Es p oir City
エスポワールシチー

* サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿毛 1986
ゴールドアリュール
栗毛 1999
* ニキーヤ
Nikiya
鹿毛 1993

* ブライアンズタイム
Brian's Time
黒鹿毛 1985
エミネントシチー
鹿毛 1998
ヘップバーンシチー
鹿毛 1990

栗毛 2005年生 門別産

ヘイロー
Halo

Cosmah

ウィッシングウェル
Wishing Well

Understanding

ヌレイエフ
Nureyev

Northern Dancer

リラクタントゲスト
Reluctant Guest

Hostage

ロベルト
Roberto
ケリーズデイ
Kelley's Day
* ブレイヴェストローマン
Bravest Roman
コンパルシチー
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Hail to Reason

Mountain Flower

Special

Vaguely Royal

Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Never Bend
Roman Song
* トラフィック
リンネス

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Nearctic
Natalma
Forli
Thong
Nijinsky
Entente
Vaguely Noble
Shoshanna
Turn-to
Nothirdchance
Nashua
Rarelea
Ribot
Flower Bowl
Hasty Road
Sunny Vale
Nasrullah
Lalun
Roman
Quiz Song
Traﬃc Judge
Capelet
* フィダルゴ
ジーゲリン（4-m）

5代までのインブリード：Hail to Reason S4× M4

ヴァケーションが2019年2歳ダートチャンピオンに!!
父ゴールドアリュールの筆頭後継としてついにG1馬を送り出す
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

JRA 最優秀ダートホース2回、G1・9勝の名馬

近親ゴールドシチーは JRA 最優秀 2 歳牡馬

3〜8歳時に日、北米で40戦17勝、2着10回、3着3回
総収得賞金：10億2319万7000円
2009・2010 JRA 最優秀ダートホース
2009・2012 NAR ダートグレード競走特別賞馬

母エミネントシチーは中央・東海 3勝。産駒
エスポワールシチー（牡 by ゴールドアリュール）
［本馬］
ダークリパルサー（牡 by *ハードスパン）2勝、
オキザリス賞、全日本
2歳優駿-Jpn14着
プレジールシチー
（牡 by ゴールドアリュール）2勝、
障1勝
アマルティア
（牝 by アドマイヤムーン）1勝
ミヤジコクオウ
（牡 by ヴィクトワールピサ）1勝
祖母ヘップバーンシチーは3戦。産駒
キングダムシチー：中央・東海 3勝
ナンバーワンシチー：3戦。産駒
マーリンシチー：中央・東海 3勝、障害2勝、三木ホースランドパ
ークジャンプS
曽祖母コンパルシチーは4勝、節分賞。産駒
リンカーンシチー：3勝、クリスタルC-G3、菜の花S-OP、札幌3歳
S-G32着、
クロッカスS-OP2着
セントライトシチー：4勝、
ゴールデンブーツT
ダンヒルシチー：3勝
4代母リンネスは2勝、小倉3歳S-OP。産駒
ヤンキースシチー：4勝、青梅特別、高知（公）4勝
フロリダシチー：3勝、佐渡S
イタリアンシチー：1勝。産駒
ゴールドシチー：最優秀2歳牡馬、3勝、阪神3歳S-G1、
コスモス
賞-OP、皐月賞-G12着、菊花賞-G12着、札幌3歳S-G32
着、京都大賞典-G23着、神戸新聞杯-G23着、大阪杯-G23
着、
ダービー-G14着、天皇賞・春-G15着
クラウンシチー：7勝、京王杯オータムH-G3、同3着、府中S、安
達太良S、初茜賞、七夕賞-G32着
プラチナシチー：5勝、垂水S、淀屋橋S、 オパールS-OP2着、
CBC賞-G23着
ビクトリヤシチー：3勝、初春賞、奥尻特別、
オークス-G14着
ノースダコタシチー：3勝、奥尻特別

優勝

G1

優勝

G1

優勝 Jpn1
優勝 Jpn1
優勝 Jpn1
優勝

G3

優勝

G3

優勝 Jpn3

フェブラリー S（2010） 東京・ダ1600ｍ
ジャパン C ダート（2009） 阪神・ダ1800ｍ
JBC スプリント（2013） 金沢・ダ1400ｍ
マイルチャンピオンシップ南部杯（2009、2012、2013） 盛岡・ダ1600ｍ
かしわ記念（2009、2010、2012） 船橋・ダ1600ｍ
みやこ S（2011） 京都・ダ1800ｍ
マーチ S（2009） 中山・ダ1800ｍ
名古屋大賞典（2011） 名古屋・ダ1900ｍ Record 1.58.4

父 系 Sire Reference

クリソベリルが無敗でJRA最優秀ダートホースに輝く
父ゴールドアリュールは16戦8勝、JRA 最優秀ダートホース、NAR ダートグレー
ド競走最優秀馬、NAR 特別表彰馬、フェブラリー S-G1、東京大賞典 -G1。
［代表産駒］エスポワールシチー［本馬］、スマートファルコン（東京大賞典 -G1、同
-Jpn1、JBC クラシック -Jpn1[2回 ]、帝王賞 -Jpn1、川崎記念 -Jpn1）、コパノ
リッキー（フェブラリー S-G1[2回 ]、JBC クラシック -Jpn1[2回 ]、東京大賞典
-G1、かしわ記念 -Jpn1[3回 ]、帝王賞 -Jpn1、マイルチャンピオンシップ南部杯
-Jpn1[2回 ]）
、ゴールドドリーム（チャンピオンズＣ -G1、フェブラリーＳ-G1、か
しわ記念 -Jpn1[2回 ]、帝王賞 -Jpn1）、クリソベリル（チャンピオンズ C-G1、ジ
ャパンダートダービー -Jpn1）
。

種 牡 馬 成 績 Sire Record

ヴァケーションが Jpn1全日本 2 歳優駿を制覇!
優駿スタリオンステーションで2014年から種牡馬供用。2017年 NAR 新種牡馬
チャンピオン、2018年 NAR セカンドクロップチャンピオン。
[ 主な産駒 ]
ヴァケーション
（母父サッカーボーイ）
全日本2歳優駿 -Jpn1、南関東・平和賞
ヤマノファイト
（母父 *フォーティナイナー）
南関東・羽田盃、京浜盃、ニューイヤーＣ、
報知オールスター C、北海道・イノセントＣ、サンライズＣ
インペリシャブル（母父 * エンパイアメーカー）
南関東・鎌倉記念
ホールドユアハンド
（母父 * ゼンノメイジン）南関東・クラウン C
ショーム（母父 * フレンチデピュティ）
安達太良 S、グリーンチャンネル C-L2着
メモリーコウ
（母父 * キャプテンスティーヴ）観月橋 S、メモリアルウオッカ C
ラスティユース
（母父 * タイキシャトル）
鳥屋野特別
マイネルオスカル
（母父 * アグネスデジタル）
天ヶ瀬特別

エスポワールシチー産駒
勝ち鞍の母父別割合

その他
10％
テディ系
10％

ミスター
プロスペクター系
34％

ノーザン
ダンサー系
46％

ショームの母父フレン
チデピュティやフサイ
チコンコルドなど、ノ
ーザンダンサー系肌馬
とは満遍なく好相性。
ミスプロ系もトワイニ
ング、アグネスデジタ
ルなど幅広く成功。本
馬はヘイルトゥリーズ
ンが濃いので、まずは
この2系統が狙い目か。

ⓒ T.Moriuchi

ヴァケーション

全日本2歳優駿 Jpn1
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