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牡 馬

一次募集

母の父

 トーセンラー
 2008　黒鹿

 ハルシュタット
 2009　鹿

 ディープインパクト

*プリンセスオリビア

*ファスリエフ

 フェリーク

*サンデーサイレンス

*ウインドインハーヘア

 Lycius

 Dance Image

 Nureyev

 Mr. P's Princess

*サンデーサイレンス

*ジェドゥーザムール
サンデーサイレンス S3×M3,  Mr. Prospector S4×M4,  Northern Dancer M4×S5,  Lyphard S5×S5

ハルシュタットの18
父 トーセンラー　鹿毛　2018年4月3日生　生産 岡田スタッド

　母ハルシュタットはその父のファスリエフの影響が
大きく、コンパクトな馬体の作りで、首差しや胸前も
逞しい短距離馬の体型でしたが、本馬は胴に伸びがあ
り、首差しも長めなど、明らかに父トーセンラーの特
徴がよく出ています。その父の産駒はここまで、JRA
での勝ち上がり全てが芝競走という傾向。プリンシパル
Sを優勝し、セントライト記念でも3着に好走したザダ
ルに象徴されるように、父同様、スピードと瞬発力が身
上のタイプが少なくありません。本馬も芝の短距離から
中距離で、切れ味を発揮するのではないでしょうか。

FAMILY

BROOD MARE SIRE

関 東 入 厩
加藤士津八厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,040万円 1口価格 26,000円
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*ファスリエフ Mr. P's Princess
ハルシュタット
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*サンデーサイレンス

鹿 2009 フェリーク *ジェドゥーザムール（16）

母ハルシュタット（09 *ファスリエフ）１勝。産駒
ニヴィアン（16 牝 鹿 *アイルハヴアナザー）１勝
ユリアンナ（17 牝 黒鹿メイショウボーラー）未出走

祖母フェリーク（03 *サンデーサイレンス）１勝。産駒
ダンツカホウ（牝 *ワークフォース）２勝，�

曽祖母 *ジェドゥーザムール J'Ai Deux Amours（86 Top Ville）仏国産，仏
１勝，Prix de Lieurey-L，Prix de Meudon-L２着，オペラ賞-G2３着，
Prix Coronation-L３着，パース賞-G3４着。産駒
ウィングドラヴ Winged Love：愛仏３勝，愛ダービー-G1，Prix de Sur-

esnes-L，仏ダービー-G1３着，ニエル賞-G2３着，英入着，キングジ
ョージ六世＆クイーンエリザベスＳ-G1４着。種牡馬

*ダイワカーリアン：10勝，札幌記念-JPN2，同４着，同５着，東京新聞杯
-JPN3，富士Ｓ-JPN3，ＵＨＢ杯-OP，ノベンバーＳ，千葉Ｓ，藻岩山
特別，北洋特別，山桜賞，アイルランドＴ-OP２着，クリスマスＳ-OP２
着，ニューイヤーＳ-OP２着，都大路Ｓ-OP２着

アドマイヤビッグ：２勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ-JPN3，青葉賞-JPN2５
着

ハートハズウィングズ Heart Has Wings：仏１勝，La Coupe de Mar-
seille-L２着

シェリール：４勝，西海賞，あすなろ賞，忘れな草賞-OP３着。産駒
ムスカテール：７勝，目黒記念-G2，メトロポリタンＳ-L，オクトーバー

Ｓ，アルゼンチン共和国杯-G2２着，日経新春杯-G2２着，日
経賞-G2３着，南関東�入着，川崎記念-JPN1２着

グロンディオーズ：３勝，信濃川特別，�
エトランドル：３勝，生田特別
ヒシマサル：３勝，白鷺特別
デルカイザー：４勝

オネルーズ Onereuse：仏入着。産駒
フィデリテ Fidelite：仏２勝，サンタラリ賞-G1。イクストリーミス

Extremis（La Coupe de Marseille-L）の母

ＢＭＳ*ファスリエフは米国産，全欧２歳牡馬チャンピオン，仏英愛５勝，モル
ニ賞-G1，フィーニクスＳ-G1。仏２歳チャンピオンサイアー。主な産駒：キャリー
オン ケイティー（チェヴァリー パークＳ-G1）。母の父としてビッグ オレンジ
（ゴールドＣ-G1，グッドウッドＣ-G2），デスパッチ（ＳＡＪＣグッドウッドＨ
-G1），ミスローズ デ ラゴ（ＭＶＲＣサンラインＳ-G2）を出す
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