
Kitano Commandeur
Fee
受 胎 条 件

30 万円

受胎確認後9月30日迄支払

出 生 条 件

40 万円
産駒誕生後1ヶ月以内支払

フリーリターン特約付

キタノコマンドール
2015年生　鹿毛　安平産

体高161cm

ディープインパクト
鹿毛 2002

* サンデーサイレンス
Sunday Silence 
青鹿毛 1986

ヘイロー
Halo

Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance

Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud

ウィッシングウェル
Wishing Well

Understanding Promised Land
Pretty Ways

Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss

* ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair
鹿毛 1991

アルザオ
Alzao

Lyphard Northern Dancer
Goofed

Lady Rebecca Sir Ivor
Pocahontas

バーグクレア
Burghclere

Busted Crepello
Sans le Sou

Highclere Queen's Hussar
Highlight

ベネンシアドール
鹿毛 2006

キングカメハメハ
鹿毛 2001

キングマンボ
Kingmambo

Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger

Miesque Nureyev
Pasadoble

* マンファス
Manfath

* ラストタイクーン *トライマイベスト
Mill Princess

Pilot Bird Blakeney
The Dancer

* フェアリードール
Fairy Doll 
栗毛 1991

ヌレイエフ
Nureyev

Northern Dancer Nearctic
Natalma

Special Forli
Thong

ドリームディール
Dream Deal

Sharpen Up * エタン
Rocchetta

Likely Exchange Terrible Tiger
Likely Swap　　(9-f)

5代までのインブリード：Nureyev M3×M5,Northern Dancer M4×S5

新種牡馬
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Sire Reference 父系

父：ディープインパクトは早来産。２〜４歳時に14戦12勝。年度代表馬 [2回 ]、
最優秀３歳牡馬、最優秀古牡馬、三冠、ジャパンＣ -G1、有馬記念 -G1、天皇賞・
春-G1、宝塚記念-G1など。2012〜20年JRAチャンピオンサイアー、2010〜14
年、2016〜20年 JRA ２歳チャンピオンサイアー。［代表産駒］コントレイル（最優
秀３歳牡馬、三冠）、ジェンティルドンナ（年度代表馬 [2回 ]、最優秀３歳牝馬、最
優秀古牝馬 [2回 ]、牝馬三冠、ジャパンＣ -G1[2回 ]、有馬記念 -G1、ドバイシー
マクラシック-G1）、グランアレグリア（最優秀３歳牝馬、最優秀短距離馬、桜花賞
-G1、安田記念-G1、スプリンターズS-G1、マイルチャンピオンシップ -G1）、キズ
ナ（最優秀３歳牡馬、日本ダービー-G1）、サトノダイヤモンド（最優秀３歳牡馬、菊
花賞-G1、有馬記念-G1）

父は2020年まで9年連続JRAチャンピオンサイアー

デビュー2連勝ですみれSを制してクラシックへ
皐月賞ではメンバー中最速の末脚で健闘

怪我に泣いたが潜在能力は超一級品
Race Record 競走成績

デビュー2連勝ですみれSを制しクラシック戦線へ
2〜3歳時に4戦2勝
総収得賞金:3719万6000円

すみれS-L　2018.2.25　阪神・芝2200m

Sire Record 種牡馬成績
2021年よりイーストスタッドで供用、初年度産駒は2024年デビュー。

Family 母系

伯母トゥザヴィクトリー、全姉デニムアンドルビー
母ベネンシアドール（by キングカメハメハ）は不出走。産駒

キタノコマンドール（牡 by ディープインパクト）2勝, すみれS-L, 皐月賞-G15着。
〈本馬〉

デニムアンドルビー（牝 by ディープインパクト）3勝 , ローズ S-G2, フローラ
S-G2, ジャパンC-G12着, 宝塚記念-G12着, 同5着, 阪神大賞典-G22着
, チャレンジC-G32着 , オークス-G13着 , 秋華賞 -G14着 , エリザベス女
王杯-G15着,UAE1戦

ラーゴブルー（牝 by ハーツクライ）入着, 南関東9勝, マリーンC-Jpn3, 東京シ
ンデレラマイル, しらさぎ賞,JBCレディスクラシック-Jpn14着

ヤマノフェアリー（牝 by ディープインパクト）2勝, 春菜賞
グロリアーナ（牝 by ハーツクライ）2勝
トウシンダイヤ（牡 by ダイワメジャー）入着, 兵庫･高知･南関東･東海（公）7勝

祖母*フェアリードールFairy Dollは英1戦。産駒
トゥザヴィクトリー : 最優秀古牝馬 ,6勝 , エリザベス女王杯 -Jpn1, 阪神牝馬特

別-Jpn2, 府中牝馬S-Jpn3, クイーンS-Jpn3, オークス-Jpn12着, マー
メイドS-Jpn32着, 有馬記念-Jpn13着, 桜花賞-Jpn13着, フェブラリー
S-Jpn13着,UAE入着,ドバイワールドC-G12着。産駒
トゥザグローリー :8勝 , 日経新春杯 -G2, 日経賞 -G2, 京都記念 -G2, 鳴尾

記念 -G3, 中日新聞杯 -G3, カシオペアS-L, 青葉賞 -G22着 , 有馬記
念-G13着2回。種牡馬

トゥザワールド :4勝, 弥生賞-G2, 若駒S-L, 皐月賞-G12着, 有馬記念-G1 
2着, セントライト記念-G22着, 豪入着, ザBMW-G12着。種牡馬

トーセンビクトリー :6勝 , 中山牝馬 S-G3, クイーン S-G32着 , ローズ S 
-G23着

サイレントディール :6勝, 武蔵野S-G3, シンザン記念-Jpn3, ブリリアントS-L,
オーストラリアT-L, フェブラリーS-Jpn12着, きさらぎ賞-Jpn32着, 大阪
杯 -G23着 , ダービー -Jpn14着 , 佐賀 ･ 南関東 1勝 , 佐賀記念 -Jpn3,
帝王賞-Jpn13着,UAE1戦。種牡馬

ビーポジティブ :2勝 , 佐賀 ･ 南関東 1勝 , クイーン賞 -Jpn3, エンプレス杯
-Jpn22着,TCK女王盃-Jpn32着

クリスタルウイング :3勝, 日高特別, 青葉賞-Jpn22着, 障害1勝
ビスクドール : 入着。プロフェット（京成杯 -G3）, クラージュゲリエ（京都2歳

S-G3）の祖母

ⓒKeiba Book

ローズS-G2　2013.9.15　阪神・芝1800m

Best Relative

　母ベネンシアドールは不出走で繁殖入り。4歳で産んだ父ディー
プインパクトの初仔がデニムアンドルビーだった。3歳春は G2フロ
ーラS 勝ちからG1オークスに出走し、メイショウマンボの3着。そし
て迎えた秋初戦の G2ローズ S では、そのメイショウマンボを含むラ
イバルたちを豪快に差し切って勝利した。
　その後は G1ジャパンC でジェンティルドンナをハナ差まで追い
詰める2着。5歳時には G1宝塚記念でラブリーデイのクビ差2着など
息長く活躍した。

8歳春まで息長く活躍した全姉
ジャパンCではジェンティルドンナのハナ差2着

デニムアンドルビー
父ディープインパクト

母ベネンシアドール（キングカメハメハ）
牝　2010年生　栗東・角居勝彦厩舎

1 L すみれS（2018） 阪神・芝2200m

1 新馬（2017） 阪神・芝2000m

5 G1 皐月賞（2018） 中山・芝2000m

ⓒKeiba Book
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