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リオンディーズ

LEONTES (JPN)

動画QRコード

超良血配合から誕生した天才肌のＧ１ウイナー
種牡馬としてもその才能を開花させ大躍進！

BOOK FULL

受胎条件� 400 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

わが国のチャンピオンホース同士の配合から誕生した2015年の２歳牡馬王者。一足早く種牡馬入り
した半兄エピファネイアは一昨年の三冠牝馬や昨年の年度代表馬の父となった。
名牝シーザリオの血は今や日本屈指の種牡馬ファミリーを形成している。

73

2013年生　安平産　黒鹿毛� 体高167.0㎝　胸囲195.0㎝　管囲21.0㎝

【２歳時：2015年】ＪＲＡ最優秀２歳牡馬
1	朝日杯フューチュリティＳ-G1	阪神・芝１600m	 １:３4.4
1	２歳新馬	 京都・芝２000m	 ２:0２.２

【３歳時：2016年】
2	弥生賞-G2	 中山・芝２000m
5	ダービー -G1	 東京・芝２400m
5	皐月賞-G1	 中山・芝２000m

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１5	 （２）	 ２	 ２	 0	 0	 ￥78,１6２,000
２0１6	 （３）	 ３	 0	 １	 0	 ￥5２,２44,000
合計	 � 5� 2� 1� 0� ￥130,406,000

競走成績 Race Record

2015	朝日杯フューチュリティＳ-G1
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キングカメハメハ
King Kamehameha (JPN)

鹿　2001

シーザリオ
Cesario (JPN)

青　2002

キングマンボ
Kingmambo (USA)

*マンファス
Manfath (IRE)

スペシャルウィーク
Special Week (JPN)

*キロフプリミエール
Kirov Premiere (GB)

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot Bird

*サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

Raise a Native
Gold Digger

Nureyev
Pasadoble

*トライマイベスト
Mill Princess

Blakeney
The Dancer

Halo
Wishing Well

マルゼンスキー
レディーシラオキ

Northern Dancer
Fairy Bridge

Habitat
Principia (16-a)

５代目までのインブリード ■ Northern Dancer 5S×5S×4D，Special 5S×5D
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種牡馬成績 Stud Record

父系 Sire

2021年は２歳世代ジャスティンロックが京都２歳Ｓ優勝
リプレーザは兵庫チャンピオンシップで重賞制覇

2017年より供用中。ＪＲＡファーストシーズン
サイアーランキング３位（2020年）。

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
リオンディーズ：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

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

ラブリーデイ（10	牡	BMS：ダンスインザダーク）最優
秀古牡馬，天皇賞・秋-G1，宝塚記念-G1

アパパネ（07	牝	BMS：Salt	Lake）最優秀２歳牝馬，
最優秀３歳牝馬，牝馬三冠，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
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

種牡馬成績 Stud Record

2021	兵庫チャンピオンシップ-JPN2	（園田・D1870ｍ）

リプレーザ

ⓒ	NAR

2021	京都２歳Ｓ-G3（阪神・芝2000ｍ）

ジャスティンロック

【主な産駒】
リプレーザ（18	牡	BMS：マンハッタンカフェ）兵庫チ

ャンピオンシップ -JPN2，ジャパンダートダー
ビー -JPN1５着

ジャスティンロック（19	牡	BMS：アッミラーレ）京都
２歳Ｓ-G3

アナザーリリック（18	牝	BMS：サクラバクシンオー）ア
ネモネＳ-L，佐渡Ｓ

インダストリア（19	牡	BMS：ハーツクライ）ジュニア
Ｃ-L

オタルエバー（19	牡	BMS：Redoute's	Choice）秋明
菊賞，新潟２歳Ｓ-G3３着

テーオーロイヤル（18	牡	BMS：マンハッタンカフェ）
尼崎Ｓ，兵庫特別，青葉賞-G2４着

タガノディアーナ（18	牝	BMS：ディープインパクト）
五色沼特別，チューリップ賞-G2４着

ブッシュガーデン（19	牝	BMS：*ハードスパン）クロー
バー賞-OP２着，エーデルワイス賞-JPN3４着

ヴェールクレール（18	牝	BMS：*ハービンジャー）きき
ょうＳ-OP３着

アビッグチア（18	牝	BMS：Siphon）由比ヶ浜特別
テーオーラフィット（18	牝	BMS：マンハッタンカフェ）

松前特別
フォイアーロート（18	牡	BMS：ゼンノロブロイ）湯の

川温泉特別，芝桜賞
ティアップリオン（18	牡	BMS：*クロフネ）黒竹賞
ピンクカメハメハ（18	牡	BMS：*ダンシングブレーヴ）

Saudi Derby
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母系 Family

母シーザリオは日米Ｇ１を制し、母としても歴史にその名を刻む
兄エピファネイア、弟サートゥルナーリアはクラシックホース

母シーザリオは最優秀３歳牝馬，最優秀父内国産馬，４勝，
オークス -JPN1，フラワーＣ-JPN3，寒竹賞，桜花賞
-JPN1２着，北米１勝，アメリカンオークス -G1。産駒
トゥエルフスナイト（07 牡 黒鹿 キングカメハメハ）１

勝
エピファネイア（10 牡 鹿 *シンボリクリスエス）６勝，

ジャパンＣ-G1，菊花賞-G1，神戸新聞杯-G2，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ杯２歳Ｓ-G3，京都２歳Ｓ-L，ダー
ビー -G1２着，皐月賞-G1２着，大阪杯-G2３着，
弥生賞-G2４着，有馬記念-G1５着，香港入着，香
港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1４着。種牡馬

ロザリンド（11 牝 黒鹿 *シンボリクリスエス）中央・
兵庫○交入着。産駒
オーソリティ：５勝，青葉賞-G2，アルゼンチン共

和国杯-G2（２回），芙蓉Ｓ-OP，ジャパンＣ 
-G1２着，ダイヤモンドＳ-G3２着，弥生賞デ
ィープインパクト記念-G2３着，ホープフル
Ｓ-G1５着，○現

アーデンフォレスト：３勝，新発田城特別，○現
クローディオ（12 騸 鹿 *ハービンジャー）１勝
リオンディーズ：本馬
グローブシアター（14 牡 黒鹿 キングカメハメハ）５

勝，比叡Ｓ，三田特別，白川特別，ホープフルＳ-G2
３着，万葉Ｓ-OP３着，障２勝，三木ホースランド
パークジャンプＳ

シーリア（15 牝 青鹿 キングカメハメハ）２勝
サートゥルナーリア（16 牡 黒鹿 ロードカナロア）最優

秀３歳牡馬，６勝，皐月賞-G1，ホープフルＳ-G1，
金鯱賞-G2，神戸新聞杯-G2，萩Ｓ-L，有馬記念-G1
２着，ダービー -G1４着，宝塚記念-G1４着。種牡
馬

ファーストフォリオ（17 牝 栗 キングカメハメハ）４勝，
日高Ｓ，札幌スポニチ賞，○現

ルペルカーリア（18 牡 鹿 モーリス）１勝，京都新聞杯-G2
２着，毎日杯-G3４着，○現

祖母 *キロフプリミエール Kirov Premiere は英国産，愛４
勝，北米１勝，ラトガーズＢＣＨ-G3，アシーニアＨ-G3
２着。*サバンナズチョイス Savannah's Choice（ＢＲＣ
ドゥームベンロージズＳ-G3２着）の母，オーヴァーシ
ェア Overshare（ＭＲＣビディテイヴＳ-G3），イリシ
ア Irithea（ＨＲＣホークスベリークラウン -G3，Ｓｃ
ｏｎｅＲＣダークジュエルクラシック -G3）の祖母

母系 Family

シーザリオ
４角12番手から上がり３Ｆ33秒３の瞬発
力を見せオークス-JPN1制覇

母
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エピファネイア
ジャパンＣ-G1でジャスタウェイ、スピル
バーグ以下に４馬身差をつけ圧勝。種牡馬
としても大成功

半兄

サートゥルナーリア
２歳時にホープフルＳ-G1を制し、皐月賞�
-G1までデビュー４連勝を記録。2019年
の３歳牡馬チャンピオン

半弟


