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トーセンリリーの15
父 ハーツクライ　鹿毛　2015年5月17日生　生産 岡田スタッド

　父ハーツクライは今や名実ともに日本を代表するトッ
プサイアーの1頭。ジャスタウェイなど4頭のG1馬を輩
出し、サイアーランキングも2014、2015年と2年連続
で3位にランクインしました。一方、母トーセンリリー
は2歳時に交流重賞に優勝しただけでなく、3歳春には芝
のフラワーCでも2着に好走した実力馬。優秀な父と母
を持つ本馬は紛れもない良血馬と言えるでしょう。そん
な血統背景の良さは馬体にも反映され、頭から尾の先ま
で均整の取れた作りをはじめ、皮膚の薄さ、しっかりと
した骨格など、素質馬らしい品の良さを感じさせます。
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鹿 2000 ミデオンレディー *ゲイトロイ（3）

母トーセンリリー（00 アンバーシャダイ）１勝，フラワーＣ-JPN3２着，北海道
�２勝，エーデルワイス賞-JPN3（Ｄ1800ｍ）。産駒
トーセンオーラ（09 牝 鹿トーセンダンス）１勝
トーセンモバイル（12 騸 鹿キングカメハメハ）１勝，�
ジェムリリー（14 牡 鹿トーセンファントム）未出走

祖母ミデオンレディー（91 *アンフィールド）３戦。産駒
イーグルストーン（牡 *スターオブコジーン）１勝
ドリームレグノ（牝ホリスキー）佐賀�２勝
ノープログラム（牡 バンブーアトラス）岩手�１勝

曽祖母 *ゲイトロイGay Troy（81 Troy）仏国産，仏入着。産駒
マラクジャMaracuja：仏１勝。産駒

マッサダ Massada：独２勝，Preis von Koln-L３着，独1000ギニー
-G2４着。産駒
レスファッツァーニ Les Fazzani：英伊愛８勝，Gillies Fillies’

S-L，Wild Flower S-L，Pinnacle S-L，Premio Giuseppe
Valiani-L，ハクスリーＳ-G3２着，リディアテシオ賞-G1３
着，ランカシャーオークス-G2４着

ミスリップス Miss Lips：独３勝，Hasseroder Sprint-Cup-L，ロ
ットトロフィー-G3２着

ロイヤル ストーリー Royal Story：独１勝，Orakel der Dreijaehri-
gen-L３着

四代母ゲイミサイル Gay Missile（67 Sir Gaylord）北米10勝，アシュランド
Ｓ，ヴェイグランシーＨ３着。産駒
*ゲイメセン Gay Mecene：仏古馬チャンピオン，仏５勝，サンクルー大賞

典-G1，ユジェーヌアダム賞-G2。種牡馬
ラッシー ディア Lassie Dear：北米５勝，ヴィレッジャーＳ-G3，Marica

H。ウルフハウンド Wolfhound（スプリントＣ-G1）の母，エーピー イ
ンディ A. P. Indy（ＢＣクラシック-G1），サマー スコール Sum-
mer Squall（プリークネスＳ-G1），レモンドロップ キッド Lemon
Drop Kid（ベルモントＳ-G1）の祖母

ＢＭＳアンバーシャダイは早来産，11勝，天皇賞，有馬記念。主な産駒：メジ
ロライアン（宝塚記念-JPN1），カミノクレッセ（日経新春杯-JPN2，天皇賞・
春-JPN1２着）。母の父としてヤマトマリオン（東海Ｓ-G2），メイショウオス
カル（フローラＳ-JPN2），チェレブリタ（京都牝馬Ｓ-G3），アンブラスモア
（小倉記念-JPN3），キョウエイアシュラ（オーバルスプリント-JPN3）を出す
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関 東 入 厩
栗田博憲厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,920万円 1口価格 48,000円

一次募集

母系

母の父


