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類まれなパワーとスピード、そして名血を次世代へ類まれなパワーとスピード、そして名血を次世代へ

5代までのインブリード：Northern	Dancer	5S×5D

黒鹿毛　2014 年生　日高産
キセキ Kiseki(JPN)
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極   度の道悪となった2017年の菊花賞を１番人気で制した
キセキ。タフな条件をものともしなかった第78回菊花賞

は、キセキのパワフルな身体能力と機動力が存分に発揮され
た一戦だった。以降、キセキは中長距離のＧⅠ戦線で自在性
を武器に息の長い活躍を見せた。
　雄大な馬格から繰り出すフットワークはダイナミックその
もの。もちろん、そのスピードにも注目しないわけにはいか
ない。中でも2018年のジャパンＣ２着は勝者に匹敵する絶対
スピードと潜在能力を大いにアピールした。勝ったアーモン
ドアイは驚異的な２分20秒６でフィニッシュしたが、緩みな
いラップを刻んだキセキ自身も世界レコードを更新した。３
着スワーヴリチャード（翌年のジャパンＣ勝ち馬）に３馬身
半という決定的な着差をつけたことでも、この２着がいかに
価値ある内容だったかが分かる。このレースを含めＧⅠでは
４度の２着。あらゆる条件下で見せた安定した走りはキセキ
のアイデンティティであり、強力なアピールポイントだ。
　父ルーラーシップはキングカメハメハ×エアグルーヴとい
うチャンピオン配合。香港ＱＥⅡでＧⅠウイナーとなり、キ
ングカメハメハの後継として大成功を収めている。母方もま
たわが国で繁栄する牝系で、母は中京記念をコースレコード
で制したグレーターロンドンの全姉にあたる。祖母は桜花賞
２着のロンドンブリッジ。キセキのおばにあたるダイワエル
シエーロは2004年のオークス馬という、その血統背景は持久
力とスピードとがバランスよく構成されている。
　幾多のＧⅠで繰り広げられたキセキの激闘は色あせること
はない。そして、無事是名馬としてキャリアを全うしたキセ
キは、種牡馬として輝かしい〝軌跡〟への第一歩を踏み出す。
名血は次世代へと紡がれてゆく。

第78代菊花賞馬
父母双方から継承するわが国最高峰のバックボーン
成功種牡馬ルーラーシップが送る期待の良血後継

キセキ
KISEKI

© Photostud



【２歳時：2016年】
1	２歳新馬 阪神・芝1800m	 1:49.5

【３歳時：2017年】
1	菊花賞-G1 京都・芝3000m	 3:18.9
1	信濃川特別（1000万下） 新潟・芝2000m 1:56.9
1	３歳上500万下 中京・芝2000m	 1:59.1
2	神戸新聞杯-G2 阪神・芝2400m 2：24.9 

【４歳時：2018年】
2	ジャパンＣ-G1 東京・芝2400m 2：20.9
3	天皇賞（秋）-G1 東京・芝2000m 1：57.0

【５歳時：2019年】
2	大阪杯-G1 阪神・芝2000m 2：01.0
2	宝塚記念-G1 阪神・芝2200m 2：11.3
3	フォワ賞-G2 ロンシャン・芝2400m 2：28.0

【６歳時：2020年】
2	宝塚記念-G1 阪神・芝2200m 2：14.5
2	京都大賞典-G2 京都・芝2400m 2：25.7

【７歳時：2021年】
3	京都大賞典-G2 阪神・芝2400m 2：24.6

RACE RECORD

豪雨の中で輝いた豪脚！ 極限の馬場で三冠最終戦を完勝豪雨の中で輝いた豪脚！ 極限の馬場で三冠最終戦を完勝

皐月賞馬アルアインを抑え１番人気に支持皐月賞馬アルアインを抑え１番人気に支持
されたキセキが２着クリンチャーに２馬身されたキセキが２着クリンチャーに２馬身
差をつけた。ミルコ・デムーロを背に後方差をつけた。ミルコ・デムーロを背に後方
追走から豪快に伸びた末脚が際立った追走から豪快に伸びた末脚が際立った

菊花賞-G1菊花賞-G1

22 ジャパンC-G1ジャパンC-G1

22 大阪杯-G1大阪杯-G1

11 ２歳新馬２歳新馬
デビュー戦の鞍上はクリストフ・ルメー
ル。好位から直線を余裕の手応えで抜け
出し後続を３馬身半突き放す

８頭のＧ１馬が揃ったハイレベルの
大阪杯。同世代のアルアインから首
差２着に惜敗。３着ワグネリアン

２～７歳時33戦４勝２着６回３着６回
総獲得賞金７億2148万3000円（邦貨換算含む）

レースの主導権を握り、驚異の
世界レコードを演出。自身の走
破タイム２分20秒９もレコード
を大幅に更新していた

11 信濃川特別信濃川特別
３歳夏、新潟芝2000ｍを１分56秒
９の好タイムで快勝。後方から上
り３Ｆ32秒９の豪脚で差し切る

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１6	（２）	 １	 １	 0	 0	 ￥7,000,000
２0１7	（３）	 8	 ３	 １	 ２	 ￥２06,１59,000
２0１8	（4）	 6	 0	 １	 ２	 ￥２06,３96,000
２0１9	（5）	 5	 0	 ２	 １	 ￥１３9,584,000
	 	 	 	 	 	 EUR１３,650
２0２0	（6）	 7	 0	 ２	 0	 ￥１0３,4２4,000
２0２１	（7）	 6	 0	 0	 １	 ￥３8,840,000
	 	 	 	 	 	 HK$１,4２5,000

合計	 	 ３３	 4	 6	 6	 ￥70１,40３,000
	 	 	 	 	 	 EUR１３,650
	 	 	 	 	 	 HK$１,4２5,000

母ブリッツフィナーレは不出走。産駒
ジュビリーライン（１２	牝	鹿	*スウェプトオーヴァーボード）入着，南
関東（公）２勝

ファントムグレイ（１３	牡	芦	*クロフネ）１勝
キセキ：本馬。２0２２年より供用開始
ビッグリボン（１8	牝	鹿	ルーラーシップ）３勝，渥美特別，栄特

別，忘れな草賞-L３着，○現
祖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：５勝，オークス-JPN1，クイーンＣ-JPN3，

京阪杯-JPN3，マーメイドＳ-JPN3，紅梅Ｓ-OP２着，阪
神牝馬Ｓ-JPN2３着

グレーターロンドン：７勝，中京記念-G3，東風Ｓ-L，節分Ｓ，
毎日王冠-G2３着，ディセンバーＳ-L３着，安田記念-G1
４着，京王杯スプリングＣ-G2４着，ダービー卿チャレ
ンジＴ-G3５着。種牡馬

ビッグプラネット：３勝，アーリントンＣ-JPN3，京都金杯
-JPN3，スワンＳ-JPN2５着

ダイワディライト：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-OP
２着（２回），ＢＳＮ賞-OP２着，北海道・東海○交入着，か
きつばた記念-JPN3４着，北海道スプリントＣ-JPN3４
着

ビッグカポネ：５勝，名古屋城Ｓ，大須特別，如意ヶ嶽特別，戎
橋特別

ダイワスピリット：２勝，大倉山特別
ブリッジオーヴァー：岩手（公）３勝，中央２勝，飛翼特別
サトノエカテリーナ：４戦，入着。産駒

サトノファビュラス：３勝，勝浦特別，○現
曽祖母	*オールフォーロンドン	All	for	London	は米国産，英２勝，

北米１勝，Platinum	Belle	S２着，Ocean	City	S２着，Margate	
S３着。産駒
ナリタオンザターフ：２勝，ポインセチア賞，東海○交１勝，名
古屋優駿-JPN3

ホウユウピアレス：６勝，文月Ｓ
オースミファンダー：５勝，湘南特別，高湯特別

四代母フル カード	Full	Card	は不出走。産駒
オフィサーズボール	Officer's	Ball：北米２勝，ソロリティＳ	
-G1，スカイラヴィルＳ-G3２着

父はキングカメハメハ最良の後継
祖母は桜花賞２着の快足馬
母のきょうだいは３頭が重賞ウイナー

父：ルーラーシップ（写真上）は安平産。２～５歳時に日・香港
で２0戦８勝。香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1，アメリカＪ
ＣＣ-G2，金鯱賞-G2，日経新春杯-G2，鳴尾記念-G3，宝塚記念
-G1２着。総合ファーストシーズンサイアーチャンピオン
（２0１6年）。代表産駒は以下の通り
キセキ：本馬
メールドグラース（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）ＭＲＣコーフィ
ールドＣ-G1，鳴尾記念-G3，新潟大賞典-G3，小倉記念-G3

リオンリオン（16 牡 BMS：*クロフネ）青葉賞-G2，セントライト記
念-G2

ダンビュライト（14 騸 BMS：*サンデーサイレンス）アメリカＪＣ
Ｃ-G2，京都記念-G2

ムイトオブリガード（14 牡 BMS：*サンデーサイレンス）アルゼンチン
共和国杯-G2

ワンダフルタウン（18 牡 BMS：ディープインパクト）青葉賞-G2，京都
２歳Ｓ-G3

フェアリーポルカ（16 牝 BMS：アグネスタキオン）中山牝馬Ｓ-G3，福
島牝馬Ｓ-G3

グロンディオーズ（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）ダイヤモンド
Ｓ-G3

ディアンドル（16 牝 BMS：スペシャルウィーク）福島牝馬Ｓ-G3
ホウオウイクセル（18 牝 BMS：スペシャルウィーク）フラワーＣ-G3
テトラドラクマ（15 牝 BMS：*ファルブラヴ）クイーンＣ-G3
パッシングスルー（16 牝 BMS：*クロフネ）紫苑Ｓ-G3
ハッシュライター	Hush	Writer（15 騸 BMS：Tapit）ＮＪＣニュー
キャッスルゴールドＣ-G3

サンリヴァル（15 牡 BMS：アグネスタキオン）芙蓉Ｓ-L，皐月賞-G1
２着

ウラヌスチャーム（15 牝 BMS：フジキセキ）メトロポリタンＳ-L，中
山牝馬Ｓ-G3２着

アディラート（14 牡 BMS：マンハッタンカフェ）グリーンチャンネル
Ｃ-L，ゴドルフィンマイル -G2３着

ダンツキャッスル（16 牡 BMS：スペシャルウィーク）大沼Ｓ-L，ユニコ
ーンＳ-G3３着

バジオウ（18 牡 BMS：*ハービンジャー）プリンシパルＳ-L
ストライプ（18 牝 BMS：ダイワメジャー）クロッカスＳ-L
キングズラッシュ（14 牡 BMS：*シンボリクリスエス）芙蓉Ｓ-L
リリーノーブル（15 牝 BMS：*クロフネ）白菊賞，オークス -G1２着，
阪神ジュベナイルフィリーズ -G1２着

FAMILY

祖母
ロンドンブリッジ

おば
ダイワエルシエーロ

おじ
グレーターロンドン

SIRE

ファンタジーＳファンタジーＳ-JPN3-JPN3

中京記念-G3

英ダービー馬ドクター
デヴィアスの産駒。ファ
ンタジーＳ優勝、桜花賞
２着のスピード馬

スイープトウショウや
ダンスインザムードを
破って2004年のオーク
スを制覇

重賞初制覇の中京記念
を１分 32秒３のコース
レコードで優勝。当場で
種牡馬供用中

オークス -JPN1

©
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※成績は2022年1月16日現在



【２歳時：2016年】
1	２歳新馬 阪神・芝1800m	 1:49.5

【３歳時：2017年】
1	菊花賞-G1 京都・芝3000m	 3:18.9
1	信濃川特別（1000万下） 新潟・芝2000m 1:56.9
1	３歳上500万下 中京・芝2000m	 1:59.1
2	神戸新聞杯-G2 阪神・芝2400m 2：24.9 

【４歳時：2018年】
2	ジャパンＣ-G1 東京・芝2400m 2：20.9
3	天皇賞（秋）-G1 東京・芝2000m 1：57.0

【５歳時：2019年】
2	大阪杯-G1 阪神・芝2000m 2：01.0
2	宝塚記念-G1 阪神・芝2200m 2：11.3
3	フォワ賞-G2 ロンシャン・芝2400m 2：28.0

【６歳時：2020年】
2	宝塚記念-G1 阪神・芝2200m 2：14.5
2	京都大賞典-G2 京都・芝2400m 2：25.7

【７歳時：2021年】
3	京都大賞典-G2 阪神・芝2400m 2：24.6

RACE RECORD

豪雨の中で輝いた豪脚！ 極限の馬場で三冠最終戦を完勝豪雨の中で輝いた豪脚！ 極限の馬場で三冠最終戦を完勝

皐月賞馬アルアインを抑え１番人気に支持皐月賞馬アルアインを抑え１番人気に支持
されたキセキが２着クリンチャーに２馬身されたキセキが２着クリンチャーに２馬身
差をつけた。ミルコ・デムーロを背に後方差をつけた。ミルコ・デムーロを背に後方
追走から豪快に伸びた末脚が際立った追走から豪快に伸びた末脚が際立った

菊花賞-G1菊花賞-G1

22 ジャパンC-G1ジャパンC-G1

22 大阪杯-G1大阪杯-G1

11 ２歳新馬２歳新馬
デビュー戦の鞍上はクリストフ・ルメー
ル。好位から直線を余裕の手応えで抜け
出し後続を３馬身半突き放す

８頭のＧ１馬が揃ったハイレベルの
大阪杯。同世代のアルアインから首
差２着に惜敗。３着ワグネリアン

２～７歳時33戦４勝２着６回３着６回
総獲得賞金７億2148万3000円（邦貨換算含む）

レースの主導権を握り、驚異の
世界レコードを演出。自身の走
破タイム２分20秒９もレコード
を大幅に更新していた

11 信濃川特別信濃川特別
３歳夏、新潟芝2000ｍを１分56秒
９の好タイムで快勝。後方から上
り３Ｆ32秒９の豪脚で差し切る

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１6	（２）	 １	 １	 0	 0	 ￥7,000,000
２0１7	（３）	 8	 ３	 １	 ２	 ￥２06,１59,000
２0１8	（4）	 6	 0	 １	 ２	 ￥２06,３96,000
２0１9	（5）	 5	 0	 ２	 １	 ￥１３9,584,000
	 	 	 	 	 	 EUR１３,650
２0２0	（6）	 7	 0	 ２	 0	 ￥１0３,4２4,000
２0２１	（7）	 6	 0	 0	 １	 ￥３8,840,000
	 	 	 	 	 	 HK$１,4２5,000

合計	 	 ３３	 4	 6	 6	 ￥70１,40３,000
	 	 	 	 	 	 EUR１３,650
	 	 	 	 	 	 HK$１,4２5,000

母ブリッツフィナーレは不出走。産駒
ジュビリーライン（１２	牝	鹿	*スウェプトオーヴァーボード）入着，南
関東（公）２勝

ファントムグレイ（１３	牡	芦	*クロフネ）１勝
キセキ：本馬。２0２２年より供用開始
ビッグリボン（１8	牝	鹿	ルーラーシップ）３勝，渥美特別，栄特

別，忘れな草賞-L３着，○現
祖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：５勝，オークス-JPN1，クイーンＣ-JPN3，

京阪杯-JPN3，マーメイドＳ-JPN3，紅梅Ｓ-OP２着，阪
神牝馬Ｓ-JPN2３着

グレーターロンドン：７勝，中京記念-G3，東風Ｓ-L，節分Ｓ，
毎日王冠-G2３着，ディセンバーＳ-L３着，安田記念-G1
４着，京王杯スプリングＣ-G2４着，ダービー卿チャレ
ンジＴ-G3５着。種牡馬

ビッグプラネット：３勝，アーリントンＣ-JPN3，京都金杯
-JPN3，スワンＳ-JPN2５着

ダイワディライト：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-OP
２着（２回），ＢＳＮ賞-OP２着，北海道・東海○交入着，か
きつばた記念-JPN3４着，北海道スプリントＣ-JPN3４
着

ビッグカポネ：５勝，名古屋城Ｓ，大須特別，如意ヶ嶽特別，戎
橋特別

ダイワスピリット：２勝，大倉山特別
ブリッジオーヴァー：岩手（公）３勝，中央２勝，飛翼特別
サトノエカテリーナ：４戦，入着。産駒

サトノファビュラス：３勝，勝浦特別，○現
曽祖母	*オールフォーロンドン	All	for	London	は米国産，英２勝，

北米１勝，Platinum	Belle	S２着，Ocean	City	S２着，Margate	
S３着。産駒
ナリタオンザターフ：２勝，ポインセチア賞，東海○交１勝，名
古屋優駿-JPN3

ホウユウピアレス：６勝，文月Ｓ
オースミファンダー：５勝，湘南特別，高湯特別

四代母フル カード	Full	Card	は不出走。産駒
オフィサーズボール	Officer's	Ball：北米２勝，ソロリティＳ	
-G1，スカイラヴィルＳ-G3２着

父はキングカメハメハ最良の後継
祖母は桜花賞２着の快足馬
母のきょうだいは３頭が重賞ウイナー

父：ルーラーシップ（写真上）は安平産。２～５歳時に日・香港
で２0戦８勝。香港クイーンエリザベス二世Ｃ-G1，アメリカＪ
ＣＣ-G2，金鯱賞-G2，日経新春杯-G2，鳴尾記念-G3，宝塚記念
-G1２着。総合ファーストシーズンサイアーチャンピオン
（２0１6年）。代表産駒は以下の通り
キセキ：本馬
メールドグラース（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）ＭＲＣコーフィ
ールドＣ-G1，鳴尾記念-G3，新潟大賞典-G3，小倉記念-G3

リオンリオン（16 牡 BMS：*クロフネ）青葉賞-G2，セントライト記
念-G2

ダンビュライト（14 騸 BMS：*サンデーサイレンス）アメリカＪＣ
Ｃ-G2，京都記念-G2

ムイトオブリガード（14 牡 BMS：*サンデーサイレンス）アルゼンチン
共和国杯-G2

ワンダフルタウン（18 牡 BMS：ディープインパクト）青葉賞-G2，京都
２歳Ｓ-G3

フェアリーポルカ（16 牝 BMS：アグネスタキオン）中山牝馬Ｓ-G3，福
島牝馬Ｓ-G3

グロンディオーズ（15 牡 BMS：*サンデーサイレンス）ダイヤモンド
Ｓ-G3

ディアンドル（16 牝 BMS：スペシャルウィーク）福島牝馬Ｓ-G3
ホウオウイクセル（18 牝 BMS：スペシャルウィーク）フラワーＣ-G3
テトラドラクマ（15 牝 BMS：*ファルブラヴ）クイーンＣ-G3
パッシングスルー（16 牝 BMS：*クロフネ）紫苑Ｓ-G3
ハッシュライター	Hush	Writer（15 騸 BMS：Tapit）ＮＪＣニュー
キャッスルゴールドＣ-G3

サンリヴァル（15 牡 BMS：アグネスタキオン）芙蓉Ｓ-L，皐月賞-G1
２着

ウラヌスチャーム（15 牝 BMS：フジキセキ）メトロポリタンＳ-L，中
山牝馬Ｓ-G3２着

アディラート（14 牡 BMS：マンハッタンカフェ）グリーンチャンネル
Ｃ-L，ゴドルフィンマイル -G2３着

ダンツキャッスル（16 牡 BMS：スペシャルウィーク）大沼Ｓ-L，ユニコ
ーンＳ-G3３着

バジオウ（18 牡 BMS：*ハービンジャー）プリンシパルＳ-L
ストライプ（18 牝 BMS：ダイワメジャー）クロッカスＳ-L
キングズラッシュ（14 牡 BMS：*シンボリクリスエス）芙蓉Ｓ-L
リリーノーブル（15 牝 BMS：*クロフネ）白菊賞，オークス -G1２着，
阪神ジュベナイルフィリーズ -G1２着

FAMILY

祖母
ロンドンブリッジ

おば
ダイワエルシエーロ

おじ
グレーターロンドン

SIRE

ファンタジーＳファンタジーＳ-JPN3-JPN3

中京記念-G3

英ダービー馬ドクター
デヴィアスの産駒。ファ
ンタジーＳ優勝、桜花賞
２着のスピード馬

スイープトウショウや
ダンスインザムードを
破って2004年のオーク
スを制覇

重賞初制覇の中京記念
を１分 32秒３のコース
レコードで優勝。当場で
種牡馬供用中

オークス -JPN1

©
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※成績は2022年1月16日現在



Raise	a	Native
Gold	Digger
Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト
Mill	Princess
Blakeney
The	Dancer
Kalamoun
State	Pension
Hornbeam
Priddy	Fair
Northern Dancer
Lady	Victoria
*ガーサント
*パロクサイド

Hail	to	Reason
Cosmah
Understanding
Mountain	Flower
Lyphard
Lady	Rebecca
Busted
Highclere

Helen	Nichols
Lorenzaccio

Alleged
Rose	Red
Northern Dancer
Pas	de	Nom
Damascus
Belle	of	the	Ball

Mr.	Prospector

Miesque

*ラストタイクーン

Pilot	Bird

*カンパラ

Severn	Bridge

*ノーザンテースト

シャダイフェザー

Halo

Wishing	Well

Alzao

Burghclere

Ahonoora

Rose	of	Jericho

Danzig

Full	Card

キングマンボ
Kingmambo
	 鹿　1990

キングカメハメハ
	 鹿　2001 *マンファス

Manfath
	 黒鹿　1991

*トニービン
Tony Bin

	 鹿　1983

ダイナカール
	 鹿　1980

*サンデーサイレンス
Sunday Silence

	 青鹿　1986

*ウインドインハーヘア
Wind in Her Hair

	 鹿　1991

*ドクターデヴィアス
Dr Devious

	 栗　1989

*オールフォーロンドン
All for London

	 鹿　1982

エアグルーヴ
	 鹿　1993

ディープインパクト
	 鹿　2002

ロンドンブリッジ
	 栗　1995

ルーラーシップ
	 鹿　2007

ブリッツフィナーレ
	 鹿　2008

繋 養

事務局
照 会

TEL.	01456-2-0945
FAX.	01456-2-2054

TEL.	01456-2-2121/2122
FAX.	01456-2-2505
http://www.breeders.co.jp

〒055-0004	北海道沙流郡日高町富川東2-972-3

〒055-0004	北海道沙流郡日高町富川東3-3-1

類まれなパワーとスピード、そして名血を次世代へ類まれなパワーとスピード、そして名血を次世代へ

5代までのインブリード：Northern	Dancer	5S×5D

黒鹿毛　2014 年生　日高産
キセキ Kiseki(JPN)

© Photostud

制作／TPC 2022　Race Photos by Keiba Book

極   度の道悪となった2017年の菊花賞を１番人気で制した
キセキ。タフな条件をものともしなかった第78回菊花賞

は、キセキのパワフルな身体能力と機動力が存分に発揮され
た一戦だった。以降、キセキは中長距離のＧⅠ戦線で自在性
を武器に息の長い活躍を見せた。
　雄大な馬格から繰り出すフットワークはダイナミックその
もの。もちろん、そのスピードにも注目しないわけにはいか
ない。中でも2018年のジャパンＣ２着は勝者に匹敵する絶対
スピードと潜在能力を大いにアピールした。勝ったアーモン
ドアイは驚異的な２分20秒６でフィニッシュしたが、緩みな
いラップを刻んだキセキ自身も世界レコードを更新した。３
着スワーヴリチャード（翌年のジャパンＣ勝ち馬）に３馬身
半という決定的な着差をつけたことでも、この２着がいかに
価値ある内容だったかが分かる。このレースを含めＧⅠでは
４度の２着。あらゆる条件下で見せた安定した走りはキセキ
のアイデンティティであり、強力なアピールポイントだ。
　父ルーラーシップはキングカメハメハ×エアグルーヴとい
うチャンピオン配合。香港ＱＥⅡでＧⅠウイナーとなり、キ
ングカメハメハの後継として大成功を収めている。母方もま
たわが国で繁栄する牝系で、母は中京記念をコースレコード
で制したグレーターロンドンの全姉にあたる。祖母は桜花賞
２着のロンドンブリッジ。キセキのおばにあたるダイワエル
シエーロは2004年のオークス馬という、その血統背景は持久
力とスピードとがバランスよく構成されている。
　幾多のＧⅠで繰り広げられたキセキの激闘は色あせること
はない。そして、無事是名馬としてキャリアを全うしたキセ
キは、種牡馬として輝かしい〝軌跡〟への第一歩を踏み出す。
名血は次世代へと紡がれてゆく。

第78代菊花賞馬
父母双方から継承するわが国最高峰のバックボーン
成功種牡馬ルーラーシップが送る期待の良血後継

キセキ
KISEKI
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