイア（JBC レディスクラ
シック -Jpn1、レディスプレリュード -Jpn2、TCK 女王盃 -Jpn3［2回］、スパー
キングレディC-Jpn3、マリーン C-Jpn3）
、ダイアナヘイロー（阪神 C-G2、阪急
杯 -G3、北九州記念 -G3）、クリールカイザー（AJCC-G2）
、キクノアロー（ダイオ
ライト記念 -Jpn2）
、ダイメイプリンセス（北九州記念 -G3、アイビスサマーダッシ
ュ-G3）
、シャトーブランシュ
（マーメイド S-G3）、ゴウゴウキリシマ（シンザン記念
-G3）
、キングスゾーン
（サマーチャンピオン -Jpn3）、ムラマサノヨートー（NHK
マイル C-G13着）
、マヤノリュウジン
（スプリンターズ S-G13着）
。

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。

父キングヘイロー産駒
勝ち鞍の母父別割合
その他
14％

ミスター
プロスペクター系
24％

ナスルーラ系
19％
ヘイルトゥ
リーズン系
20％

ノーザン
ダンサー系
23％

どの系統との配合でも
走る馬が出たのがキン
グヘイローの凄さ。キ
タサンミカヅキは母父
と 母母母父 が ナ ス ル
ーラ系で、よりスピー
ド 色 の 強 い 血統構成
となっている。父と同
様、ミスプロ系をはじ
めさまざまな肌馬から
活躍馬 が 期待 で きる
はずだ。
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