Logi Universe
ロジユニヴァース

* サンデーサイレンス
Sunday Silence
青鹿毛 1986
ネオユニヴァース
鹿毛 2000
* ポインテッドパス
Pointed Path
栗毛 1984

ケープクロス
Cape Cross
黒鹿毛 1994
アコースティクス
鹿毛 2001
* ソニンク
Soninke
黒鹿毛 1996
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鹿毛 2006年生 早来産

Halo
ヘイロー
ウィッシングウェル
Wishing Well

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

クリス
Kris

Sharpen Up

シルケンウェイ
Silken Way

Shantung

グリーンデザート
Green Desert

Doubly Sure

Boulevard
Danzig
Foreign Courier

パークアピール
Park Appeal

Ahonoora

マキアヴェリアン
Machiavellian

Mr. Prospector

ソニックレディ
Sonic Lady

Nureyev

Balidaress

Coup de Folie

Stumped

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
* エタン
Rocchetta
Reliance
Soft Angels
Sicambre
Barley Corn
Pall Mall
Costa Sola
Northern Dancer
Pas de Nom
Sir Ivor
Courtly Dee
Lorenzaccio
Helen Nichols
Balidar
Innocence
Raise a Native
Gold Digger
Halo
Raise the Standard
Northern Dancer
Special
Owen Anthony
Luckhurst（B3）

5代までのインブリード：Halo S3× M5, Northern Dancer S5× M5

数少ない産駒は抜群の勝ち上がり! ロジペルスト、
ロジティナがJRA特別を勝ち、上級クラスへ駆け上がる!
競 走 成 績 Race Record

母 系 Family

日本ダービーを4 馬身圧勝の名馬!!

いとこディアドラは秋華賞＆英ナッソー S勝ち!

2〜6歳時に10戦5勝、2着1回
総収得賞金：3億4332万3000円
2009 JRA 最優秀 3 歳牡馬

母アコースティクスは不出走。産駒
ロジユニヴァース（牡 by ネオユニヴァース）
［本馬］
トーセンパワフル
（牡 by ネオユニヴァース）
1勝、
萩S-OP2着、
南関東
（公）1勝
ペンテシレイア
（牝 by ネオユニヴァース）南関東（公）2勝、中央2勝、
粟島特別。産駒
テルモードーサ：2勝
ミレフォリウム：1勝
タイムレスメロディ
（牝 by ディープインパクト）1勝
オンリートゥモロー
（牝 by ディープインパクト）1勝
ルソンデュレーヴ
（牝 by キングハメハメハ）1勝
*ゼマティス
（牝 by ゼンノロブロイ）6戦。産駒
スラッシュメタル：2勝
祖母*ソニンクSoninkeは不出走。産駒
ランフォルセ：中央、南関東・佐賀 11勝、ダイオライト記念-Jpn2、
浦和記念-Jpn2、同3着、
エルムS-G3、佐賀記念-Jpn3
ノーザンリバー：中央、南関東 10勝、東京盃-Jpn2、さきたま杯
-Jpn2[2回]、アーリントンC-G3、カペラS-G3、東京スプリン
ト-Jpn3[種牡馬]
ノットア ロ ーン：3 勝 、若 葉 S - L 、あすなろ賞 、ラジオN I K K E I 賞
-Jpn32着、中京2歳S-OP2着
モンローブロンド：4勝、佐世保S、西日本スポーツ杯、
りんどう賞、フ
ァンタジーS-G32着。産駒
サーブルオール：5勝、美浦S、黄梅賞、冬桜賞、アンドロメダ
S-L2着
ルミナスポイント：5勝、安芸S、天王山特別。産駒
ジューヌエコール：4勝、デイリー杯2歳S-G2、函館スプリント
S-G3、
ききょうS-OP
ヴァイスハイト：2勝。ヴァイトブリック（兵庫チャンピオンシップ
-Jpn22着）
の母
ライツェント：入着。
ディアドラ
（秋華賞-G1、英ナッソーS-G1）、
オデ
ュッセウス（すずらん賞-OP、橘S-OP）
の母
曽祖母ソニックレディSonic Ladyは全欧3歳牝馬チャンピオン、英愛仏8勝、
愛1000ギニー-G1、
ムーランドロンシャン賞-G1、
サセックスS-G1

優勝 Jpn1
優勝 Jpn2
優勝 Jpn3
優勝 Jpn3
2着

G2

ダービー（2009） 東京・芝2400m
弥生賞（2009） 中山・芝2000m
ラジオ NIKKEI 杯 2 歳 S（2008） 阪神・芝2000m
札幌 2 歳 S（2008） 札幌・芝1800m
札幌記念（2010） 札幌・芝2000m

父 系 Sire Reference

サンデー後継として数々の重賞馬を送ったトップサイアー
父ネオユニヴァースは13戦7勝、最優秀3歳牡馬、ダービー -G1、皐月賞 -G1、大阪
杯 -G2、スプリング S-G2。
［代表産駒］ロジユニヴァース［本馬］
、ヴィクトワールピサ（ドバイワールド C-G1、
有馬記念 -G1、皐月賞 -G1、中山記念 -G2、弥生賞 -G2、ラジオ NIKKEI 杯2歳
S-Jpn3）
、ネオリアリズム
（クイーンエリザベス2世Ｃ-G1、中山記念 -G2、札幌記
念 -G2）
、アンライバルド
（皐月賞 -Jpn1、スプリング S-Jpn2）
、イタリアンレッド
（府
中牝馬 S-G2、七夕賞 -G3、小倉記念 -G3）
、デスペラード
（ステイヤーズ S-G2[2
回 ]、同3着、京都記念 -G2、阪神大賞典 -G22着）
、グレンツェント
（東海 S-G2、レ
パード S-G3）
、アムールポエジー
（関東オークス -Jpn2）
、フォーエバーモア
（クイ
ーン C-G3、阪神ジュベナイルフィリーズ -G13着）
、サンデーウィザード
（新潟大
賞典 -G3）
、オメガハートロック
（フェアリー S-G3）
、ブライトエンブレム
（札幌2歳
S-G3）
、オールアズワン
（札幌2歳 S-G3）
、ネオヴァンドーム
（きさらぎ賞 -G3）
、ゴ
ールスキー
（根岸 S-G3、マイルチャンピオンシップ -G13着）
、フラアンジェリコ
（京
成杯オータム H-G3）
、サウンズオブアース
（有馬記念 -G12着、ジャパン C-G12着、
菊花賞 -G12着）
。

種 牡 馬 成 績 Sire Record

シーサンプーター、リバイブがNAR2歳重賞制覇
優駿スタリオンステーションで2014年から種牡馬供用。
[ 主な産駒 ]
ロジティナ
（母父 * シンボリクリスエス）昇仙峡特別
ロジペルレスト
（母父 Aldebaran）
花見山特別
ピースユニヴァース
（母父サニングデール）
京王杯2歳 S-G24着
ロジシルキー
（母父 * ケイムホーム）
2勝
アンダープロミス
（母父 * シンボリクリスエス）
2勝
リバイブ
（母父サッカーボーイ）
佐賀・カペラ賞
シーサンプーター（母父 * エンパイアメーカー）岩手・若鮎賞
マイコート
（母父 * アラムシャー）
北海道・サンライズ C

ロジユニヴァース産駒
勝ち鞍の母父別割合

その他
マンノウォー系 4％
11％

ノーザン
ダンサー系
11％
ミスター
プロスペクター系
32％

ヘイルトゥ
リーズン系
42％

SS がやや近いという
以外は、ほぼ配合相手
を 選 ば な い 血統構成
の本馬。ヘイルトゥリ
ーズン系のシンボリク
リスエスからはロジテ
ィナ、アンダープロミ
スなどが出ており相性
抜群だ。ミスプロ系と
の好相性は、父ネオユ
ニヴァースと同様の傾
向になる。

ⓒ Keiba Book

ロジペルレスト

花見山特別
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