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母リファールカンヌ（97 *デインヒル）不出走。産駒
ブルドッグボス：本馬

祖母リファールニース（89 Greinton）不出走。産駒
マヤノスターダム（牡 *カーネギー）４勝，習志野特別，青島特

別，障４勝，阪神ジャンプＳ-JG3
ビッグフリート（牡 *アフリート）６勝，アクアルミナスＳ，お

けさ特別，豊栄特別，舞子特別，鹿屋特別，関屋記念-JPN3
３着，京成杯オータムＨ-JPN3４着，高知（公）10勝，佐賀（公）
入着，サマーチャンピオン-JPN3４着

ヒラボクオウショー（牡 *アフリート）４勝，両津湾特別
クジュウクシマ（牡 *アフリート）兵庫（公）２勝，中央３勝，伊勢

佐木特別
ダイワエッセンス（牡 *ウォーニング）３勝，閃光特別，桜草特別
ジューンブライド（牝 *アフリート）北海道（公）２勝。産駒

コメート（牡 ブラックタイド）２勝，きんもくせい特別，
ホープフルＳ-G2２着，新潟２歳Ｓ-G3４着，ダービ
ー -G1５着。種牡馬

曽祖母 *バーブスボールド Barb's Bold（78 Bold Forbes）米国産，
仏１勝，フィユ ド レール賞-G3２着。産駒
サイレントキラー：４勝，寿Ｓ，エーデルワイスＳ，ラジオた

んぱ賞-JPN3２着，キャピタルＳ-OP２着
*ページプルーフ Page Proof：北米１勝。*シーキングザパー

ル（モーリス ド ギース賞-G1，ＮＨＫマイルＣ-JPN1）の
母，*シーキングザダイヤ（ニュージーランドＴ-JPN2）の
祖母，テトラドラクマ（クイーンＣ-G3）の曽祖母

四代母グーフド Goofed（60 Court Martial）北米４勝，レイディー
ズＨ，パジャントＨ２着，マーゲイトＨ３着。産駒
リファール Lyphard：仏６勝，ジャック ル マロワ賞-G1，フ

ォレ賞-G1，ダリュー賞-G2，ムーラン ド ロンシャン賞
-G1２着。仏・北米チャンピオンサイアー

２～８歳時　JRA・地方　45戦14勝２着９回３着９回
【収得賞金】￥406,981,000

【４歳】2016年	１着	 室町Ｓ-OP	 京都・Ｄ1200ｍ
	 	 １着	 千葉Ｓ-OP	 中山・Ｄ1200ｍ
	 	 １着	 太秦Ｓ-OP	 京都・Ｄ1200ｍ
	 	 ２着	 クラスターＣ-JPN3	 盛岡・Ｄ1200ｍ
	 	 ２着	 かきつばた記念--JPN3	 名古屋・Ｄ1400ｍ

【５歳】2017年	１着	 クラスターＣ-JPN3■R	 盛岡・Ｄ1200ｍ
	 	 ２着	 東京盃-JPN2	 大井・Ｄ1200ｍ
	 	 ３着	 ＪＢＣスプリント-JPN1	 大井・Ｄ1200ｍ
	 	 ３着	 カペラＳ-G3	 中山・Ｄ1200ｍ
	 	 ３着	 オーバルスプリント-JPN3	 浦和・Ｄ1400ｍ

【６歳】2018年	３着	 黒船賞-JPN3	 高知・Ｄ1400ｍ

【７歳】2019年	１着	 ＪＢＣスプリント-JPN1	 浦和・Ｄ1400ｍ
	 	 １着	 ゴールドＣ	 浦和・Ｄ1400ｍ
	 	 ２着	 東京盃-JPN2	 大井・Ｄ1200ｍ

【８歳】2020年	１着	 ゴールドＣ	 浦和・Ｄ1400ｍ
	 	 ２着	 東京盃-JPN2	 大井・Ｄ1200ｍ
	 	 ２着	 さきたま杯-JPN2	 浦和・Ｄ1400ｍ
	 	 ３着	 ＪＢＣスプリント-JPN1	 大井・Ｄ1200ｍ
	 	 ３着	 クラスターＣ-JPN3	 盛岡・Ｄ1200ｍ

NAR
年度代表馬

■R :レコード

2021年より種牡馬として供用中。初産駒は本年誕生。
種牡馬成績

母　　系競走成績

鹿毛　2012年生　浦河産 父：ダイワメジャー　母：リファールカンヌ　母の父：*デインヒル
Bulldog Bossブルドッグボス

2019年より種牡馬として供用中。初産駒は本年デビュー。

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，Endine S-L，
Queen S-L，ヴェイグランシーＨ-G3２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

種牡馬成績

母　　系競走成績

父：Lemon	Drop	Kid　母：Bashful	Bertie　母の父：Quiet	American
Beach Patrol

黒鹿毛　2013年生　米国産
ビーチパトロール2022
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