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グレーターロンドン

GREATER LONDON (JPN)

動画QRコード

１分32秒３のコースレコードで中京記念-Ｇ３を快勝！
ディープインパクトの名血後継

出生条件	 80 万
産駒誕生後

1ヶ月以内支払い

受胎条件	 50 万
フリーリターン
特約付

8月末日受胎確認後
9月末日迄支払

2022
FEE

僅か15戦の短いキャリアながら、強烈なインパクトを残したグレーターロンドン。父譲りの驚異の瞬発
力は次世代へ託されたスピード能力の証しだ。母は桜花賞２着、姉はオークスに優勝、おいにキセキ。
期待の初年度産駒は今シーズンいよいよデビューを迎える。

初年度産駒デビュー
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2012年生　日高産　鹿毛� 体高162.0㎝　胸囲189.0㎝　管囲20.0㎝

【５歳時：2017年】
1	東風Ｓ-L	 中山・芝１600m	 1:36.7
1	節分Ｓ	 東京・芝１600m	 1:33.6
3	毎日王冠-G2	 東京・芝１800m
3	ディセンバーＳ-L	 中山・芝１800m
4	安田記念-G1	 東京・芝１600m

【６歳時：2018年】
1	中京記念-G3	 中京・芝１600m	 R１:３２.３
4	京王杯スプリングＣ-G2	 東京・芝１400m

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１5	 （３）	 ３	 ２	 １	 0	 ￥１7,578,000
２0１6	 （4）	 ２	 ２	 0	 0	 ￥１8,000,000
２0１7	 （5）	 6	 ２	 0	 ２	 ￥79,849,000
２0１8	 （6）	 4	 １	 0	 0	 ￥5２,３67,000
合計	 � 15� 7� 1� 2� ￥167,794,000

競走成績 Race Record
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ディープインパクト
Deep Impact (JPN)

鹿　2002

ロンドンブリッジ
London Bridge (JPN)

栗　1995

*サンデーサイレンス
Sunday Silence (USA)

*ウインドインハーヘア
Wind In Her Hair (IRE)

*ドクターデヴィアス
Dr Devious (IRE)

*オールフォーロンドン
All for London (USA)

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Ahonoora

Rose of Jericho

Danzig

Full Card

Hail to Reason
Cosmah

Understanding
Mountain Flower

Lyphard
Lady Rebecca

Busted
Highclere

Lorenzaccio
Helen Nichols

Alleged
Rose Red

Northern Dancer
Pas de Nom

Damascus
Belle of the Ball (22-b)

５代目までのインブリード ■ Northern Dancer 5S×4D×5D

2018	中京記念2018	中京記念-G3-G3
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父系 Sire

種牡馬成績 Stud Record

父ディープインパクトは絶え間なくチャンピオンホースを
送り続ける不世出の名種牡馬

2019年より供用中。初年度産駒は本年２歳。

父：ディープインパクトは早来産。２～４歳時に
日仏で14戦12勝。年度代表馬・２回，最優秀３歳
牡馬，最優秀古牡馬，ジャパンＣ-G1，三冠。総合
チャンピオンサイアー（2012～2021年），２歳チ
ャンピオンサイアー（2010～2014年，2016～2021
年）。代表産駒に
グレーターロンドン：本馬
ジェンティルドンナ（09	牝	BMS：Bertolini）年度代表

馬・２回，最優秀３歳牝馬，最優秀古牝馬・２
回，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，牝馬三冠

コントレイル（17	牡	BMS：Unbridled's	Song）最優秀
２歳牡馬，最優秀３歳牡馬，最優秀古牡馬，ジ
ャパンＣ-G1，三冠，ホープフルＳ-G1

キズナ（10	牡	BMS：Storm	Cat）最優秀３歳牡馬，ダ
ービー -G1，ニエル賞-G2，大阪杯-G2

サトノダイヤモンド（13	牡	BMS：Orpen）最優秀３
歳牡馬，菊花賞-G1，有馬記念-G1

グランアレグリア（16	牝	BMS：Tapit）最優秀３歳牝
馬，最優秀短距離馬・２回，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・２回，ヴィクトリアマイル-G1

シンハライト（13	牝	BMS：Singspiel）最優秀３歳牝
馬，オークス -G1，ローズＳ-G2

ミッキークイーン（12	牝	BMS：Gold	Away）最優秀
３歳牝馬，オークス -G1，秋華賞-G1

ハープスター（11	牝	BMS：*ファルブラヴ）最優秀３
歳牝馬，桜花賞-G1，札幌記念-G2

フィエールマン（15	牡	BMS：Green	Tune）最優秀古
牡馬，菊花賞-G1，天皇賞・春-G1・２回

ショウナンパンドラ（11	牝	BMS：*フレンチデピュテ
ィ）最優秀古牝馬，ジャパンＣ-G1，秋華賞
-G1，オールカマー -G2

ヴィブロス（13	牝	BMS：Machiavellian）最優秀古牝
馬，ドバイターフ -G1，秋華賞-G1

マリアライト（11	牝	BMS：*エルコンドルパサー）最優
秀古牝馬，宝塚記念-G1，エリザベス女王杯
-G1

ミッキーアイル（11	牡	BMS：*ロックオブジブラルタ
ル）最優秀短距離馬，ＮＨＫマイルＣ-G1，マイ
ルチャンピオンシップ -G1，スワンＳ-G2

サトノアレス（14	牡	BMS：*デインヒル）最優秀２歳
牡馬，朝日杯フューチュリティＳ-G1
ダノンプレミアム（15	牡	BMS：Intikhab）最優秀２

歳牡馬，朝日杯フューチュリティＳ-G1，弥生
賞-G2，金鯱賞-G2，マイラーズＣ-G2

後方11番手から鋭い末脚で差し切り、６歳にし
て重賞初制覇を果たした。勝ちタイムの１分32
秒３はコースレコード

2018	中京記念2018	中京記念-G3-G3

直線大外から上がり３Ｆ最速となる33秒３の決
め手を使ってリステッド競走を快勝。５連勝を達
成して素質開花を宣言した

2017	東風Ｓ2017	東風Ｓ-L-L
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母系 Family

これぞ名血の結晶！　母は桜花賞２着馬、姉ダイワエルシ
エーロはオークス馬、おいキセキは菊花賞馬

母ロンドンブリッジは３勝，ファンタジーＳ-JPN3，桜花賞
-JPN1２着，４歳牝馬特別（西）-JPN2４着。産駒
ダイワエルシエーロ（01 牝 鹿 *サンデーサイレンス）

５勝，オークス -JPN1，京阪杯-JPN3，クイーンＣ 
-JPN3，マーメイドＳ-JPN3，紅梅Ｓ-OP２着，阪
神牝馬Ｓ-JPN2３着。産駒
カーサデルシエロ：２勝
ハルワタート：２勝，○現

ビッグプラネット（02 牡 青 *ブライアンズタイム）３
勝，アーリントンＣ-JPN3，京都金杯-JPN3，スワ
ンＳ-JPN2５着

ビッグカポネ（03 牡 鹿 *ブライアンズタイム）５勝，名
古屋城Ｓ，大須特別，戎橋特別，如意ヶ嶽特別

ダイワディライト（04 牡 栗 *アフリート）７勝，ＮＳＴ
賞-L，室町Ｓ-OP，初日の出Ｓ，青梅特別，南総特
別，カペラＳ-G3２着，千葉Ｓ-OP２着（2回），ＢＳ
Ｎ賞-OP２着，東海・北海道○交入着，かきつばた記
念-JPN3４着，北海道スプリントＣ-JPN3４着

ダイワスピリット（05 牝 栗 ダンスインザダーク）２勝，
大倉山特別。産駒
タイセイディバイン：１勝，○現

ゴッドフェニックス（06 牝 黒鹿 *ブライアンズタイ
ム）３勝。産駒
ロイヤルバローズ：３勝，○現

ブリッツフィナーレ（08 牝 鹿 ディープインパクト）不
出走。産駒
キセキ：４勝，菊花賞-G1，信濃川特別，ジャパンＣ 

-G1２着，宝塚記念-G1２着（２回），同５着，
大阪杯-G1２着，神戸新聞杯-G2２着，京都大
賞典-G2２着，同３着，天皇賞（秋）-G1３着，同
５着，毎日王冠-G2３着，毎日杯-G3３着，仏
入着，フォワ賞-G2３着，香港入着，香港クイ
ーンエリザベス二世Ｃ-G1４着。種牡馬

ビッグリボン：３勝，渥美特別，栄特別，忘れな草賞
-L３着，○現

サトノエカテリーナ（11 牝 青鹿 ディープインパクト）
４戦，入着。産駒
サトノファビュラス：３勝，勝浦特別，○現
サトノラムセス：２勝，○現

グレーターロンドン：本馬
ブリッジオーヴァー（14 牝 黒鹿 *エンパイアメーカー）

岩手（公）３勝，中央２勝，飛翼特別

GREATER LONDON (JPN)
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キセキ
稀に見る不良馬場となった2017年の菊花
賞-G1で後続に２馬身差をつけて完勝。驚
異的なパワーとスタミナを備える

おい

ビッグプラネット
2006年の京都金杯-JPN3では先手を奪う
と最後までしぶとく粘って逃げ切り勝ち。
３歳時にはアーリントンＣ-JPN3も制覇

半兄

ダイワエルシエーロ
2004年のオークス-JPN1では６番人気の
評価を覆して戴冠。クイーンＣ-JPN3など
重賞４勝を挙げた

半姉


