Sunrise Soar
サンライズソア

新種牡馬

体高165cm

2014年生 青鹿毛 浦河産

クリスエス
Kris S
黒鹿毛 1977

Fee
受胎条件

30

* シンボリクリスエス
Symboli Kris S
黒鹿毛 1999
ティーケイ
Tee Kay
黒鹿毛 1991

万円

フリーリターン特約付
受胎確認後9月30日迄支払

出生条件

50

万円

産駒誕生後1ヶ月以内支払

スペシャルウィーク
黒鹿毛 1995
アメーリア
Amelia
青鹿毛 2003
ビハインドザマスク
鹿毛 1996

ロベルト
Roberto

Hail to Reason

シャープクイーン
Sharp Queen

Princequillo

ゴールドメリディアン
Gold Meridian

Seattle Slew

トリアーゴ
Tri Argo

Tri Jet

* サンデーサイレンス
Sunday Silence

Halo

キャンペーンガール

Bramalea

Bridgework

Queen Louie

Hail Proudly

Turn-to
Nothirdchance
Nashua
Rarelea
Prince Rose
Cosquilla
Occupy
Feale Bridge
Bold Reasoning
My Charmer
Crimson Satan
Reagent
Jester
Haze
Francis S.
Spanglet

Hail to Reason

Wishing Well
マルゼンスキー
レディーシラオキ

* ホワイトマズル
White Muzzle

* ダンシングブレーヴ

* ヴアインゴールド
Vain Gold

Mr. Prospector

Fair of the Furze

Chancy Dance

Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Nijinsky
* シル
* セントクレスピン

ミスアシヤガワ

Lyphard
Navajo Princess
Ela-Mana-Mou
Autocratic
Raise a Native
Gold Digger
Bold Reason
Hasty Hitter
(F4-r)

5代までのインブリード：Hail to Reason S4× M5

6

重厚な走りでダートのトップクラスで活躍
祖母ビハインドザマスクは短距離重賞3勝の切れ者
いま最注目のシンボリクリスエスの後継種牡馬
Race Record 競走成績

Sire Reference 父系

重賞2勝、G1でも3度の入着など活躍

エピファネイアが年度代表馬に輝く

2〜7歳時に24戦5勝、
2着3回、3着7回
総収得賞金 : 2億2011万8000円

父：*シンボリクリスエスは米国産。2〜4歳時に15戦8勝。年度代表馬 [2回 ]、最
優秀3歳牡馬、最優秀古牡馬、有馬記念 -G1[2回 ]、天皇賞・秋 -G1[2回 ]、神戸新
［代表産駒］
エピファネイア
（菊花賞 -G1、ジャパンC-G1）、
聞杯 -G2、青葉賞 -G2。
ルヴァンスレーヴ
（チャンピオンズ C-G1、マイルチャンピオンシップ南部杯 -Jpn1、
ジャパンダートダービー -Jpn1、全日本2歳優駿 -Jpn1）、サクセスブロッケン
（フ
ェブラリー S-G1、東京大賞典 -Jpn1、ジャパンダートダービー -Jpn1）、ストロン
グリターン
（安田記念 -G1、京王杯スプリング C-G2）、アルフレード
（朝日杯フュー
（阪神 C-G2）、アリゼオ
（毎日王冠 -G2）、ミトラ
（金鯱
チュリティS-G1）、サンカルロ
賞 -G2）、ユールシンギング（セントライト記念 -G2）、ショウナンラグーン
（青葉賞
（青葉賞 -G2）、ランフォルセ
（浦和記念 -Jpn2）
-G2）、アプレザンレーヴ

1 G3 平安S（2018）
1 Jpn3 名古屋大賞典（2018）
1 OP 青竜S（2017）
2
2
2
3
3
3
3
3

Jpn1
G3
OP
G1
Jpn1
G3
G3
L

ジャパンダートダービー（2017）
武蔵野S（2017）
仁川S（2018）
チャンピオンズC（2018）
JBCクラシック（2018）
シリウスS（2018）
ユニコーンS（2017）
ブラジルC（2017）

京都・ダ1900m
名古屋・ダ1900m
東京・ダ1600m
大井・ダ2000m
東京・ダ1600m
阪神・ダ2000m
中京・ダ1800m
京都・ダ1900m
阪神・ダ2000m
東京・ダ1600m
東京・ダ2100m

ⓒKeibabook

平安S-G3

2018.5.19 京都・ダ1900m

Sire Record 種牡馬成績
2022年よりイーストスタッドで供用、初年度産駒は2025年デビュー。

Granddam

Family 母系

祖母に重賞3勝のビハインドマスク
母アメーリア
（by スペシャルウィーク）
は3戦 , 東海 2勝。産駒
サンライズソア（牡 by *シンボリクリスエス）5勝 , 平安 S-G3, 名古屋大賞典
-Jpn3, 青竜 S-OP, ジャパンダートダービー -Jpn12着 , 武蔵野 S-G32着 ,
仁川 S-OP2着 , チャンピオンズ C-G13着 , JBCクラシック-Jpn13着 , シリ
ウスS-G33着 , ユニコーンS-G33着 , ブラジル C-L3着〈本馬〉
ルドルフィーナ
（牡 by *シンボリクリスエス）3勝 , 高知（公）4勝
シルクフュージョン
（牡 by *ファルブラヴ）5戦 , 佐賀 ･ 南関東
（公）13勝
祖母ビハインドザマスクは10勝 , スワン S-G2, 京都牝馬 S-G3, セントウル S-G3,
都大路 S-OP, 小倉日経 OP-OP, 北九州短距離 S-OP。産駒
オメガヴェンデッタ : 5勝 , 函館日刊スポーツ杯 , 雲雀 S, 阪急杯 -G32着 , スワン
S-G23着 , 京王杯スプリング C-G23着 , マーガレットS-OP3着 , ジュニア
C-OP3着 , 障害1戦 , 南関東（公）7戦 , 川崎マイラーズ2着 , フジノウェーブ
記念2着 , スパーキングサマー C3着 , 京成盃グランドマイラーズ3着
マスクトヒーロー : 5勝 , 師走 S-OP, 北総 S, 多摩川特別 , ポルックスS-OP2着 ,
マーチ S-G33着 , 北海道（公）2勝
シュガーヴァイン : 3勝 , 紫川特別 , 巌流島特別
曾祖母 *ヴァインゴールドは北米3勝 , ガーデニアS-G3, デムワゼル S-G13着。産
駒
ファントムジェットPhantom Jet : 北米13勝 , ウッドローンS-G3, タンパベイダ
ービー -G3, キャリーバックH-L
ゴールドディスク : 2勝 , アイビー S-OP, 障害4戦
ゴールドナゲット : 3勝 , 津軽海峡特別 , プラタナス賞 , すずかけ S-OP3着
（ク
ベルセゾン : 3勝。アグネスアーク
（天皇賞・秋 -G12着）の母 , レッドアネモス
イーンS-G3）の祖母
,ベ
ヴァイオレットラブ : 7戦。コイウタ
（ヴィクトリアマイル -G1, 最優秀4歳牝馬）
ールドインパクト
（ディセンバー S-L）の母 , ミッキーラブソング
（タンザナイト
S-OP）,ユラノト
（マリーンS-OP）の祖母

芝で極上の切れ味を誇った祖母
牝系にはスピード馬が数多く存在

ビハインドザマスク

父*ホワイトマズル
母*ヴアインゴールド
（Mr. Prospector）
牝 1996年生 栗東・北橋修二厩舎

サンライズソアはダート中距離で結果を残したが、祖母ビハインド
ザマスクは芝の短距離からマイルを舞台に活躍。重賞3勝の上がり3
ハロンはセントウルＳが33秒2、スワンＳが33秒8、重馬場の京都牝
馬Ｓでも34秒5と、極上の切れ味を誇った。
また近親のコイウタはヴィクトリアマイル勝ち、その息子のミッキ
ⓒKeibabook

スワンS

-G2 2001.10.27 京都・芝1400m

ーラブソングも芝の短距離からマイルで先行力を活かして7勝を挙
げるなど、牝系にはスピード馬が数多く存在。そんな奥の深い血統
背景もサンライズソアの魅力の一つとなる。
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