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ディープブリランテ

DEEP BRILLANTE (JPN)

ディープインパクトが送った初の日本ダービー馬
産駒は芝ダートを問わず重賞戦線で活躍
ディープインパクトが送った初の牡馬クラシックウイナーとして歴史にその名を刻んだ。2020年の日経
新春杯勝ち馬で昨年の大阪杯ではコントレイルやグランアレグリアに先着の２着となったモズベッロ、
ダートグレード４勝のラプタスが代表格として活躍。

動画QRコード

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
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DEEP BRILLANTE (JPN)

2009年生　新冠産　鹿毛� 体高165.0㎝　胸囲192.0㎝　管囲21.0㎝

【２歳時：2011年】
1	東京スポーツ杯２歳Ｓ-G3	 東京・芝１800m	 １:5２.7
1	新馬	 阪神・芝１800m	 １:49.7

【３歳時：2012年】
1	ダービー -G1	 東京・芝２400m	 ２:２３.8
2	スプリングＳ-G2	 中山・芝１800m
2	共同通信杯-G3	 東京・芝１800m
3	皐月賞-G1	 中山・芝２000m

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１１	（２）	 ２	 ２	 0	 0	 ￥３9,55３,000
２0１２	（３）	 5	 １	 ２	 １	 ￥２5２,50３,000
合計	 	 7	 3	 2	 1� ￥292,056,000

競走成績 Race Record

ディープインパクト
Deep Impact (JPN)

鹿　2002

*ラヴアンドバブルズ
Love And Bubbles (USA)

鹿　2001

*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)

ルーソヴァージュ
Loup Sauvage (USA)

*バブルドリーム
Bubble Dream (FR)

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Riverman

Louveterie

Akarad

*バブルプロスペクター

Hail to Reason
Cosmah

Understanding
Mountain Flower

Lyphard
Lady Rebecca

Busted
Highclere

Never Bend
River Lady

Nureyev
Lupe

Labus
Licata

Miswaki
*バブルカンパニー (1-b)

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

2012	ダービー2012	ダービー -G1-G1
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父系 Sire

種牡馬成績 Stud Record

2021年はラプタスがダートグレードをさらに２勝
モズベッロは強豪が揃った大阪杯で２着に健闘

2013年から供用。2019年より当場にて供用中。
【主な産駒】
モズベッロ（16	牡	BMS：Harlan's	Holiday）日経新春

杯-G2，大阪杯-G1２着，日経賞-G2２着，宝塚
記念-G1３着

セダブリランテス（14	牡	BMS：*ブライアンズタイム）
中山金杯-G3，ラジオＮＩＫＫＥＩ賞-G3，デ
ィセンバーＳ-L

ラプタス（16	騸	BMS：*ボストンハーバー）サマーチャ
ンピオン -JPN3，かきつばた記念-JPN3・２
回，黒船賞-JPN3，ポラリスＳ-OP

ミッキーブリランテ（16	牡	BMS：Dansili）ニューイ
ヤーＳ-L，阪急杯-G3２着，函館スプリントＳ 
-G3３着，シンザン記念-G3３着
ナムラドノヴァン（15	牡	BMS：Kingmambo）万葉Ｓ 
-OP，阪神大賞典-G2３着

グレイスアン（16	牝	BMS：*ファルブラヴ）フェアリ
ーＳ-G3３着

ミヤケ（16	牡	BMS：Unbridled's	Song）北海道２歳
優駿-JPN3３着

スズカゼ（14	牝	BMS：*アフリート）菜の花賞，アネモ
ネＳ-L３着

メイショウベルボン（14	牝	BMS：*フレンチデピュテ
ィ）マーガレットＳ-L３着

ディーパワンサ（14	牝	BMS：Rahy）中京２歳Ｓ-OP，
阪神ジュベナイルフィリーズ -G1４着

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
ディープブリランテ：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，三

冠，ジャパンＣ -G1，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
シャフリヤール（18	牡	BMS：Essence	of	Dubai）ダー

ビー -G1
ロジャーバローズ（16	牡	BMS：Librettist）ダービー
-G1

ワグネリアン（15	牡	BMS：キングカメハメハ）ダービ
ー -G1

マカヒキ（13	牡	BMS：*フレンチデピュティ）ダービー
-G1

スタディオブマン Study of Man（15	牡	BMS：Sto-
rm	Cat）仏ダービー -G1

2020	日経新春杯-G2	（京都・芝2400ｍ）

モズベッロ

2021	サマーチャンピオン-JPN3	（佐賀・D1400ｍ）

ラプタス

ⓒ	NAR
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母系 Family

近親に菊花賞馬ザッツザプレンティ、阪神ジュベナイルフィリー
ズのショウナンパントルら重賞活躍馬多数

母 *ラヴアンドバブルズ Love And Bubbles は米国産，仏３
勝，クロエ賞-G3，Grand Criterium du Languedoc-L，
クレオパトル賞-G3２着，Prix des Sablonnets-L２着，
プシケ賞-G3４着。産駒
ラヴインザダーク（06 牝 鹿 ダンスインザダーク）２

勝，インディアＴ
ハブルバブル（08 牝 鹿 ディープインパクト）１勝，フ

ラワーＣ-G3２着
ディープブリランテ：本馬
ゼウスバローズ（11 牡 鹿 ディープインパクト）４勝，

調布特別
ラヴアンドドラゴン（13 牝 鹿 ディープインパクト）２

勝，城崎特別
ラヴコンカーズ Love Conquers（14 牝 鹿 ディープイ

ンパクト）英１勝
ディープインラヴ（15 牡 鹿 ディープインパクト）１勝

祖母 *バブルドリーム Bubble Dream は仏国産，不出走。産
駒
ジュンドリーム Jeune Dream（牡 Jeune Homme）伊５

勝，Premio Merano-L，Premio Giuseppe de Mon-
tel-L２着，Premio Botticelli-L３着，ミラノ大賞典
-G1４着

ブルーリッチ（牡 ダンスインザダーク）１勝，若駒Ｓ 
-OP３着

曽祖母 *バブルプロスペクター Bubble Prospector は米国
産，愛１勝。産駒
ザッツザプレンティ：３勝，菊花賞-JPN1，ラジオたん

ぱ杯２歳Ｓ-JPN3，ジャパンＣ-G1２着，阪神大賞
典-G2２着，ダービー -JPN1３着，金鯱賞-JPN2
３着，宝塚記念-G1５着。種牡馬

マニックサンデー：２勝，４歳牝馬特別（東）-JPN2。エポ
ワス（キーンランドＣ-G3）の母

ウインシュナイト：５勝，巴賞-L，下鴨Ｓ，オリエンタル
賞，小倉大賞典-JPN3２着，札幌記念-JPN2５着

アイリッシュプロスペクター Irish Prospector：仏３勝，
ラフォルス賞-G3２着。種牡馬

*バブルウイングス Bubble Wings：英４勝。ショウナン
パントル（阪神ジュベナイルフィリーズ -JPN1）の
母，ショウナンアチーヴ（ニュージーランドＴ-G2）
の祖母

フラポニー Flaponny：仏４勝。キュアバーン Qurbaan
（バーナードバルークＨ-G2・２回）の祖母

DEEP BRILLANTE (JPN)
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本馬
2012年のダービー -G1では好位か

ら息の長い末脚を使い、フェノーメノの大
外強襲をハナ差しのいで戴冠

ザッツザプレンティ
2003年の菊花賞-JPN1で４コーナー早め
先頭のロングスパート。２冠馬ネオユニヴ
ァースを破った

近親

ショウナンパントル
2004年の阪神ジュベナイルフィリーズ
-JPN1でゴール前の接戦を制し、２歳女王
に輝いた

近親


