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2020ジェイエス冬セール

*エーシンフラクタル A Shin Fractal（USA）
ゴーン ウエスト

!Gone West
*ケイムホーム
$ナイス アッセイ
2006年生 !
黒鹿 1999'Nice Assay

（14歳）
栗毛
（米国産）

"
%
ァクト オブ マター
'フFact
of Matter

サマー スコール

!Summer Squall
$ファクト ファインディング
黒鹿 1999'Fact Finding

T0725‐01

厩舎番号

# Mr. Prospector
& Secrettame
# Clever Trick
& *インフルヴュー
# Storm Bird
& Weekend Surprise
# Known Fact
& Search Committee
（23）

【エイシンヒカリを受胎
（販売申込時）
最終種付４月18日】
父*ケイムホーム Came Home は米国産，
パシフィック クラシックＳ-G1，
サンタ アニタ
ダービー-G1，
ホープフルＳ-G1，
スワップスＳ-G2，
サン ラファエルＳ-G2，
サン ヴィセン
テＳ-G2，
アファームドＨ-G3。
主な産駒
（ＢＭＳ）
：アウト フォー ア スピン
（アシュランドＳ
-G1）
，
ネモラリア
（シティオブ ヨークＳ-G3）
，
ホーム ジャーニー
（ラス シェネガスＳ-G3）
，
。
父として，
インティ
（フェブラリーＳ-G1）
を出す
ヨシオ
（マーキュリーＣ-JPN3２着）
母ファクト オブ マター Fact of Matter
（99 Summer Squall）
北米３勝。
産駒
ティーニーリズ Teeny Liz
（牝 Proud Citizen）
北米２勝
エル フィン デル ムンド El Fin Del Mundo
（牡 Distorted Humor）
亜６勝
ウェイスティ
ド ワーズ Wasted Words
（牝 Honour and Glory）
北米１勝
ファンタスティ
ック キッド Fantastic Kid
（牡 Lemon Drop Kid）
ロシア３勝
祖母ファクト ファインディング Fact Finding
（92 Known Fact）
北米２勝。
産駒
シロストレイタス Cirrostratus
（騸 Cloud Hopping）
北米２勝
三代母サーチ コミッティー Search Committee
（84 Roberto）
北米１勝。
産駒
ファースト ステイジ First Stage：北米３勝，
Purcell S，
Stillwater S，
Misty Isle
S-L３着，
Remington Park Oaks-L３着。
産駒
プレイング ゲームズ Playing Games：北米２勝，
My Dear S-L３着。
キャンデ
ィ ゲームズ Candy Games（Carles Town Dash H３着）
の母
タスカン スカイ Tuscan Sky：英１勝。
産駒
サンセット アフェア Sunset Affair：豪２勝，
BRC Lancaster S-L２着
マナハラ Manahara：豪３勝，
ＡＪＣキンダーガーテンＳ-G3４着，
シンガポー
ル１勝
ザサーチアズエンディ
ド Thesearchasended：北米１勝。
産駒
ミッドナイ
ト サーチ Midnight Search：北米５勝。
アイム エヴィン アイム リー
ヴィン Im Evin Im Leavin（Century Casino Oaks）
の母
四代母ミス カーミー Miss Carmie
（66 T. V. Lark）
北米３勝，
Clipsetta S。
クリス エ
ヴァート Chris Evert
（米３歳牝馬チャンピオン，
ＣＣＡオークス-G1）
の母
【競走成績】
中央１勝，
２着１回，
３着１回
［収得賞金 \9,000,000］
【繁殖成績】
2012 エイシンカオス
（騸 栗 ゴールドアリュール）
南関東"１勝，
兵庫"６勝
13 エイシンギガント
（牡 黒鹿 *シンボリクリスエス）
１勝，
!
14 エイシンスペード
（牡 栗 *エイシンアポロン）
１勝，
!
15 エイシンメロディー
（牝 鹿 *ハービンジャー）
佐賀"３勝，
!
16 エイシンフォーユー
（牝 黒鹿 *エーシンフォワード）
兵庫"１勝，
!
17 エイシンアローハ
（牡 栗 *エスケンデレヤ）
未出走
18 （牡 黒鹿 ワンダーアキュート）
（*マジェスティ
ックウォリアー）
19 不受胎
販売者：栄進堂＝大阪府大阪市 ℡0146
（35）
3405
（飼養者＝松本牧場）
価
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格：

購買者：

エーシンフラクタル

