血統表
Gold Digger

フォーティナイナー

Tom Rolfe

File

エンドスウィープ
鹿毛 1991

Continue
Northern Dancer

Dance Spell

Nasram

Naskra

Clandestine

本馬の母方の祖母は、重賞にあと一歩を

Star Minstrel

続けた芝馬ジェミードレス、伯父にＮＨＫ

Bold Ruler

Cornish Prince

マイルＣ2着のコティリオン、一族にタスカ

Teleran

Minnie Riperton

ータソルテらがいる良血。ダート馬の中で

War Admiral

English Harbor

Level Sands

はスピード上位、底力も兼備したタイプで、

Hail to Reason

Halo
サンデーサイレンス
Wishing Well

Cosmah

かなり上が目指せそうだ。血統表の3代前

Understanding

までにフォーティナイナー、サンデーサイレ

Mountain Flower

ンス、トニービンが出てくるという配合は、

Sharpen Up

Kris
ポインテッドパス
Silken Way

Doubly Sure

重賞レベルが見込める馬と言っていいだろ

Shantung

う。距離はマイルまでは大丈夫、また本格

Boulevard

化は3歳夏以降となりそうだ。

Kalamoun

カンパラ

State Pension

トニービン

Hornbeam

Severn Bridge

ジェミードレス
黒鹿毛 1997

コンスタントに出走してくれる産駒が大半だ。

Iskra

Candle Star

デルマオサキ
鹿毛 2010

とは間違いないだろう。タフで使い減りせず、

Enchanted Eve

Star de Naskra

ネオユニヴァース
鹿毛 2000

な血筋であっても、ダートに適性が出るこ

Thinking Cap

Witching Hour

ダーケストスター
黒鹿毛 1989

サウスヴィグラス産駒なので、母方がどん

Obeah

Broom Dance

サウスヴィグラス
栗毛 1996

水 上 学 の
血 統 解 説

Raise a Native

Mr.Prospector

Priddy Fair
Northern Dancer

ノーザンテースト

Lady Victoria

ブリリアントカット
ジエヌインダイアモンド

Irish Ruler

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

Diamonds for Dolly

Northern Dancer：S5×M5

Famiiy
母

祖母

「理想的なサウスヴィグラスの仔の写真を

デルマオサキ（2010 鹿 ネオユニヴァース）出走
リベルタミノル（2015 牝 栗 グラスワンダー）
［南関東］出走
現
ハーキーステップ（2016 牡 青鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走［北海道･兵庫］3勝,○
現
ユーメイドリーム（2017 牝 黒鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走,○

見せてあげる」と、ある日高の生産者に言
われたことがあります。見せてもらった写
真は、手脚が短くて、背が低く、胴部はや
や詰まっていて、お世辞にも（私の理想と

ジェミードレス（1997 黒鹿 トニービン）6勝, 府中牝馬S G3 2着, エプソムC G3 3着, クイーンC G3 3着,
福島TVOP OP, 都大路S OP 2着, 紫苑S OP 2着
センシュアルドレス（2004 牝 鹿 アグネスタキオン）2勝
現
スクエアフォールド（2013 セン 鹿 シンボリクリスエス）3勝,尾張特別,○

する）サラブレッドらしい馬体ではありませ
んでした。そのときは半信半疑で話を聞い
ていましたが、のちになってサウスヴィグラ

コティリオン（2008 牡 青鹿 ディープインパクト）1勝, NHKマイルC G1 2着, 毎日杯 G3 2着, R−
NIKKEI杯2歳S G3 3着
デルマハゴロモ（2009 牝 鹿 フジキセキ）出走,［北海道］出走

ス産駒が走り始め、その馬たちの馬体を見
てみると、まさにあの時に見せてもらった
写真そっくりだったのです。なるほど、サウ

ロードリベラル（2014 セン 黒鹿 ブレイクランアウト）2勝, ラジオNIKKEI賞 G3 3着
曽祖母

スヴィグラスの仔はより手肢が短く、背が
低く、胴部がやや詰まって映る、
（一般的に

ブリリアントカット（1987 鹿 ノーザンテースト）4勝, ラジオ福島賞
エアカボッション（1993 牝 鹿 ジェイドロバリー）2勝
ブリリアントアイ（1994 牝 黒鹿 トニービン）入着
ダイヤモンドジェム（1996 牝 栗 ドクターデヴィアス）1勝
ローズカットダイヤ（2005 牝 栗 フレンチデピュティ）5勝, UHB杯 L 2着
スパーブジュエル（1998 牡 黒鹿 サンデーサイレンス）2勝, プリンシパルS OP 3着
プリンセスカット（2001 牝 栗 トニービン）出走
ネオヴァンドーム（2007 牡 鹿 ネオユニヴァース）4勝, きさらぎ賞 G3, 都大路S L 2回, 東風S L
2着,種牡馬
タスカータソルテ（2004 牡 黒鹿 ジャングルポケット）5勝, 札幌記念 Jpn2, 京都新聞杯 Jpn2, 中京

は）見栄えのよろしくない馬体の馬、つま
りサウスヴィグラス自身に似ている馬である
ほど走るのだと確信しました。それ以来、
サウスヴィグラス産駒を見るときは、自分
の価値観や見かたを一旦横に置いてみるこ
とにしています。そうしてみると、本馬も走
るサウスヴィグラス産駒の典型的な馬体を
しています。何度も言うのは憚られますが、

記念 G3, 中京記念 G3 2着, 中日新聞杯 Jpn3 3着,福寿草特別
テイラーバートン（2007 牝 鹿 ジャングルポケット）3勝, クイーンC G3 3着, フェアリーS G3 3着, 萩S
OP 2着, 宝ケ池特別

手肢が短く、背が低く、胴部が詰まって映
ります。トモにさらに筋肉が付いてくれば、
理想的な走るサウスヴィグラス産駒の馬体
に近づくはずです。

Point
骨量が豊かで胴部がやや詰まった馬体は、ダート短距離で他馬を圧倒した父サウスヴ
ィグラスを想起させます。母系に目を向けるとスピードを兼ね備えた産駒が多く、本
馬もダート短距離を主戦場として、砂のスペシャリストになってくれることでしょう。
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