To The World
トゥザワールド

鹿毛 2011年生 安平産

キングマンボ
Kingmambo
鹿毛 1990
キングカメハメハ
鹿毛 2001
* マンファス
Manfath
黒鹿毛 1991

* サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿毛 1986
トゥザヴィクトリー
鹿毛 1996
* フェアリードール
Fairy Doll
栗毛 1991

20

ミスタープロスペクター
Mr. Prospector
ミエスク
Miesque
* ラストタイクーン
Last Tycoon
パイロットバード
Pilot Bird
ヘイロー
Halo
ウィッシングウェル
Wishing Well

Raise a Native
Gold Digger

Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

ヌレイエフ
Nureyev

Northern Dancer

ドリームディール
Dream Deal

Sharpen Up

Special

Likely Exchange

Native Dancer
Raise You
Nashua
Sequence
Northern Dancer
Special
Prove Out
Santa Quilla
Northern Dancer
Sex Appeal
Mill Reef
Irish Lass
Hethersett
Windmill Girl
Green Dancer
Khazaeen
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Nearctic
Natalma
Forli
Thong
* エタン
Rocchetta
Terrible Tiger
Likely Swap（9-f）

5代までのインブリード：Nureyev M3× S4, Northern Dancer M4× S5× S5

2019年NAR新種牡馬チャンピオンに輝く!
父キングカメハメハ、母トゥザヴィクトリーの超良血馬
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

3 歳ながら古馬一線級を相手に有馬記念 2 着

母は最優秀古牝馬! 兄弟、近親に近年の活躍馬多数

2〜4歳時に日、豪州で12戦4勝、2着5回
総収得賞金：2億6001万6000円、26万豪ドル

母トゥザヴィクトリーは最優秀古牝馬、6勝、エリザベス女王杯-G1、阪神牝馬
特別-G2、府中牝馬S-G3、クイーンS-G3、オークス-G12着、
マーメイド
S-G32着、有馬記念-G13着、桜花賞-G13着、フェブラリーS-G13着、
UAE入着、
ドバイワールドC-G12着。産駒
トゥザワールド
（牡 by キングカメハメハ）[本馬]
トゥザグローリー（牡 by キングカメハメハ）8勝、日経新春杯-G2、日
経賞-G2、京都記念-G2、鳴尾記念-G3、中日新聞杯-G3、青葉賞
-G22着、有馬記念-G13着[2回][種牡馬]
トーセンビクトリー（牝 by キングカメハメハ）6勝、中山牝馬S-G3、
難波S、ジェンティルドンナメモリアル、西部スポニチ賞、茶臼山
高原特別、
クイーンS-G32着、
ローズS-G23着
トゥザレジェンド
（牝 by キングカメハメハ）5勝、
梅田S
トゥザクラウン
（牡 by キングカメハメハ）
5勝、
大阪-ハンブルクC、葉
山特別、寺泊特別
アゲヒバリ
（牝 by *クロフネ）南関東（公）4勝、東京プリンセス賞4
着。産駒
リオンリオン：4勝、
セントライト記念-G2、青葉賞-G2、
大寒桜賞
メドウラーク：6勝、七夕賞-G3、
ジューンS、烏丸S、淡路特別、小
倉城特別、障3勝、阪神ジャンプS-JG3
ダノンディスタンス：3勝、稲荷特別、若駒Ｓ-L2着、京都新聞杯
-G23着
ダノンアローダ：3勝、淡路特別
トゥザフロンティア
（牡 by ロードカロアナ）3勝
ディナシー
（牝 by キングカメハメハ）不出走。産駒
ヴェルデホ：3勝、
プラタナス賞
祖母*フェアリードールFairy Dollは英1戦。産駒
サイレントディール：中央・佐賀 7勝、武蔵野S-G3、シンザン記念
-G3、佐賀記念-Jpn3[種牡馬]
ビーポジティブ：中央・南関東 3勝、
クイーン賞-G3。
産駒
トリップ：4勝、京都２歳S-L、
リゲルS-OP、大原S、南関東 入
着、
ジャパンダートダービー-Jpn12着
クリスタルウイング：3勝、日高特別、青葉賞-Jpn22着、障１勝
ベネンシアドール：不出走。デニムアンドルビー（ローズS-G2）、
ラー
ゴブルー（マリーンC-Jpn3）、キタノコマンドール（すみれS-L）
の母
ビスクドール：入着。
オウケンビリーヴ（クラスターC-Jpn3）
の母、
プ
ロフェット
（京成杯-G3）、
クラージュゲリエ（京都2歳S-G3）
の祖
母

優勝

G2

優勝

L

優勝
2着

G1

2着

G1

2着

G1

2着

G2

弥生賞（2014） 中山・芝2000ｍ
若駒 S（2014） 京都・芝2000ｍ
黄菊賞（2013） 京都・芝1800ｍ Record 1.46.5
有馬記念（2014） 中山・芝2500ｍ
皐月賞（2014） 中山・芝2000ｍ
THE BMW（2015） 豪ローズヒル・芝2400ｍ
セントライト記念（2014） 新潟・芝2200ｍ

父 系 Sire Reference

ロードカナロアら成功後継種牡馬が続々と誕生
父：キングカメハメハは8戦7勝、最優秀3歳牡馬、ダービー -G1、NHK マイル
C-G1、神戸新聞杯 -G2、毎日杯 -G3。2010、2011年総合チャンピオンサイアー、
2008、2009年2歳チャンピオンサイアー、2011年〜2017年ＪＲＡダートチャ
ンピオンサイアー。
［代表産駒］
トゥザワールド[ 本馬 ]、ロードカナロア
（安田記念 -G1、スプリンターズ
S-G1[2回 ]、高松宮記念 -G1、香港スプリント -G1[2回 ]）
、ドゥラメンテ
（ダービ
ー -G1、皐月賞 -G1）
、ローズキングダム
（ジャパン C-G1、朝日杯フューチュリテ
ィS-Jpn1、京都大賞典 -G2、神戸新聞杯 -G2）
、アパパネ
（桜花賞 -G1、オークス
-G1、秋華賞 -G1、ヴィクトリアマイル -G1、阪神ジュベナイルフィリーズ -Jpn1）
、
ホッコータルマエ
（チャンピオンズ C-G1、東京大賞典 -G1[2回 ]、JBC クラシック
-Jpn1、帝王賞 -Jpn1[2回 ]、川崎記念 -Jpn1[3回 ]、かしわ記念 -Jpn1）
、ミッキ
ーロケット
（宝塚記念 -G1）
、レイデオロ
（ダービー -G1、天皇賞・秋 -G1）
、ベルシャ
ザール
（ジャパン C ダート-G1）
、ラブリーデイ
（天皇賞・秋 -G1、宝塚記念 -G1）
、ル
ーラーシップ
（クイーンエリザベス2世 C-G1）
、レッツゴードンキ
（桜花賞 -G1）
、ハ
タノヴァンクール
（川崎記念 -Jpn1、ジャパンダートダービー -Jpn1）
、リオンディー
ズ
（朝日杯フューチュリティS-G1）
、タイセイレジェンド
（JBC スプリント-Jpn1）
。

種 牡 馬 成 績 Sire Record

多くの勝ち星を重ねNAR新種牡馬チャンピオンに!
優駿スタリオンステーションで2016年から種牡馬供用。2019年 NAR 新種牡馬
チャンピオン。
［主な産駒］
ガンバルン
（母父 * ムーンバラッド）
高知・黒潮ジュニアチャンピオンシップ
チョウライリン
（母父 *コロニアルアッフェアー）南関東・平和賞3着、ハイセイコー記
念3着
レディフォリア（母父 * スタチューオブリバティ）
1勝、2歳新馬
メイショウナパワン
（母父タニノギムレット）1勝
ミカチャン
（母父サムライハート）
北海道3勝

トゥザワールド産駒
勝ち鞍の母父別割合

ノーザン
ダンサー系
50％

ヘイルトゥ
リーズン系
50％

まだ1世代、中央のみ
のデータ。勝ち上がっ
た2頭の母父はスタチ
ューオブリバティ、タ
ニノギムレット。南関
東の平和賞3着のチョ
ウライリンはリボー系
のコロニアルアッフェ
アー。高知のガンバル
ンはノーザンダンサー
系ムーンバラッド。

ⓒ Keiba Book

レディフォリア

メイクデビュー京都
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