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シュヴァルグラン

CHEVAL GRAND (JPN)

キタサンブラックらを下し第37回ジャパンＣ優勝
種牡馬族出身のハーツクライ良血後継
父ハーツクライが鼻差及ばなかったジャパンＣを、2017年に強豪を破って優勝。父の無念を晴らした
シュヴァルグランは、芝中長距離の最前線で安定感抜群の成績を残した。５代母バラードから広がる
ファミリーは世界的名種牡馬の宝庫でもある。

動画QRコード

出生条件	 120 万
産駒誕生後

1ヶ月以内支払い

受胎条件	 80 万
フリーリターン
特約付

8月末日受胎確認後
9月末日迄支払

2022
FEE
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2012年生　安平産　栗毛� 体高164.0㎝　胸囲184.0㎝　管囲20.5㎝

年次	（年齢）	 出走	 １着	 ２着	 ３着	 収得賞金

２0１4	（２）	 4	 １	 1	 ２	 ￥１8,３86,000
２0１5	（３）	 6	 ３	 1	 0	 ￥4３,１0３,000
２0１6	（4）	 7	 ２	 １	 ２	 ￥２6３,１80,000
２0１7	（5）	 6	 １	 ２	 ２	 ￥484,5２8,000
２0１8	（6）	 5	 0	 １	 １	 ￥１9１,500,000
２0１9	（7）	 5	 0	 １	 0	 ￥0
	 	 	 	 	 	 $１,２00,000
	 	 	 	 	 	 £１6,875
合計	 	 33	 7	 7	 7� ￥1,000,697,000
	 	 	 	 	 	 $1,200,000
	 	 	 	 	 	 £16,875

競走成績 Race Record

ハーツクライ
Heart's Cry (JPN)

鹿　2001

ハルーワスウィート
Halwa Sweet (JPN)

栗　2001

*サンデーサイレンス
Sunday Silence (USA)

アイリッシュダンス
Irish Dance (JPN)

マキアヴェリアン
Machiavellian (USA)

*ハルーワソング
Halwa Song (USA)

Halo

Wishing Well

*トニービン

*ビューパーダンス

Mr. Prospector

Coup de Folie

Nureyev

Morn of Song

Hail to Reason
Cosmah

Understanding
Mountain Flower

*カンパラ
Severn Bridge

Lyphard
My Bupers

Raise a Native
Gold Digger

Halo
Raise the Standard

Northern Dancer
Special

Blushing Groom
Glorious Song (12-c)

５代目までのインブリード ■ Halo 3S×4D×5D，Northern Dancer 5S×4D，Natalma 5D×5D

【４歳時：2016年】
1	阪神大賞典-G2	 阪神・芝３000m	 ３:05.8
1	アルゼンチン共和国杯-G2	 東京・芝２500m	 ２:３３.4
3	ジャパンＣ-G1	 東京・芝２400m
3	天皇賞・春-G1	 京都・芝３２00m

【５歳時：2017年】
1	ジャパンＣ-G1	 東京・芝２400m	 ２:２３.7
2	天皇賞・春-G1	 京都・芝３２00m
3	有馬記念-G1	 中山・芝２500m

【６歳時：2018年】
2	天皇賞・春-G1	 京都・芝３２00m
3	有馬記念-G1	 中山・芝２500m

【７歳時：2019年】
2	ドバイシーマクラシック-G1	 Meydan・芝２4１0m

2017	ジャパンＣ2017	ジャパンＣ-G1-G1
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父系 Sire

種牡馬成績 Stud Record

父ハーツクライは総合リーディングの上位常連
芝ダート問わず世界各国で11頭のＧ１馬を送る

2020年より供用中。初年度産駒は本年１歳。

父：ハーツクライは千歳産。３～５歳時に日・
UAE・英で 19戦５勝。最優秀古牡馬，ドバイシ
ーマクラシック -G1，有馬記念-JPN1，京都新聞
杯-JPN2，ジャパンＣ-G1２着。代表産駒に
シュヴァルグラン：本馬
リスグラシュー（14 牝 BMS：American Post）年度代

表馬，最優秀古牝馬・２回，ＭＶＲＣ Ｗ.Ｓ.コ
ックスプレート -G1，有馬記念-G1，宝塚記念
-G1，エリザベス女王杯-G1

ジャスタウェイ（09 牡 BMS：Wild Again）最優秀古
牡馬，ドバイデューティフリー -G1，天皇賞・
秋-G1，安田記念-G1

ヨシダ Yoshida（14 牡 BMS：Canadian Frontier）ウ
ッドウォードＳ-G1，オールドフォレスター
ターフクラシックＳ-G1

スワーヴリチャード（14 牡 BMS：Unbridled's Song）
ジャパンＣ-G1，大阪杯-G1，金鯱賞-G2，アル
ゼンチン共和国杯-G2

アドマイヤラクティ（08 牡 BMS：*エリシオ）ＭＲＣ
コーフィールドＣ-G1

ワンアンドオンリー（11 牡 BMS：*タイキシャトル）ダ
ービー -G1，神戸新聞杯-G2

ヌーヴォレコルト（11 牝 BMS：*スピニングワールド）
オークス -G1，中山記念-G2，ローズＳ-G2

ドウデュース（19 牡 BMS：Vindication）最優秀２歳
牡馬，朝日杯フューチュリティＳ-G1

サリオス（17 牡 BMS：Lomitas）朝日杯フューチュ
リティＳ-G1，毎日王冠-G2

タイムフライヤー（15 牡 BMS：*ブライアンズタイム）
ホープフルＳ-G1

ウインバリアシオン（08 牡 BMS：Storm Bird）青葉賞
-G2，日経賞-G2

フェイムゲーム（10 騸 BMS：*アレミロード）目黒記
念-G2，アルゼンチン共和国杯-G2

カレンミロティック（08 騸 BMS：A. P. Indy）金鯱賞
-G2

ヴィクティファルス（18 牡 BMS：Galileo）スプリン
グＳ-G2

ヒシイグアス（16 牡 BMS：Bernstein）中山記念-G2
ギュスターヴクライ（08 牡 BMS：Fabulous Dancer）

阪神大賞典-G2
ゴーフォザサミット（15 牡 BMS：Storm Cat）青葉賞
-G2

シャドウディーヴァ（16 牝 BMS：Dansili）府中牝馬
Ｓ-G2

ノーワン（16 牝 BMS：Caerleon）フィリーズＲ-G2
スワーヴアラミス（15 牡 BMS：Sligo Bay）東 海

Ｓ-G2

中団７番手から最終コーナーで大外を回って進出
すると、直線でタンタアレグリアを突き放して快
勝。正攻法のレースで抜群の持久力を見せつけた

2016 阪神大賞典2016 阪神大賞典-G2-G2

内ラチ沿いの４番手から末脚を伸ばし、ダービー
馬レイデオロや連覇を狙うキタサンブラックをお
さえて待望のＧ１初制覇を果たした

2017 ジャパンＣ2017 ジャパンＣ-G1-G1
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母系 Family

母ハルーワスウィートはヴィルシーナ、シュヴァルグラン、
ヴィブロスと３頭のＧ１馬を送る名牝

母ハルーワスウィートは５勝。産駒
ファルスター（08 牡 鹿 ダンスインザダーク）東海（公）

２勝，中央１勝
ヴィルシーナ（09 牝 青 ディープインパクト）５勝，ヴ

ィクトリアマイル -G1（２回），クイーンＣ-G3，エ
リカ賞，桜花賞-G1２着，オークス -G1２着，秋華
賞-G1２着，エリザベス女王杯-G1２着，ローズＳ 
-G2２着，宝塚記念-G1３着。産駒
ブラヴァス：５勝，新潟記念-G3，但馬Ｓ，再度山特

別，七夕賞-G3２着，チャレンジＣ-G3２着，
新潟大賞典-G3４着，○現

ディヴィーナ：３勝，○現
ランギロア（10 牡 栗 アグネスタキオン）東海（公）３勝
シュヴァルグラン：本馬
ヴィブロス（13 牝 青 ディープインパクト）最優秀古牝

馬，３勝，秋華賞-G1，府中牝馬Ｓ-G2２着，紫苑Ｓ 
-G3２着，宝塚記念-G1４着，エリザベス女王杯
-G1５着，UAE１勝，ドバイターフ -G1，同２着（２
回），香港入着，香港マイル -G1２着

祖母 *ハルーワソング Halwa Song は米国産，不出走。産駒
マーティンボロ（牡 ディープインパクト）７勝，新潟記

念-G3，中日新聞杯-G3，飛鳥Ｓ，小倉記念-G3２
着，同５着。種牡馬

フレールジャック（牡 ディープインパクト）４勝，ラジ
オＮＩＫＫＥＩ賞-G3，西宮Ｓ，ニューイヤーＳ-L
２着，神戸新聞杯-G2３着，鳴尾記念-G3４着

ベルディーヴァ（牝 ダイワメジャー）３勝，醍醐特別，淀
短距離Ｓ-L３着

ラプソディーア（牝 ディープブリランテ）３勝，小豆島
特別，白藤賞

スペードエース（牡 ワールドエース）２勝，アルメリア
賞

ラスティングソング（牝 フジキセキ）入着，兵庫（公）１
勝。産駒
インヴィクタ：２勝，梅花賞，若葉Ｓ-L３着
クィーンズベスト：４勝，カーネーションＣ，千歳特

別，チューリップ賞-G3４着
エアジーン：３勝，初咲賞，ミモザ賞，マーメイドＳ 

-G3５着
サルスエラ（牝 マンハッタンカフェ）不出走。産駒

ヴェルステルキング：５勝，心斎橋Ｓ，白秋Ｓ，山陽
特別
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半妹
ヴィブロス

2017年のドバイターフ-G1で後方から馬
群を華麗にさばいて海外Ｇ１初制覇

ヴィルシーナ
2014年のヴィクトリアマイル-G1で驚異
的な二枚腰を発揮し逃げ切り勝ち。前年に
続き連覇を達成した

半姉

ブラヴァス
2020年の新潟記念-G3でしぶとく伸びて
優勝。重賞での惜敗続きに終止符を打った

おい


