
Guanciale
Fee
出 生 条 件
牡馬

25 万円
牝馬

10 万円
産駒誕生後1ヶ月以内支払

グァンチャーレ
2012年生　青鹿毛　新冠産

体高162cm

スクリーンヒーロー
栗毛 2004

* グラスワンダー
Grass Wonder
栗毛 1995

シルヴァーホーク
Silver Hawk

Roberto Hail to Reason
Bramalea

Gris Vitesse Amerigo
Matchiche

アメリフローラ
Ameriflora

Danzig Northern Dancer
Pas de Nom

Graceful Touch His Majesty
Pi Phi Gal

ランニングヒロイン
鹿毛 1993

* サンデーサイレンス
Sunday Silence

Halo Hail to Reason
Cosmah

Wishing Well Understanding
Mountain Flower

ダイナアクトレス
*ノーザンテースト Northern Dancer

Lady Victoria

モデルスポート * モデルフール
* マジツクゴデイス

チュウオーサーヤ
青鹿毛 2002

* ディアブロ
Diablo
黒鹿毛 1987

デヴィルスバッグ
Devil's Bag

Halo Hail to Reason
Cosmah

Ballade Herbager
Miss Swapsco

アヴィリオン
Avilion

Cornish Prince Bold Ruler
Teleran

Style and Grace Olympia
Plucky Roman

サンライトブルボン
黒鹿毛 1990

* イルドブルボン
Ile de Bourbon

Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page

Roseliere Misti
Peace Rose

ハシノシーダー
* ミンシオ Relic

Merise

フジノサンコー * バーボンプリンス
キタノスガタ　　(13-a)

5代までのインブリード: Halo：S4×M4,Hail to Reason：S5×S5×M5,Northern Dancer：S5×S5×M5
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Sire Reference 父系

父 : スクリーンヒーローは千歳産。2〜5歳時に23戦5勝。ジャパンC-G1、アルゼ
ンチン共和国杯 -G2、天皇賞・秋 -G12着、ラジオNIKKEI 賞 -Jpn32着、札幌日
経オープン-L2着、伏竜S-OP2着、セントライト記念-Jpn23着。［代表産駒］モー
リス（香港C-G1、香港マイル-G1、チャンピオンズマイル-G1、天皇賞・秋-G1、マ
イルチャンピオンシップ -G1、安田記念-G1）、ゴールドアクター（有馬記念-G1、オ
ールカマー-G2、日経賞 -G2、アルゼンチン共和国杯 -G2）、ウインマリリン（フロ
ーラS-G2、オークス-G12着）、ジェネラーレウーノ（セントライト記念 -G2、京成
杯 -G3、皐月賞 -G13着）、マイネルグリット（小倉2歳 S-G3）、トラスト（札幌2歳
S-G3）、ミュゼエイリアン（毎日杯-G3）、クリノガウディー（朝日杯フューチュリティ
S-G12着）

父はモーリス、ゴールドアクターを送る

スピードと頑強な粘りを武器に
芝のマイル路線で7歳までOPで活躍

父スクリーンヒーローの可能性を広げる逸材
Race Record 競走成績

芝マイルのオープンクラスで堅実に活躍
2〜7歳時に42戦5勝、2着9回、3着5回
総収得賞金:2億8235万6000円

1 G3 シンザン記念（2015） 京都・芝1600m

1 L 洛陽S（2019） 京都・芝1600m

1 L キャピタルS（2018） 東京・芝1600m

2 G2 マイラーズC（2019） 京都・芝1600m
2 L 六甲S（2018） 阪神・芝1600m
2 L 大阪城S（2018） 阪神・芝1800m
2 L 洛陽S（2018） 京都・芝1600m
2 L カシオペアS（2017） 京都・芝1800m
2 L 都大路S（2016） 京都・芝1800m
2 L リゲルS（2015） 阪神・芝1600m
2 OP 洛陽S（2017） 京都・芝1600m
3 L 都大路S（2018） 京都・芝1800m
3 L 米子S（2017） 阪神・芝1600m
3 L リゲルS（2016） 阪神・芝1600m
3 L 萩S（2014） 京都・芝1800m
4 G1 安田記念（2019） 東京・芝1600m

Family 母系

近親にパワーシーダー、ヴァイスシーダーの母仔
母チュウオーサーヤ（by *ディアブロ）は1勝。産駒

グァンチャーレ（牡 by スクリーンヒーロー）5勝, シンザン記念-G3, 洛陽S-L, 同
2着（2回）, キャピタル S-L, 長岡京 S, マイラーズ C-G22着 , 六甲 S-L2着 ,  
大阪城 S-L2着 , カシオペアS-L2着 , 都大路 S-L2着 , 同3着 , リゲル S-L2
着, 同3着, スワンS-G23着, 米子S-L3着, 萩S-L3着, 安田記念-G14着。

〈本馬〉
ブルーマネー（牡 by カネヒキリ）南関東（公）3勝
ブルートップガン（牡 by マヤノトップガン）南関東（公）2勝
シゲルリブラ（牡 by アドマイヤドン）10戦, 南関東（公）2勝
シバノレイワ（牡 by トゥザワールド）5戦, 兵庫（公）2勝

祖母サンライトブルボンは1勝。産駒
ブルーサンオー : 南関東（公）4勝
アストロラヴ : 南関東（公）3勝
ファイトケーケ : 北海道･熊本（公）3勝
ミスロベルト : 南関東（公）2勝
コスモチェリー : 南関東（公）1勝
ライブリーライト : 南関東（公）1勝
オヨネ : 南関東（公）1勝

曾祖母ハシノシーダーは1勝。産駒
イサオチャイルド :2勝, りんどう賞, バイオレット賞-OP3着
ユーシュンジェット :1戦, 北関東（公）5勝, とちぎダービー2着, しもつけさつき

賞2着
四代母フジノサンコーは不出走。産駒

パワーシーダー :5勝, 中京記念-G3, 北山特別, はなのき賞, 葉牡丹賞, スワン
-G23着,CBC賞-G33着。産駒
ヴァイスシーダー :3勝 , ニュージーランドT4歳 S-Jpn2, バイオレット

S-OP, 南関東（公）3戦
ルシールシーダー :5勝, 奥多摩S, 御嶽特別, 越後特別。産駒

サミーミラクル :6勝, アクアラインS,ドンカスターC, 鶴見特別, マー
チS-Jpn32着, ガーネットS-Jpn33着, マーガレットS-OP3着

ⓒPhotostud

ⓒKeibabook

シンザン記念 -G3　2015.1.11　京都・芝1600ｍ

Sire Record 種牡馬成績
2020年よりイーストスタッドで供用、初年度産駒は2023年デビュー。

Sire
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　4歳夏から素質が開花。秋には G2アルゼンチン共和国杯とG1ジ
ャパンC を連勝し、一気にタイトルホースの仲間入りを果たした。
　引退後、種牡馬入りすると、初年度産駒からいきなりモーリス、ゴ
ールドアクターらの大物が登場。当初は受胎条件30万円、出生条件
50万円にすぎなかった種付料は瞬く間に高騰していき、2017年に
は国内で3番目に高い700万円に。完全に一流種牡馬の仲間入りを
果たした。本馬は2世代目の代表産駒となる。

4歳時に本格化しジャパンCを制覇
大物を続々と輩出し瞬く間に一流種牡馬に

スクリーンヒーロー
父*グラスワンダー

母ランニングヒロイン（*サンデーサイレンス）
牡　2004年生　美浦・鹿戸雄一厩舎
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