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パーフェクトワールド Perfect World（00 USA 青鹿 Gone West）米１勝
【産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－１（１）
，地方－１（１）
】
＊
パーフェクト エンパイア Perfect Empire（05 牝 黒鹿 エンパイアメーカー）米入着
サラトガ ワイルドキャット Saratoga Wildcat（12 ｾﾝ D'Wildcat）米７勝
ダンシングクイーン（06 牝 青鹿 Giant's Causeway）１勝
サクセスラディウス（11 牡 ゴールドアリュール）１勝，兵庫 ( 公 ) ３勝
ハミングパッション（14 牝 ハーツクライ）１勝，現
ルクールダンジェ（07 牝 黒鹿 アグネスタキオン）中央・南関東・兵庫 ( 公 ) 入着
サクセスカサノヴァ（10 牡 鹿 ディープインパクト）入着
サクセスカロリーナ（12 牝 鹿 ＊コンデュイット）石川 ( 公 ) １勝
＊

祖母 ポシブリー パーフェクト Possibly Perfect（90 USA 鹿 Northern Baby）米芝牝馬
チャンピオン，米 11 勝，ビヴァリー ディーＳ -G1，イエロー リボン招待Ｓ -G1，ラモ
ナＨ -G1，サンタ バーバラＨ -G1，ゲイムリーＨ -G1，サンタ アナＨ -G1，ウイルシャー
Ｈ -G2，Marie P. Debartolo Memorial Oaks -L，ビヴァリー ヒルズＨ -G1 ２着，デル マー
招待オークス -G2 ２着，クイーン エリザベス二世チャレンジ カップＳ -G1 ３着
プロモントリー ゴールド Promontory Gold（97 牡 Gone West）米３勝，ヒル
プリンスＳ -G3，Hill Rise Ｈ -L ２着。種牡馬
パーフェクト コース Perfect Cause（04 牝 Giant's Causeway）英２戦のみ
ドニゴール ムーン Donegal Moon（13 牡 Malibu Moon）米３勝，ペガサスＳ
-G3，モンマスＣ -G3 ２着
ポシブリー ア テン Possibly a Ten（06 牝 Seeking the Gold）英２戦のみ
ヴァルカンズ フォージ Vulcan's Forge（13 牡 Giant's Causeway）米４勝，トボ
ガンＳ -G3 ２着，ウェストチェスターＳ -G3 ２着
曾祖母

アヴァサンド Avasand（85 USA 栗

Avatar）米２勝

マクラブ Makhlab（00 牡 Dixieland Band）英４勝，ホーリス ヒルＳ -G3

エヴァースマイル Eversmile（01 牝 Theatrical）米１勝
コイル Coil（08 牡 Point Given）米７勝，サンタ アニタ スプリント チャンピ
オンシップ -G1，ハスケル招待Ｓ -G1，サン パスカルＳ -G2，アファームドＨ
-G3，シガー マイルＨ -G1 ３着，グッドウッドＳ -G1 ３着
カイロプラクター Chiropractor（12 ｾﾝ Kitten's Joy）米３勝，ハリウッド ダー
ビー -G1

四代母 サンディ ブルー Sandy Blue（70 USA 栗 Windy Sands）米 10 勝，ハリウッド
オークス -G2，ラス フローレスＨ -G3，レイルバードＳ -G3，デルマー オークス -G3，
［子］ ウィンドウ シート Window Seat（82 牝 Super Concorde）米３勝，ランダ
ルースＳ -G3，レイルバードＳ -G3 ２着
ミサーデン
［孫］
Miserden（86 牡 Private Account）仏米３勝，クリテリウム ド
サンクルー -G1，カブリロＨ -G3，グッドウッドＨ -G2 ２着，ノアイユ賞
-G2 ２着，Prix Isonomy -L ３着

