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クリスプの2017
パイオニアオブ ザ ナイル

# *エンパイアメーカー

エル コレドール

# Mr. Greeley
& Silvery Swan

! Pioneerof the Nile & Star of Goshen
American Pharoah $リトルプリンセスエマ
!
# Yankee Gentleman
鹿 2012 ' Littleprincessemma &
アメリカン ファラオ

牡・青鹿 "
5/5生 %
'*クリスプ

Exclusive Rosette

! El Corredor
$キャッツ フェア
黒鹿 2007 ' Cat's Fair

# Sir Cat
& Very Fair
（4）

[Storm Cat 4SX4D]

父アメリカン ファラオ American Pharoah は米国産，
米年度代表馬，
米２・
３歳牡馬チャンピオン，
北米９勝，
ケンタッキー ダービー-G1，
プリークネスＳ
-G1，
ベルモントＳ-G1，
ＢＣクラシック-G1，
ハスキル招待Ｓ-G1，
アーカンソー
ダービー-G1，
デル マー フューチュリティ-G1。
１歳が初年度産駒
母 *クリスプ Crisp は米国産，
北米３勝，
サンタ アニタ オークス-G1
（ＡＷ8.
5Ｆ）
，
サンタ イサベルＳ-G3
（ＡＷ8.5Ｆ）
，
Le Cle S２着，
ラス ヴィルヘ
ネスＳ-G1４着，
サン クレメンテＨ-G2４着
リーズントゥスマイル Reason to Smile
（16 牝 Macho Uno）
未出走
祖母キャッツ フェア Cat's Fair
（03）
不出走
デア ヴァリー Deer Valley
（ 牝 Speightstown）
北米３勝，
Crank It Up
S，
Stormy Blues S-L３着
タップ ディーヴァ Tap Diva
（牝 Tapit）
北米１勝
曽祖母ヴェリー フェア Very Fair
（81 Honest Pleasure）
北米３勝
ハーリントン サウンド Harrington Sound：北米５勝，
Alysheba S３着，
メ
ドウランズ カップＨ-G2４着。
種牡馬
サラ フェア Thorough Fair：北米３勝
ホワイホワイホワイ Whywhywhy：北米３勝，
フューチュリティＳ
-G1，
サンフォードＳ-G2，
フラッシュＳ-G3，
スウェイルＳ-G3 ３
着，
ラファイエッ
トＳ-G3４着。
種牡馬
スペルバインダー Spellbinder：北米６勝，
サン アントニオＨ-G2，
バークリーＨ-G3，
マーヴィン リロイＨ-G2２着，
Governor's H２
着，
サン パスカルＨ-G2 ３着，
ネイティヴ ダイヴァーＨ-G3 ３
着，
Jim Rasmussen Memorial S３着。
種牡馬
ビッグトップ Big Top：北米４勝，
ペガサスＳ-G3２着
ミステリーズ エッセンス Mystery's Essence：北米２戦
グアヤベラ Guayabera：ベネズエラ16勝，
Clasico Derby Guayanes
四代母イコール チェインジ Equal Change
（72 Arts and Letters）
北米３勝，
ＣＣＡオークス-G1２着
スパー ウイング Spur Wing：北米６勝，
カルーセルＨ-G3，
Lady Mannequin H-L。
ナイール Nayyir
（チャレンジＳ-G2）
，
スカイ ハンタ
ー Sky Hunter
（ドバイ シティオブ ゴールド-G2）
の祖母
メイク チェインジ Make Change：北米５勝，
マザー グースＳ-G1２着。
ステイ サースティ Stay Thirsty
（トラヴァーズＳ-G1）
の祖母，
タマ
ルクーズ Tamarkuz
（ＢＣダート マイル-G1）
，
ウィズアウト パロー
ル Without Parole
（セント ジェイムズ パレスＳ-G1）
の曽祖母
販 売
所 有
生産牧
飼 養

価

者：㈲ノーザンレーシング＝安平町早来源武 ℡0145
（22）
3737
者： 同 上
場：ノーザンファーム
者：ノーザンファームYearling＝安平町早来富岡 ℡0145
（22）
2822
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