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キャッシュインクルーデッドの18

美

浦

入厩予定

父 ヴィクトワールピサ
メス 栗毛 2018年5月26日生まれ コスモヴューファーム

全400口 1口30,000円（総額：1,200万円）
母

系

母 *キャッシュインクルーデッド Cash Included
（04 Include）
米国産，
北米
２勝，
オークリーフＢＣＳ-G1
（Ｄ8.5Ｆ）
，
サンタ アニタ オークス-G1３
着，
ファンタジーＳ-G2３着，
ラス ヴィルヘネスＳ-G1 ４着。
本馬は第９
仔。
産駒
インヴェストメント
（09 牡 栗 アグネスタキオン）
石川３勝
ツクバインドラ
（10 牡 鹿 ディープインパクト）
入着，
東海３勝
ミラクルキャッシュ
（17 牡 鹿 *キンシャサノキセキ）
未出走
祖母ヘンダーソン バンド Henderson Band
（98 Chimes Band）
不出走。
産駒
ウエスト ケンタッキー West Kentucky
（牝 Yankee Victor）
不出走。
産駒
フォーエヴァー ファニート Forever Juanito
（騸 Badge of Silver）
北米３勝，
Desert Code S，
Uniformity S２着，
Clocker's Corner S２着，
Wickerr S２着，
アファームドＳ-G3３着，
エディー
Ｄ.Ｓ-G3４着
グレイ
トファミ
リー Great Family
（牝 Harlan's Holiday）
北米３戦。
産駒
バックトゥヒズルーツ Backtohisroots
（ 牡 Mark Valeski）
北米２
勝，
Atlantic Beach S，
Futurity S-L２着
アルシンドロ Alcindoro（ 牡 Istan）ペルー６ 勝 ，Clasico Alfredo
Benavides y Alfredo Benavides Diez Canseco-L２着，
インデ
ペンデンシア賞-G2３着，
モンテリコ競馬場賞-G2３着
（２回）
，
ラ コーパ-G2３着，
エンリケ メイグス賞-G2３着，
Clasico Aniversario de la Fundacion del Jockey Club del Peru-L３着，
リマ市賞-G2４着，
マリアーノイグナシオ プラード賞-G3４着
*ウインエアフォース
（牡 Indian Charlie）
兵庫１勝，
兵庫１勝
曽祖母ミス ヘンダーソン コー Miss Henderson Co.
（86 Silver Hawk）
北米
２勝。
産駒
ロード フラッシャート Lord Flasheart：仏５勝，
オカール賞-G2，
コンデ
賞-G3，
仏ダービー-G1２着，
ノアイユ賞-G2２着，
Prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles-L２着，
北米１勝，
サンセッ
トＨ-G2３着
ブーシュビー Bouche Bee：英３勝，
仏入着，
サンジョルジュ賞-G3２着。
キング ダン King Dan
（テキサス マイル-G3２着）
の母

サンデーサイレンス

Halo

ポインテッドパス

Kris

マキアヴェリアン

Mr.Prospector

マッチ トゥー リスキー

Bustino

＊

Sunday Silence

ネオユニヴァース
鹿毛

2000年

ヴィクトワールピサ
黒鹿毛

2007年

Pointed Path

ホワイトウォーターアフェア

＊

Whitewater Affair（GB）
栗毛
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1993年

インクルード

キャッシュインクルーデッド

Cash Included（USA）
黒鹿毛 2004年

鹿毛

1997年

ヘンダーソン バンド
Henderson Band（USA）
黒鹿毛

Machiavellian
Much Too Risky

1998年

Silken Way

Coup de Folie

Short Rations

ブロード ブラッシュ

Ack Ack

イレリア

Stop the Music

Broad Brush

Include（USA）
＊

＊

Wishing Well

Illeria

Hay Patcher

Baldski's Holiday

チャイムズ バンド

Dixieland Band

ミス ヘンダーソン コー

Silver Hawk

Chimes Band
Miss Henderson Co.

Chimes

母 の父
インクルード
米国産，北米10勝，ピムリコ ス

ペ シ ャ ルH-G1（9.5F）
，ニュー

オーリンズS-G2（9F）
。主な産駒
＊

キ ャ ッ シ ュ イ ン ク ル ー デ ッド

（オーク リーフS-G1）
，パンティ
レイド（アメリカン オークス招待
S-G1）
。母の父としてサムズ

シ

スター（ラ ブレアS-G1）
，ヒーズ

インラブ（ダービー卿チャレンジ

T-G3）
，サンデーウィザード（新潟
大賞典-G3）
，ガンメタル

（シャムS-G3）
を出す

グレイ

C HECK P OINT
母はダートのG1を勝っており、サ
ンタアニタオークスでも3着と立派
な成績をおさめています。繁殖セリ
に出ており、産駒は結果を出せてい
ませんが、馬は当然良い馬なので勝
負しようと購入しました。本馬は遅
生まれにしては脚が長くて体が大き
いですし、ヴィクトワールピサの仔
にしては柔らかくて好感が持てま
す。歩きも手先まで力が入っていて
良い馬です。大きいストライドで、
芝の中距離で活躍する姿が目に浮か
びます。

Like a Train

Halo 4S×5S, Mr. Prospector 4S×5D, Hail to Reason 5S×5D
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