Rainbow Line
レインボーライン

鹿毛 2013年生 安平産

* サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿毛 1986
ステイゴールド
黒鹿毛 1994
ゴールデンサッシュ
栗毛 1988

ヘイロー
Halo
ウィッシングウェル
Wishing Well
* ディクタス
Dictus
ダイナサッシュ

* フレンチデピュティ
French Deputy
栗毛 1992
レーゲンボーゲン
栗毛 2002

デピュティミニスター
Deputy Minister
ミッテラン
Mitterand
レインボーアンバー

レインボーファスト
栗毛 1992
レインボーローズ
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Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic

* ノーザンテースト
* ロイヤルサッシュ
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
アンバーシャダイ
イーデンブルース
* ファーストファミリー
* プティットアミ

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Fine Top
Sanelta
Worden
Dulzetta
Northern Dancer
Lady Victoria
Princely Gift
Sash of Honour
Northern Dancer
Victoria Regina
Bunty's Flight
Shakney
Speak John
Blue Moon
Bold Ruler
Fortunate Isle
* ノーザンテースト
* クリアアンバー
* マッチウォン
スズブエ
First Landing
Somethingroyal
Prince Taj
Turkhan Law（19）

5代までのインブリード：ノーザンテースト S4× M5, Northern Dancer S5× M5

ステイゴールドが遺した晩年の最高傑作
春の天皇賞馬にして距離不問のオールラウンダー
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

1600m 〜 3200mの幅広い距離で活躍

半姉はG2ローズS勝ち、近親に芝＆ダートの重賞馬

2〜5歳時に22戦5勝、2着3回、3着4回
総収得賞金：4億5046万6000円

母レーゲンボーゲンは1勝。産駒
レインボーライン
（牡 by ステイゴールド）[本馬]
アニメイトバイオ
（牝 by ゼンノロブロイ）3勝、
ローズS-G2、サフラ
ン賞、秋華賞-G12着、阪神ジュベナイルフィリーズ-Jpn12着、
府中牝馬S-G22着、京王杯2歳S-Jpn22着、
アネモネS-L2着、
クイーンS-G33着、七夕賞-G33着、
オークス-G14着。
産駒
パイオニアバイオ：1勝、
フローラS-G22着
ビッククインバイオ：1勝、
アルテミスS-G33着、
新潟2歳S-G33
着
ホーマンフリップ（牝 by フジキセキ）1勝、
ファンタジーS-G32着。
産駒
メイショウタイシ：2勝
レインボーソング
（牝 by ゼンノロブロイ）3勝、
ポプラ特別
ドラゴンレジェンド
（牡 by ステイゴールド）3勝、恵山特別
フォントルロイ
（牡 by ゼンノロブロイ）3勝
モントボーゲン
（牝 by ゼンノロブロイ）1勝
祖母レインボーファストは南関東（公）2勝。産駒
エースインザレース：3勝、東風S-L、
マイラーズC-G23着、
ききょう
S-OP3着、兵庫・南関東 1勝、兵庫ジュニアグランプリ-Jpn3、
全日本2歳優駿-Jpn12着
シルクウィザード：5勝、安達太良S、テレビ埼玉杯、噴火湾特別、なで
しこ賞、盛岡 1戦、ダービーグランプリ-Jpn15着、広島、東海
（交）7勝、福山スプリントC、金杯2着
サカジロオー：3勝、
トキノミノルC
スマートグリッド：3勝、高千穂特別
曽祖母レインボーローズは3勝、富里特別。産駒
セキテイリュウオー：5勝、東京新聞杯-G3、金杯-G3、ディセンバー
S-OP、同2着、若葉S-OP、天皇賞・秋-G12着（2回）、毎日王冠
-G22着、
エイプリルS-OP2着、宝塚記念-G14着[種牡馬]

優勝

G1

優勝

G2

優勝

G3

2着

G1

3着

G1

3着

G1

3着

G2

天皇賞・春（2018） 京都・芝3200ｍ
阪神大賞典（2018） 阪神・芝3000ｍ
アーリントンＣ（2016） 阪神・芝1600ｍ
菊花賞（2016） 京都・芝3000ｍ
天皇賞・秋（2017） 東京・芝2000ｍ
ＮＨＫマイルＣ（2016） 東京・芝1600ｍ
札幌記念（2016） 札幌・芝2000ｍ

ⓒ Keiba Book

天皇賞・春

G1

父 系 Sire Reference

インディチャンプ、ウインブライトが2019JRA賞に選出
父：ステイゴールドは日・UAE・香港で50戦7勝、JRA 賞特別賞、香港ヴァーズ
-G1、日経新春杯 -G2、目黒記念 -G2、ドバイシーマクラシック-G2。
［代表産駒］レインボーライン [ 本馬 ]、オルフェーヴル（三冠、有馬記念 -G1[2回
]、宝塚記念 -G1）
、ゴールドシップ（皐月賞 -G1、菊花賞 -G1、有馬記念 -G1、宝塚
記念 -G1[2回 ]、天皇賞・春 -G1）
、ドリームジャーニー（朝日杯フューチュリティ
S-G1、宝塚記念 -G1、有馬記念 -G1）
、フェノーメノ
（天皇賞・春 -G1[2回 ]）、イン
ディチャンプ
（マイルチャンピオンシップ -G1、安田記念 -G1）
、ナカヤマフェスタ
（宝
塚記念 -G1、凱旋門賞 -G12着）
、ウインブライト
（クイーンエリザベス2世 C-G1、
香港カップ -G1、スプリング S-G2、中山記念 -G2[2回 ]、福島記念 -G3、中山金杯
-G3）
、レッドリヴェール（阪神ジュベナイルフィリーズ -G1）
、アドマイヤリード
（ヴ
ィクトリアマイル -G1）、ナカヤマナイト
（オールカマー -G2、中山記念 -G2、共同
通信杯 -G3）、パフォーマプロミス（日経新春杯 -G2、アルゼンチン共和国杯 -G2）、
シルクメビウス（東海 S-G2、ブリーダーズゴールド C-Jpn2、ユニコーン S-G3）
、
マイネレーツェル（フィリーズレビュー -Jpn2、ローズ S-Jpn2）
、オーシャンブル
ー（金鯱賞 -G2、中山金杯 -G3）
、フェイトフルウォー（セントライト記念 -G2、京成
杯 -G3）、スティッフェリオ（オールカマー -G2、小倉大賞典 -G3、福島記念 -G3）、
ルックトゥワイス
（目黒記念 -G2）
。

種 牡 馬 成 績 Sire Record
優駿スタリオンステーションで2019年から種牡馬供用。初年度産駒は2022年デビュー。

父ステイゴールド産駒
勝ち鞍の母父別割合

その他
トウルビヨン系 6％
8％

ノーザン
ダンサー系
40％

ヘイルトゥ
リーズン系
12％
ナスルーラ系
16％

ミスター
プロスペクター系
18％

個別の1位はメジロマ
ックイーン。3位クロ
フネ、4位は本馬の母
父フレンチデピュティ
と親子が並ぶ。本馬の
配合では、2位のシン
ボリクリスエス、5位
のブライアンズタイム
といったヘイトゥリー
ズン系や、ナスルーラ
系が狙い目になるか。
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