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黒鹿毛　2013年生　米国産
*ビーチパトロール 父：Lemon	Drop	Kid

母：Bashful	Bertie　母の父：Quiet	American Beach Patrol
母　　系競走成績

種牡馬成績

2019年より種牡馬として供用中。初産駒は本年誕生。

２～５歳時　米国　19戦５勝２着７回３着３回
【収得賞金】＄2,532,945

【３歳】2016年	１着	 セクレタリアトＳ-G1	 米国・芝10F
	 ２着	 ハリウッド	ダービー -G1	 米国・芝9F
	 ２着	 アメリカン	ターフＳ-G2	 米国・芝8.5F
	 ２着	 ヒル	プリンスＳ-G3	 米国・芝9F
	 ３着	 ベルモント	ダービー招待Ｓ-G1	 米国・芝10F

【４歳】2017年	１着	 アーリントン	ミリオン-G1	 米国・芝10F	
	 １着	 ジョー	ハーシュ	ターフ	クラシックＳ-G1	 米国・芝12F
	 ２着	 ＢＣターフ-G1	 米国・芝12F
	 ２着	 ウッドフォード	リザーヴ	ターフ	クラシックＳ-G1	 米国・芝9F
	 ３着	 ユナイティド	ネイションズＳ-G1	 米国・芝11F

【５歳】2018年	２着	 オールド	フォレスター	ターフ	クラシックＳ-G1	米国・芝9F

母バッシュフル	バーティー	Bashful	Bertie（07	Quiet	American）
北米４戦。産駒
ラス	アブルーク	Ras	Abrouq（12	牡	Malibu	Moon）カター

ル１勝
*ビーチパトロール Beach Patrol：本馬
カワシール	Kawasir（15	牡	Speightstown）UAE１勝

祖母クレヴァー	バーティー	Clever	Bertie（91	Timeless	Native）
不出走。産駒
ハリケーン バーティー	Hurricane	Bertie（牝	Storm	Boot）

北米14勝，プライアリスＳ-G2，プリンセス	ルーニーＨ-G3，
同２着，ファースト	レイディＨ-G3，ヴェイグランシーＨ-G3
２着（２回），バレリーナH-G1３着

オールアメリカン バーティー	Allamerican	Bertie（牝	Quiet	
American）北米８勝，フォールズ	シティＨ-G2，ランパート
Ｈ-G2，デラウェア	オークス-G3，セイビンＨ-G3，アラバマ
Ｓ-G1２着。ホームラン バーティー	Homerun	Berti（騸	
Forestry：Lea	County	Sprint	S）の母，ビリーヴ イン バー
ティー	Believe	in	Bertie（牝	Langfuhr：Pago	Hop	S，チャ
ーチルダウンズ	ディスタフ	ターフマイルS-G2３着）の祖母

マイ ポピー バート	My	Poppy	Bert（騸	Demons	Begone）
北米10勝，Great	Falls	S２着

レッド	ホット	バーティー	Red	Hot	Bertie（牝	*タバスコキャッ
ト）北米１勝。レッド ホット ブッダ	Red	Hot	Buddha（牝	
Buddha：Inaugural	S-L）の母

プッティン	フォー	バーティー	Puttin	for	Bertie（牝	*タバスコ
キャット）不出走。レット ハー ダンス	Let	Her	Dance（牝	
Eddington：Goldfinch	S）の母

父：ステイゴールド
母：*ディラローシェ　母の父：*デインヒル Fenomeno青鹿毛　2009年生　平取産

フェノーメノ

2016年より種牡馬として供用中。2019年地方新種牡馬リーディン
グ５位。
スリリングドリーム（17	牝	BMS：*ロージズインメイ）コスモス賞-OP
３着

ヴィンチェーレ（17	牝 BMS：*コロナドズクエスト）１勝，新馬
キタノオクトパス（17	牡	BMS：*グラスワンダー）１勝，新馬
クロスザルビコン（17	牡	BMS：キングカメハメハ）１勝，新馬
ザイラ（17	牝	BMS：Carson	City）１勝，新馬
レディオマジック（17	牡	BMS：アドマイヤムーン）１勝
エムティエーレ（17	牝	BMS：*クロフネ）石川・金沢ヤングチャンピオン
ドンナフォルテ（17	牝	BMS：*グラスワンダー）石川・金沢プリンセス
Ｃ２着

種牡馬成績

母　　系競走成績

【３歳】2012年	１着	 青葉賞-G2	 東京・芝2400ｍ
	 	 １着	 セントライト記念-G2	 中山・芝2200ｍ
	 	 ２着	 ダービー -G1	 東京・芝2400ｍ
	 	 ２着	 天皇賞（秋）-G1	 東京・芝2000ｍ

【４歳】201３年	１着	 天皇賞（春）-G1	 京都・芝3200ｍ
	 	 １着	 日経賞-G2	 中山・芝2500ｍ
	 	 ４着	 宝塚記念-G1	 阪神・芝2200ｍ

【５歳】2014年	１着	 天皇賞（春）-G1	 京都・芝3200ｍ

2 ～６歳時　JRA　18戦7勝2着2回3着0回
【収得賞金】￥629,108,000

母	*ディラローシェ	De	Laroche（99	*デインヒル）愛国産，愛・北
米２勝。産駒
ディオメデス（07	牡	鹿	フジキセキ）２勝，あやめ賞，白百合

Ｓ-OP２着
フェノーメノ：本馬

祖母シー	ポート	Sea	Port（80	Averof）英愛３戦。産駒
インディジェナス	 Indigenous（騸	Marju）愛３勝，香港年度

代表馬，香港12勝，香港国際ヴァーズ-G2，同４着，Hong	
Kong	Gold	Cup（２回），Hong	Kong	Champions	&	
Chater	Cup（２回），The	Sha	Tin	Trophy，Sha	Tin	
Futurity	Trophy，Centenary	Vase，香港クイーン	エ
リザベス二世Ｃ-G2２着，同４着，同-G1３着（２回），香
港ヴァーズ-G1３着，同４着，同-G2４着，マレーシア１
勝，中央・シンガポール入着，ジャパンＣ-G1２着，シンガ
ポール航空国際Ｃ-G1３着

シー	オブ	ダイヤモンズ	Sea	of	Diamonds（牝	Glenstal）不
出走。産駒
ジュエ ル オ ブ ア イ ル ラ ンド	Jewel	of	 Ireland（牝	

Nassipour）豪１勝，WATC	Belmont	Oaks-L２着
モア	 ダ イ ヤモンズ	More	Diamonds（牝	Straight	
Strike）豪２勝。ジェシカビール	Jessicabeel（牝	
Zabeel：ＡＪＣシドニーＣ-G1）の母

フェイダー	Fayidah（牝	Glenstal）ＮＺ１勝。産駒
アワ	 ローズ	 オブ	 ドバイ	Our	Rose	Of	Dubai（牝	
Conquistarose）ＮＺ１勝。ロ ー ジ ー ロ ケット	
Rosie	Rocket（牝	Blackfriars：WATC	Starstruck	
Classic-L）の祖母

父：*サンデーサイレンス
母：*ペイパーレイン　母の父：Bel	Bolide Matsurida Gogh鹿毛　2003年生　静内産

マツリダゴッホ

母　　系競走成績

種牡馬成績

2010年より種牡馬として供用中。2013年全日本（中央＆地方）新
種牡馬リーディング３位，中央新種牡馬リーディング２位。

【主な産駒】
ロードクエスト（13	牡	BMS：*チーフベアハート）スワンＳ-G2，京成
杯オータムＨ-G3，同４着，新潟２歳Ｓ-G3，ＮＨＫマイル
Ｃ-G1２着，ホープフルＳ-G2２着，パラダイスＳ-L２着，ス
プリングＳ-G2３着，阪急杯-G3４着，東京新聞杯-G3４着

マイネルハニー（13	牡	BMS：ナリタブライアン）チャレンジＣ-G3，白
富士Ｓ-L，ディセンバーＳ-L，スプリングＳ-G2２着，オクト
ーバーＳ-L２着，ポートアイランドＳ-L２着，福島テレビオ
ープン-L２着，アイルランドＴ-L２着，エプソムＣ-G3３着，
福島記念-G3４着，京都金杯-G3５着，中山金杯-G3５着
クールホタルビ（12	牝	BMS：*ヘクタープロテクター）ファンタジー
Ｓ-G3，フェニックス賞-OP２着

ウインマーレライ（11	牡	BMS：Fusaichi	Pegasus）ラジオＮＩＫＫＥ
Ｉ賞-G3，アスター賞

アペルトゥーラ（11	牡	BMS：ジャングルポケット）ルミエールオータム

ダッシュ -L，稲妻Ｓ，驀進特別
アリンナ（14	牝	BMS*グラスワンダー）葵Ｓ-L，秋明菊賞
アルマワイオリ（12	牡	BMS：*ピルサドスキー）もみじＳ-OP，朝日杯
フューチュリティＳ-G1２着，アーリントンＣ-G3２着，ニュ
ージーランドＴ-G2３着，デイリー杯２歳Ｓ-G2４着
ディバインコード（14	牡	BMS：*ヘクタープロテクター）橘Ｓ-OP，オー
ロＣ-L２着，ジュニアＣ-OP２着，京王杯２歳Ｓ-G2３着，ア
ーリントンＣ-G3３着，春雷Ｓ-L３着，リゲルＳ-L３着
ウインスプラッシュ（11	牡	BMS：*フォーティナイナー）ききょうＳ-OP
エントリーチケット（14	牝	BMS：*スターオブコジーン）タンザナイト
Ｓ-OP，葵Ｓ-L２着，紅梅Ｓ-OP２着，中京２歳Ｓ-OP２着

ホウオウカトリーヌ（16	牝	BMS：Henrythenavigator）黒松賞，フェ
アリーＳ-G3２着，カンナＳ-OP２着

エクラミレネール（13	牝	BMS：*プラウドデボネア）隅田川特別，菜の
花賞，ニュージーランドＴ-G2３着，アネモネＳ-L４着

カルリーノ（16	牡	BMS：ショウナンカンプ），羊ヶ丘特別，ジュニアＣ-L
２着，京王杯２歳Ｓ-G2３着，函館２歳Ｓ-G3３着

【４歳】2007年	１着	 有馬記念-G1	 中山・芝2500ｍ
	 	 １着	 オールカマー -G2	 中山・芝2200ｍ
	 	 １着	 アメリカＪＣＣ-JPN2	 中山・芝2200ｍ

【５歳】2008年	１着	 日経賞-G2	 中山・芝2500ｍ
	 	 １着	 オールカマー -G2	 中山・芝2200ｍ

【６歳】2009年	１着	 オールカマー -G2	 中山・芝2200ｍ

2 ～６歳時　JRA・香港　27戦10勝2着2回3着１回
【収得賞金】￥650,139,000　ＨＫ＄250,000

母	*ペイパーレイン	Paper	Rain（91	Bel	Bolide）米国産，北米６
勝。産駒
マツリダゴッホ：本馬

祖母	*フローラルマジック Floral	Magic（85	Affirmed）米国産，
北米６勝，Los	Altos	Invitational	H，サンタ	イネスＳ-G3３
着。産駒
ナリタトップロード（牡	サッカーボーイ）８勝，菊花賞-JPN1，
阪神大賞典-G2，同-JPN2，京都大賞典-JPN2，京都記念
-JPN2，弥生賞-JPN2，きさらぎ賞-JPN3。種牡馬

ホウシュウサルーン（牡	*ベリファ）南関東（公）６勝，全日本３
歳優駿

種牡馬成績

母　　系競走成績

青鹿毛　2013年生　新ひだか産
ミッキーグローリー 父：ディープインパクト

母：メリッサ　母の父：*ホワイトマズル

2020年より供用開始。

母メリッサ（04	*ホワイトマズル）６勝，北九州記念-G3，同５着，北
九州短距離Ｓ，セントウルＳ-G2３着，ＣＢＣ賞-G3４着。産駒
ネミッサ（12	牝	青鹿	マンハッタンカフェ）入着，兵庫（公）１勝
ミッキーグローリー：本馬　
カツジ（15	牡	鹿	ディープインパクト）２勝，ニュージーランド
Ｔ-G2，デイリー杯２歳Ｓ-G2２着，洛陽Ｓ-L３着，マイル
チャンピオンシップ-G1４着，きさらぎ賞-G3５着，○現

パープルレディー（18	牝	鹿	ディープインパクト）未出走
祖母ストーミーラン（91	*トニービン）３勝，吉野ヶ里特別，阪神大
賞典-JPN2４着。産駒
サザンストーム（騸	フジキセキ）３勝

曽祖母ウインドオブサマー（83	*ノーザリー）入着。産駒
マダムビット：３勝，岩手（公）１勝

四代母アイレバース（70	*ソロナウェー）３勝，ＳＴＶ杯。産駒
アイレテスコ：１勝。産駒

ゴーウィズウィンド：６勝，みなみ北海道Ｓ-L，同２着，同
３着，目黒記念-JPN2５着，ダイヤモンドＳ-G3５着

アンカースティーム：１勝。セイウンワンダー（最優秀２
歳牡馬，朝日杯フューチュリティＳ-JPN1），ワイキュ
ーブ（北九州記念-JPN3３着）の祖母

ベルトップレディ：不出走。産駒
ベルシャルマンテ：４勝，隅田川特別，関屋記念-JPN3３着

マイソール：不出走。産駒
セレクトサンキスト：不出走。マルブツサンキスト（小倉

記念-JPN3），ベストセレクション（ＫＢＣ杯-OP）の
母，サダムブルースカイ（函館２歳Ｓ-JPN3）の祖母

アイレチェリー：不出走。産駒
オーテル：１勝。マキシムスキー（シクラメンＳ-OP）の母

２～６歳時　ＪＲＡ　13戦７勝２着１回３着３回
【収得賞金】￥149,810,000

【３歳】2016年	１着	 500万下	 中山・芝1600ｍ
	 １着	 未勝利	 東京・芝1400ｍ

【４歳】2017年	１着	 1000万下	 中山・芝1600ｍ
	 １着	 500万下	 新潟・芝1800ｍ

【５歳】2018年	１着	 京成杯オータムＨ-G3	 中山・芝1600ｍ
	 １着	 阿武隈Ｓ	 福島・芝1800ｍ
	 ５着	 マイルチャンピオンシップ-G1	 京都・芝1600ｍ

【６歳】2019年	１着	 関屋記念-G3	 新潟・芝1600ｍ

Mikki Glory新種牡馬
2020
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