
ペガサス32期生（2018年度募集馬）の馬名が決定しました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
ご応募頂いた馬名を全て吟味した上で申請し、以下の馬名に決定しました。

ペガサス
№ 馬 　名 血 　統 意味・由来

1 ビターエンダー
Bitterender

父　オルフェーヴル
母　ビタースウィート

絶対屈しない人。
母名より連想

2 オーヴァーネクサス
Over Nexus

父　キズナ
母　オーヴァーアンダー

絆（ラテン語）を超えて。
父名、母名より連想。
父を超えて欲しい

3 スノーレイズ
Snow Raise

父　スウェプトオーヴァーボード
母　シルクプレアデス

雪+掛け金を上乗せする。
本馬の毛色と父名より連想

4 トップブランド
Top Brand

父　ジャスタウェイ
母　イチリュウ

一流ブランド。
母名より連想

5 スマイルフェイス
Smile Face

父　ヴィクトワールピサ
母　クライフォージョイ 笑顔。母名より連想

6 フェードイン
Fade In

父　ディープブリランテ
母　グリーリーレイ

ゆっくり明るくなること。
父名より連想

7 カインドリー
Kindly

父　キズナ
母　ダイワパッション

思いやりのある。
父名より連想

8 メロウスマイル
Mellow Smile

父　エイシンフラッシュ
母　ナパ 豊かな笑顔

9 ラズベリードリーム
Raspberry Dream

父　Ultimate Eagle
母　レベッカ 曲名。母名より連想

10 ベルジルウェット
Belle Girouette

父　ベルシャザール
母　クロンドローリエ

美しい風見鶏（仏）。
本馬の額の流星の形より連想

11 ルージュキッス
Rouge Kiss

父　パイロ
母　キスオブザビーナス 紅色＋母名より

12 シュシュダムール
Chouchou d'Amour

父　キングズベスト
母　ブランダムール 可愛い愛（仏）。母名より連想

13 バルセロナ
Barcelona

父　ダイワメジャー
母　キャタロニアン

スペインの地名。カタルーニャ
州の州都。母名より連想

14 ラブリーモーション
Lovely Motion

父　カレンブラックヒル
母　ラブリーバローズ 素敵な動き。母名より連想

15 リオマッジョーレ
Riomaggiore

父　ケープブランコ
母　ヴェルナッツァ

ヴェルナッツァ近郊の著名な景
勝地。母名より連想

16 クリススキャット
Kris Scat

父　シンボリクリスエス
母　リルティングソング

父名の一部+メロディーにあわ
せて即興的に歌う歌唱法。母名
より連想

17 ラビングシーン
Loving Scene

父　スピルバーグ
母　キストゥクラウン

愛情溢れる場面。
父名、母名より連想

18 マーチクイーン
March Queen

父　ジャングルポケット
母　クリスエスマーチ

行進+女王。母名と本馬の誕生
日が国際女性デーであることよ
り連想

19 スプロール
Sprawl

父　フェノーメノ
母　オーバーザウォール

不規則に広がる。
常識外の成長を期待して

20 ブラングライク
Belangrijk

父　ケープブランコ
母　モンクール

大切な（オランダ語）。
母名より連想

21 ワイルドフレーズ
Wild Phrase

父　ブラックタイド
母　ワイルドゲッツ 自然のままの決まり文句
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22 オンリーザブレイブ
Only the Brave

父　ローエングリン
母　オメガブルーライン

勇気あるのみ。勇敢に戦ってほ
しいという願いから

23 ルーレットエルフ
Roulette Elf

父　カジノドライヴ
母　スウィートエルフ

カジノゲームの一種＋母名の一
部。父名より連想

24 キーコーズウェイ
Key Causeway

父　スズカコーズウェイ
母　スプリングマンボ

母母名、母母母名の一部＋父名
の一部

25 サンジョアン
Sao Joao 

父　ルーラーシップ
母　サンビスタ

ポルトガルで行われる収穫祭。
母名、母母名より連想

26 アーニングフェイム
Earning Fame

父　エイシンフラッシュ
母　シーキングフェイム 名声を得る。母名より連想

27 キルシェンロート
Kirschen Rot

父　ロードカナロア
母　ルタンデスリーズ

さくらんぼが赤く熟れる頃
（独）。母系の継承を願って

28 フィメールモナーク
Female Monarch 

父　ルーラーシップ
母　ウェルノーテッド 女性君主。父名より連想

29 サービスエース
Service Ace

父　ゴールドシップ
母　メイクデュース

テニス用語の一種。
母系に続く名より連想

30 ネージュダムール
Neige d'Amour

父　スウェプトオーヴァーボード
母　パルフェダムール

雪（仏）+母名の一部。
本馬の毛色より連想

31 ショウゲッコウ
Shogekko

父　プリサイスエンド
母　スウィープイン 昇月光

32 ルシアンバレエ
Russian Ballet

父　タニノギムレット
母　カレンバレリーナ

ウォッカベースのカクテル名。
父名、母名より連想

33 プライムエルフ
Prime Elf

父　ワールドエース
母　ブライトエルフ 最良の妖精。母名より連想

34 アクターヒロイン
Actor Heroine

父　スクリーンヒーロー
母　ビューティーコンテスト ヒロインを演じる役者

35 クイーンズバラッド
Queen's Ballad

父　キングズベスト
母　デンファレ

女王の物語詩。
父名、母系より連想

36 ルーターズ
Rooters

父　ワールドエース
母　ゴーファイトウィン 熱烈な応援団。母名より連想

37 グレアミラージュ
Glare Mirage

父　ディープブリランテ
母　マジックミラージュ

眩しい蜃気楼。
父名、母名より連想

38 ブロフェルド
Blofeld

父　キズナ
母　ティファニーケイス

映画の登場人物名より。
母名より連想

39 メガファラヴァハー
Mega Faravahar

父　パイロ
母　タイキロザリオ

大きい有翼円盤。大きく羽ばた
いてくれることを願って

40 クレアトゥール
Createur

父　トーセンジョーダン
母　ディヴァインクレア 創造者（仏）

41 リアルシング
Real Thing

父　リアルインパクト
母　ベルモントピノコ 本物、極上品。父名より連想
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