
血統表
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ピサノキャニオンの18
20,000円一口価格：

2018年4月21日生 │ 鹿毛│ 美浦・武井亮廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201803

水 上 学 の
血 統 解 説

ピサノキャニオン（2000 鹿 サンデーサイレンス）2勝, ニセコ特別,［東海］1勝
シンキ（2007 牡 鹿 フレンチデピュティ）出走
レッドグランディス（2008 牡 黒鹿 タニノギムレット）出走
キャニオンランズ（2009 牝 青 シンボリクリスエス）出走,［岩手］4勝
キャニオンバレー（2010 牝 青鹿 シンボリクリスエス）4勝, 丹沢S, 麒麟山特別
ネオヴァシュラン（2012 牝 黒鹿 エンパイアメーカー）2勝
ブライトエンジェル（2014 牝 黒鹿 ハービンジャー）入着,［岩手］4勝,○現
ストイクス（2016 牝 黒鹿 ノヴェリスト）入着

オーパスワン（1991 鹿 Theatrical）3勝
エクシードワン（1999 牝 青鹿 ナリタブライアン）2勝, 湯沢特別
アナモリ（2005 牝 鹿 トワイニング）5勝, 内房S, 天王山特別,［南関東］出走
キングオブヘイロー（2006 牡 鹿 ゴールドアリュール）3勝, オーロラ特別, 伊良湖特別,［南関東］2勝

サンライズベガ（2004 牡 鹿 アドマイヤベガ）6勝, 小倉大賞典 G3, 京都新聞杯 G2 3着, 新潟記念 
G3 2着2回, 新潟大賞典 G3 3着, 新潟記念 G3 3着, 七夕賞 G3 3着

サンライズクラウド（2009 牡 鹿 ネオユニヴァース）1勝,［佐賀］2勝

ティルティング（1981 鹿 Seattle Slew）［USA］出走
Dawn Quixote（1987 牡 栗 Grey Dawn）［USA］6勝,パームビーチS G3,米フュチュリティS G1 

3着,ランプライターH G3 2着,チョイスH G3 3着
Seattle Morn（1990 牡 栗 Grey Dawn）［USA］8勝,イリノイダービー G2 2着,エクワポイズマイル 

G3 2着

Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Utrillo
Ethane
Tom Cat
Needlebug
Speak John
Blue Moon
Raise a Native
Be Suspicious
Olden Times
Teo Pepi
Harvest Singing
Wild Cloud
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Northern Dancer
Special
Sassafras
Sensibility
Bold Reasoning
My Charmer
Bold Bidder
Petite Rouge

Northern Dancer：S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Hawaii

T. C. Kitten

Hold Your Peace

Suspicious Native

Hagley

Short Winded

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Nureyev

ツリーオブノレッジ

Seattle Slew

Aldonza

Storm Cat

Island Kitty 

Meadowlake 

Shortley 

Halo 

Wishing Well 

Theatrical 

ティルティング

ヘネシー
栗毛　1993

Meadow Flyer 
鹿毛　1989

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

オーパスワン 
鹿毛　1991

ヘニーヒューズ
栗毛　2003

ピサノキャニオン
鹿毛　2000

父ヘニーヒューズの産駒は仕上がりの早さ
で知られ、朝日杯ＦＳ馬アジアエクスプレ
スを筆頭に、ファルコンＳ勝ち馬ヘニーハ
ウンド、兵庫ジュニアＧ勝ち馬ケイアイレオ
ーネなど、3歳春までに結果を出せる子を
輩出している。若駒のうちは芝でも走れる
が、基本的には産駒がダートマイル以下で
活躍する種牡馬だ。本馬の近親にはダート
で走った馬、あるいはサンライズベガのよ
うに小倉大賞典をはじめローカル芝重賞で
稼いだ馬もおり、適性は父方次第となりそ
う。ということは、ヘニーヒューズ産駒で
あることを踏まえると、活躍の舞台はダー
トとなりそうだ。底力のある牝系なので、
ダートでかなり上級へ行ける可能性が見込
める。

ヘニーヒューズはアメリカ産馬としては比較
的、スラリとしたバランスの良い馬体でした
が、その産駒は胴部が詰まって、全体的に
ガッチリとした体型の馬が多く誕生してい
ます。そのため、ダートの短距離を得意と
する、分かりやすい種牡馬として馬産地で
は人気を集めています。ところが、大物と
いうか、重賞クラスで活躍できるヘニーヒ
ューズ産駒、たとえばアジアエクスプレスや
モーニン、ワイドファラオなどの馬たちの馬
体を見ると、意外と手脚が長く、軽さがあ
ります。たとえば、アジアエクスプレスが芝
の朝日杯フューチュリティステークス、ワイ
ドファラオがニュージーランドトロフィーを
勝ったように、芝のレースでも走ることがで
きそうな、馬体全体のバランスが良い馬も
出ています。そのような視点で本馬を見て
みると、手脚がスラリと長く、馬体に窮屈
なところは全くないばかりか、トモにはパン
と張るような筋肉がつき、首もスラリと長い。
ヘニーヒューズの産駒としては、大物に出
る可能性のある馬体です。ダートで堅実に
稼ぐのであればサウスヴィグラス産駒です
が、一か八か大物を手にしてみたいと考え
る方には最適な馬です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

ヘニーヒューズ産駒はダートでも芝でも走っていますし、堅実に走るので
しっかり賞金を稼いでくれるというイメージを持っています。本馬を見ると、
いかにもヘニーヒューズだなという馬体をしていて、ダートのマイル戦あた
りで力を発揮してくれそうなタイプに見受けられます。芝の長いところやク
ラシック路線とは少し違うかもしれませんが、ダートで堅実に勝ち星を重
ねてくれるのではないでしょうか。たくさん走ってたくさん稼いでもらい、
会員の皆様に喜んでいただければいいなと思っています。

調教師コメント（美浦・武井亮調教師）

きょうだいの生誕時は母父サンデーサイレンスを彷彿させる、胴伸びのある
線のきれいな馬体で誕生し、その後成長するに従い、父馬の特徴を出して
きていました。本馬も生誕時から動きが柔らかく、一見華奢に思える馬体
で誕生し、牝馬らしい体の線がきれいな馬体に成長していきました。離乳後、
体の柔らかさはそのままに順調に成長し、１歳春先までは体高の伸びが目
立っていましたが、徐々に後肢の踏み込みが深くなり、夏にかけて歩様に
躍動感が出てきました。立ち姿は線のきれいな馬体に映りますが、トモに力
強さが加わり、動きに迫力が出てきています。まだまだ成長の余地を残す
馬体をしており、今後さらなるパワーアップが期待できます。父ヘニーヒュ
ーズは現在ダートでの活躍馬が目立っていますが、母父にサンデーサイレン
スを迎えたことで、ダートの期待値はもちろんのこと、馬体・血統からも芝
の中距離までをこなしてくれる競走馬に成長してくれることを期待しています。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。※1歳5月に右後肢飛節部OCDの骨片除去手術を行いました。すでに治癒しており、競走能力に影響はありません。

Point
アメリカ色の強い血統構成ながら、軽さを感じさせる馬体とフットワークにはサラブレ
ッドとしての奥深さを感じずにはいられません。無駄なことをしない賢さ、利発そうな
表情もセールスポイントと言えるでしょう。父ヘニーヒューズは芝ダートを問わず重賞
馬を輩出しており、本馬もそれに続く活躍を期待したくなります。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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