
68

ラブリーデイ

LOVELY DAY (JPN)

キングカメハメハが送ったチャンピオンホース
産駒プライルードは全日本２歳優駿で３着と好走
ラブリーデイの傑出した能力は10戦して２つのＧ１を含め６勝を挙げた2015年に凝縮される。
キングカメハメハのチャンピオンホースは、種牡馬として２世代が稼働。昨年の全日本２歳優駿３着馬
プライルードなど堅実に活躍馬を送っている。

動画QRコード

出生条件� 120 万
産駒誕生後

1ヶ月以内支払い

受胎条件� 80 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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LOVELY DAY (JPN)

2010年生　安平産　黒鹿毛� 体高162.0㎝　胸囲190.0㎝　管囲21.5㎝

【２歳時：2012年】
1	野路菊Ｓ-OP	 阪神・芝１800m	 １:47.7

【４歳時：2014年】
1	メトロポリタンＳ-L	 東京・芝２400m	 ２:２5.２

【５歳時：2015年】ＪＲＡ最優秀古牡馬
1	天皇賞・秋-G1	 東京・芝２000m	 １:58.4
1	宝塚記念-G1	 阪神・芝２２00m	 ２:１4.4
1	京都大賞典-G2	 京都・芝２400m	 ２:２３.6
1	京都記念-G2	 京都・芝２２00m	 ２:１１.5
1	鳴尾記念-G3	 阪神・芝２000m	 １:58.8
1	中山金杯-G3	 中山・芝２000m	 R１:57.8
3	ジャパンＣ-G1	 東京・芝２400m

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１２	（２）	 4	 ２	 １	 0	 ￥３6,２99,000
２0１３	（３）	 7	 0	 ２	 0	 ￥44,１46,000
２0１4	（4）	 6	 １	 0	 １	 ￥5２,３３8,000
２0１5	（5）	 １0	 6	 0	 １	 ￥6１5,３１２,000
２0１6	（6）	 6	 0	 0	 １	 ￥50,１00,000
� � � � � � HK$２,440,000
合計	 	 33	 9	 3	 3� ￥798,195,000
� � � � � � HK$2,440,000

競走成績 Race Record

キングカメハメハ
King Kamehameha (JPN)

鹿　2001

ポップコーンジャズ
Popcorn Jazz (JPN)

鹿　2000

キングマンボ
Kingmambo (USA)

*マンファス
Manfath (IRE)

ダンスインザダーク
Dance in the Dark (JPN)

グレイスルーマー
Grace Rumor (JPN)

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

*サンデーサイレンス

*ダンシングキイ

*トニービン

ディスクジョッキー

Raise a Native
Gold Digger

Nureyev
Pasadoble

*トライマイベスト
Mill Princess

Blakeney
The Dancer

Halo
Wishing Well

Nijinsky
Key Partner

*カンパラ
Severn Bridge

*リアルシャダイ
シャダイチャッター (19)

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

2015	天皇賞・秋2015	天皇賞・秋-G1-G1

2015	宝塚記念2015	宝塚記念-G1-G1
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父系 Sire

種牡馬成績 Stud Record

2021年、２歳世代プライルードはダートＧで上位に健闘
初産駒はジャカランダレーンやロンギングバースが活躍

2017年より供用中。
【主な産駒】
プライルード（19	牡	BMS：サクラバクシンオー）全日

本２歳優駿-JPN1３着，兵庫ジュニアグラン
プリ -JPN2３着

ジャカランダレーン（18	牝	BMS：ディープインパクト）
ダリア賞-OP３着，もみじＳ-OP３着

ロンギングバース（18	牡	BMS：ネオユニヴァース）朱
竹賞

テーオーディエス（18	牝	BMS：*キンシャサノキセキ）
十日町特別

メイショウカイト（18	牝	BMS：スペシャルウィーク）中
央２勝

フクノラプラーニュ （18 牡 BMS：Giant's Causeway）
中央１勝

カフェカエサル（18	牡	BMS：*タイキシャトル）中央１
勝

テーオーシャルマン（19	牝	BMS：ステイゴールド）中
央１勝

クールシャワー（18	牡	BMS：*キンシャサノキセキ）中
央１勝，兵庫２勝
ダンツトレノ（18	牡	BMS：ハーツクライ）中央１勝
ピラミデ（18	牝	BMS：*サザンヘイロー）中央１勝
ラブリークイーン（18	牝	BMS：*キャプテンスティー

ヴ）中央１勝

父：キングカメハメハは早来産。２～３歳時８戦
７勝。最優秀３歳牡馬，ダービー -JPN1，ＮＨＫ
マイルＣ-JPN1。総合チャンピオンサイアー

（2010，2011年），２歳チャンピオンサイアー
（2008，2009年）。代表産駒に
ラブリーデイ：本馬
ロードカナロア（08	牡	BMS：Storm	Cat）年度代表

馬，最優秀短距離馬・２回，香港スプリント
-G1・２回，スプリンターズＳ-G1・２回，高松
宮記念-G1，安田記念-G1

ドゥラメンテ（12	牡	BMS：*サンデーサイレンス）最優
秀３歳牡馬，ダービー -G1，皐月賞-G1

レイデオロ（14	牡	BMS：*シンボリクリスエス）最優秀

３歳牡馬，最優秀古牡馬，ダービー -G1，天皇
賞・秋-G1

アパパネ（07	牝	BMS：Salt	Lake）最優秀２歳牝馬，
最優秀３歳牝馬，桜花賞-G1，オークス -G1，
秋華賞-G1，ヴィクトリアマイル -G1

ローズキングダム（07	牡	BMS：*サンデーサイレンス）
最優秀２歳牡馬，ジャパンＣ-G1，朝日杯フュ
ーチュリティＳ-G1

リオンディーズ（13	牡	BMS：スペシャルウィーク）最
優秀２歳牡馬，朝日杯フューチュリティＳ 
-G1
ベルシャザール（08	牡	BMS：*サンデーサイレンス）最

優秀ダートホース，ジャパンＣダート -G1

2021	３歳上２勝クラス	（阪神・芝1600ｍ）

ジャカランダレーン

2021	朱竹賞	（中山・芝1200ｍ）

ロンギングバース

トレイトセオリー（18	牝	BMS：ゼンノロブロイ）中央
１勝
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母系 Family

全弟ボッケリーニは中日新聞杯で重賞初制覇
堅実に活躍馬を送り続けるシャダイチャッター系出身

母ポップコーンジャズは１勝，スイートピーＳ-L２着。産駒
ポノポノマウイ（06 牡 黒鹿 キングカメハメハ）南関東

（公）５勝
ビーチランデブー（07 牡 黒鹿 *クロフネ）２勝
キングジャズ（08 牡 栗 キングカメハメハ）２勝
ラブリーデイ：本馬
シーサイドジャズ（12 牡 芦 *クロフネ）１勝
パンコミード（15 牡 黒鹿 キングカメハメハ）３勝
ボッケリーニ（16 牡 栗 キングカメハメハ）５勝，中日

新聞杯-G3，同４着，江の島Ｓ，花見小路特別，小倉
大賞典-G3２着，同４着，アンドロメダＳ-L２着，
カシオペアＳ-L２着，小倉日経オープン -OP２着，
アメリカＪＣＣ-G2３着，○現

祖母グレイスルーマーは１勝。産駒
クーデグレイス（牝 *ホワイトマズル）４勝，糺の森特

別，夕月特別，織姫賞，ローズＳ-G2３着，秋華賞
-G1４着。産駒
フラーズダルム：２勝，新潟２歳Ｓ-G3３着，野路

菊Ｓ-OP３着，○現
ビジュノワール：１勝，フェアリーＳ-G3３着，○現
グレイシア：３勝，御宿特別，アスター賞
ブラックプラチナム：４勝
ヘイルメリー：３勝，○現

セイングレンド（牝 バブルガムフェロー）４勝。産駒
フォドラ：３勝，中京２歳Ｓ-OP２着，小倉２歳Ｓ 

-G3３着，マーガレットＳ-L３着，○現
曽祖母ディスクジョッキーは１戦。産駒
ミッドナイトボイス：５勝，ローズマリー賞。産駒

ナイトレセプション：２勝，葉牡丹賞，札幌２歳Ｓ 
-JPN3４着

ミッドナイトクロス：北海道（公）２勝，中央３勝，壬生
特別，鞍手特別

四代母シャダイチャッターは６勝，小倉記念-JPN3，同２着，
玄海特別，西日本新聞杯，金鯱賞-JPN3２着。産駒
マルカミラー：２勝，ゆきつばき賞，京都新聞杯-JPN3

２着
チャッターボックス：２勝，クレマチス賞。プレミアムボ
ックス（ＣＢＣ賞-G3，京阪杯-G3）の母

スケアヘッドライン：不出走。スマートギア（中日新聞
杯-G3），ワンモアチャッター（朝日チャレンジＣ 
-JPN3）の母，アリゼオ（毎日王冠-G2）の祖母

LOVELY DAY (JPN)
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父
キングカメハメハ

2004年のダービー -JPN1をレースレコー
ド（当時）で制覇。チャンピオンサイアー
にも２度輝いた名馬

ポップコーンジャズ
2002年に中山芝1600㍍戦を３馬身差で
勝ち上がり、翌年のスイートピーＳ-Lで２
着好走。オークス-JPN1（６着）にも参戦
した

母

ボッケリーニ
2020年の中日新聞杯-G3で中団から上が
り３Ｆ最速となる33秒５の決め手で重賞
制覇

全弟


