
平出 貴昭



3

4
5

6

8

10

12

14

15

16

20

24

28

31

34

■各国サイアーランキング………………37
38

39

40

41

42

43

44

45

■父系図………………………………46
47

51

57

ダートグレード競走（日付順）　…………………………………………………………

ダートグレード競走（父系順）　…………………………………………………………

フランス　 ……………………………………………………………………

オーストラリア　………………………………………………………………

父系別勢力分布図　…………………………………………………………

ＪＲＡ ＆ ダートグレード競走勝ち馬　…………………………………………

海外主要国Ｇ１勝ち馬 ………………………………………………………

ＪＲＡ　…………………………………………………………………………

ＪＲＡ母の父　…………………………………………………………………

地方　…………………………………………………………………………

アメリカ　………………………………………………………………………

イギリス・アイルランド　………………………………………………………

■おわりに………………………………

※コンテンツ名をクリックすると該当ページに遷移します

CONTENTS
■はじめに・プロフィール………………

■重賞勝ち馬…………………………
ＪＲＡＧ１　……………………………………………………………………

ＪＲＡ重賞（日付順）　…………………………………………………………

ＪＲＡ重賞（父系順）　…………………………………………………………

ＪＲＡ重賞（路線順）　…………………………………………………………

ＪＲＡ重賞（ファミリーナンバー順）　 …………………………………………

地方重賞（日付順）　…………………………………………………………

地方重賞（父系順）　…………………………………………………………

地方重賞（地区順）　…………………………………………………………

海外Ｇ１（日付順）　 …………………………………………………………

海外Ｇ１（父系順）　 …………………………………………………………

海外Ｇ１（国順）　 ……………………………………………………………



はじめに
 筆者が競馬を始めたのは1990年。オグリキャップが引退した年であり、

アイネスフウジンが制したダービー当日の東京競馬場の入場者数

（196,517名）はいまだに日本競馬の最高記録を保持しているという、日

本競馬界にとってターニングポイントとなった重要な年でした。そんな熱

い時代に競馬を始められたおかげで、競馬を仕事にするほどのめり込ん

だのでしょう。 

 

 大学時代、競馬ブックの募集広告を見てサラブレッド血統センターで

アルバイトをはじめ、その後競馬通信社へ。「週刊競馬通信」「競馬通信

大全」、各種ＰＯＧ本などの編集・執筆業務を経て、著書『日本の牝系』

も出させていただきました。その頃、望田潤さんと一緒に働いていたので、

その繋がりで栗山さんとも知り合い、『血統屋』の立ち上げにも微力なが

らサポートさせていただきました。そういったお付き合いもあり、今回の場

を与えていただいた次第です。 

 

 競馬通信社退社後は、netkeiba.comや競馬総合チャンネルを運営す

るネットドリーマーズへ移り、Webサイト運営や執筆・編集業に携わりまし

た。現在はサラブレッド血統センターに戻り、競馬四季報の馬の短評（ポ

イント）や、競馬ブックなどの執筆・編集業を主に担当しています。 

 

 いち競馬ファンだった頃から25年目。はや四半世紀が経ち、競馬の仕

組みも状況もすっかり変わりました。G1レースは大幅に増え、地方との交

流レースも盛んになり、日本馬が海外G1を勝つのも珍しいことではなくな

りました。地方や海外の騎手も当たり前のようにＪＲＡで騎乗しています。 

 

 血統面でも大きな変化がありました。当時のＪＲＡサイアーランキング

ベスト10を見てみましょう。 

 

○1990年ＪＲＡサイアーランキング 

1 *ノーザンテースト(CAN) 

2 トウショウボーイ 

3 *ミルジョージ(USA) 

4 *モガミ(FR) 

5 *ノーザンディクテイター(USA) 

6 マルゼンスキー 

7 *リアルシヤダイ(USA) 

8 *ラッキーソブリン(USA) 

9 *ブレイヴェストローマン(USA) 

10 *ノーアテンション(FR) 

 

 実に10頭中８頭が輸入種牡馬。ノーザンテーストはG1馬ですが、海外

のスターホースと呼べるような馬はおらず、感情移入などはしにくかった

のではないでしょうか。日本で走った事のある馬はトウショウボーイとマル

ゼンスキーだけです。 

 

 そして、以下が2013年です。 

 

○2013年ＪＲＡサイアーランキング 

1 ディープインパクト 

2 キングカメハメハ 

3 *シンボリクリスエス(USA) 

4 ダイワメジャー 

5 ハーツクライ 

6 ステイゴールド 

7 マンハッタンカフェ 

8 フジキセキ 

9 ネオユニヴァース 

10 *クロフネ(USA) 

 

 10頭中、２頭の外国産馬がいますが、いずれも競走馬として輸入され

た馬で、10頭すべてが日本調教のＧ１ホース。海外の種牡馬に頼ること

なく、日本で活躍した馬が、種牡馬として成功できるサイクル、土壌がで

きたのです。 

 

 これは競馬ファンにとっても楽しみが増えることです。好きだった馬の

産駒がまたG1レースで活躍してくれれば感情移入もしやすいですし、長

く競馬を見る楽しみは確実に増えていくはずです。 

 

 筆者も、“父系を追う”楽しみが増えました。やがてその興味を海外に

広げ、さらに調べていくと、いろいろな傾向が見えてきました。代表的な

ものでは、日本で一大勢力を築いているHalo系が海外では発展してい

なかったり、欧州では一流半のスプリンターが種牡馬として大成功するこ

とが多かったりと、各国で様々な傾向があるのです。日本だけでなく、海

外のデータをまとめることによって、今後の世界、日本の血統地図がどの

ような方向に向かっていくのかも見えてくるものです。 

 

 筆者は仕事柄、種牡馬に関する業務も多く、最新の種牡馬事情を把

握しておくために、毎週、種牡馬に関する自分用の資料を更新するのが

習慣になっています。そのデータのいくつかをまとめたのが、この「競馬

血統年鑑」です。 

 

 はっきり言って、あまり馬券の役には立たないでしょう。しかし、筆者のよ

うに、競馬を“血統”で見ることに楽しみを感じる方には興味を持っていた

だけるものではないかと思っています。 

 

 そして、ただデータをまとめたものではなく、筆者による簡単な解説を

付けることによって、筆者の見解を伝えるとともに、皆様なりの解釈の幅

を広げる手助けになればと思います。本書が、皆様の競馬の楽しみ方を

広げられれば、こんなに嬉しいことはありません。 

◆平出 貴昭 （ひらいで たかあき） 

1973年生まれ。競馬通信社～netkeiba.com/競馬総合チャンネルを経て、現在はサラブレッド血統センターに在籍。週刊競馬ブック、

競馬四季報、優駿、JRAレーシングプログラム、ウマニティ、poco poco（南関東競馬のフリーペーパー）などで執筆、編集業務などに

携わった。著書に『日本の牝系』（競馬通信社刊）。 

 

【好きな馬】 

トウカイテイオー、メジロライアン、メジロドーベル、ローエングリン、サクラバクシンオー、ウイニングチケット、エルコンドルパサー、ガレ

オン、イソノルーブル、Balanchine、Smarty Jones、Dubai Millennium、Unbridled、Alleged、Singspiel、St.Jovite、Secretariat、 

 

【好きな牝系】 

メジロボサツ、シェリル、スターロッチ、ローザネイ、ヘザーランズ、Soaring、Where You Lead 

 

【好きなクロス】 

牝馬クロス全般 



日時 競馬場 性齢 毛色 父 母の父 2着馬 父 母の父 3着馬 父 母の父

グレープブランデー 牡5 黒鹿 マンハッタンカフェ ジャッジアンジェルーチ エスポワールシチー ゴールドアリュール ブライアンズタイム ワンダーアキュート カリズマティック Pleasant Tap

ロードカナロア 牡5 鹿毛 キングカメハメハ Storm Cat ドリームバレンチノ ロージズインメイ マイネルラヴ ハクサンムーン アドマイヤムーン サクラバクシンオー

アユサン 牝3 鹿毛 ディープインパクト Storm Cat レッドオーヴァル ディープインパクト Smart Strike プリンセスジャック ダイワメジャー アフリート

ロゴタイプ 牡3 黒鹿 ローエングリン サンデーサイレンス エピファネイア シンボリクリスエス スペシャルウィーク コディーノ キングカメハメハ サンデーサイレンス

フェノーメノ 牡4 青鹿 ステイゴールド デインヒル トーセンラー ディープインパクト Lycius レッドカドー Cadeaux Genereux パントレセレブル

マイネルホウオウ 牡3 栗毛 スズカフェニックス フレンチデピュティ インパルスヒーロー クロフネ サンデーサイレンス フラムドグロワール ダイワメジャー ブライアンズタイム

ヴィルシーナ 牝4 青毛 ディープインパクト Machiavellian ホエールキャプチャ クロフネ サンデーサイレンス マイネイサベル テレグノシス サンデーサイレンス

メイショウマンボ 牝3 鹿毛 スズカマンボ ジェイドロバリー エバーブロッサム ディープインパクト デインヒル デニムアンドルビー ディープインパクト キングカメハメハ

キズナ 牡3 青鹿 ディープインパクト Storm Cat エピファネイア シンボリクリスエス スペシャルウィーク アポロソニック Big Brown Pure Prize

ロードカナロア 牡5 鹿毛 キングカメハメハ Storm Cat ショウナンマイティ マンハッタンカフェ Storm Cat ダノンシャーク ディープインパクト Caerleon

ゴールドシップ 牡4 芦毛 ステイゴールド メジロマックイーン ダノンバラード ディープインパクト Unbridled ジェンティルドンナ ディープインパクト Bertolini

ロードカナロア 牡5 鹿毛 キングカメハメハ Storm Cat ハクサンムーン アドマイヤムーン サクラバクシンオー マヤノリュウジン キングヘイロー キンググローリアス

メイショウマンボ 牝3 鹿毛 スズカマンボ ジェイドロバリー スマートレイアー ディープインパクト ホワイトマズル リラコサージュ ブライアンズタイム Kingmambo

エピファネイア 牡3 鹿毛 シンボリクリスエス スペシャルウィーク サトノノブレス ディープインパクト トニービン バンデ Authorized Priolo

ジャスタウェイ 牡4 鹿毛 ハーツクライ ワイルドラッシュ ジェンティルドンナ ディープインパクト Bertolini エイシンフラッシュ King's Best Platini

メイショウマンボ 牝3 鹿毛 スズカマンボ ジェイドロバリー ラキシス ディープインパクト Storm Cat アロマティコ キングカメハメハ サンデーサイレンス

トーセンラー 牡5 黒鹿 ディープインパクト Lycius ダイワマッジョーレ ダイワメジャー Law Society ダノンシャーク ディープインパクト Caerleon

ジェンティルドンナ 牝4 鹿毛 ディープインパクト Bertolini デニムアンドルビー ディープインパクト キングカメハメハ トーセンジョーダン Cherokee Run ノーザンテースト

ベルシャザール 牡5 青鹿 キングカメハメハ サンデーサイレンス ワンダーアキュート カリズマティック Pleasant Tap ホッコータルマエ キングカメハメハ Cherokee Run

レッドリヴェール 牝2 黒鹿 ステイゴールド Dixieland Band ハープスター ディープインパクト ファルブラヴ フォーエバーモア ネオユニヴァース Pentelicus

アジアエクスプレス 牡2 栗毛 Henny Hughes Running Stag ショウナンアチーヴ ショウナンカンプ サンデーサイレンス ウインフルブルーム スペシャルウィーク サクラユタカオー

オルフェーヴル 牡5 栗毛 ステイゴールド メジロマックイーン ウインバリアシオン ハーツクライ Storm Bird ゴールドシップ ステイゴールド メジロマックイーン

11/24 東京 ジャパンＣ 芝2400 良 02:26.1

12/1 阪神 ジャパンＣダート ダ1800 良 01:50.4

12/8 阪神 阪神ジュベナイルＦ 芝1600 良 01:33.9

12/15 中山 朝日杯フューチュリティＳ 芝1600 良 01:34.7

12/22 中山 有馬記念 芝2500 良 02:32.3

11/17 京都 マイルチャンピオンシップ 芝1600 良 01:32.4

5/5 東京 ＮＨＫマイルＣ 芝1600 良 01:32.7

5/12 東京 ヴィクトリアマイル 芝1600 良 01:32.4

5/19 東京 オークス 芝2400 良 02:25.2

5/26 東京 日本ダービー 芝2400 良 02:24.3

6/2 東京 安田記念 芝1600 良 01:31.5

6/24 阪神 宝塚記念 芝2200 良 02:13.2

9/29 中山 スプリンターズＳ 芝1200 良 01:07.2

10/13 京都 秋華賞 芝2000 良 01:58.6

10/20 京都 菊花賞 芝3000 不 03:05.2

10/27 東京 天皇賞（秋） 芝2000 良 01:57.5

11/10 京都 エリザベス女王杯 芝2200 重 02:16.6

4/28 京都 天皇賞（春） 芝3200 良 03:14.2

2013年ＪＲＡ・平地Ｇ１勝ち馬

2/17 東京 フェブラリーＳ ダ1600 良 01:35.1

3/24 中京 高松宮記念 芝1200 良 01:08.1

4/7 阪神 桜花賞 芝1600 良 01:35.0

4/14 中山 皐月賞 芝2000 良 01:58.0

サンデーサイレンス系が過去最高のＧ１勝利数 
 

  平地Ｇ１22レース中、15勝がサンデーサイレンス系によるもの。2011年11頭、2012

年13頭から順調に増え続け、サンデーサイレンス系のＧ１勝利数は過去最高を記録し

た。なお、Nasrullah系は2006年以来、７年ぶりにＪＲＡ・Ｇ１勝ちがなかった。 
 

 ディープインパクトは初めて古馬のG1ホースが出て、５頭で５勝（２着10回）の最多勝。

ジェンティルドンナが４勝を挙げた、前年の２頭で５勝（２着６回）より中身の濃い１年と

なった。 

 

 キングカメハメハはロードカナロアの３勝とベルシャザールによる４勝。さらに地方で

５勝、海外で１勝を挙げている。 
 

 ステイゴールドは年間にＧ１馬４頭が出たのは初めて。フェノーメノで春秋通して初め

ての天皇賞制覇を果たし、レッドリヴェールが初の牝馬G1ホースになっている。 
 

http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103069/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2005102837/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2006106794/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007104877/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102527/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010100487/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010103743/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010100622/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010103783/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104155/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010104236/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106599/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008102985/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2006190010/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105896/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010103731/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010104148/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106264/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2008100544/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008104086/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102094/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010103752/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104287/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105827/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104155/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010110120/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2008101020/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008105554/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102739/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103548/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106253/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102527/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2007103884/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102094/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010102459/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010101344/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104155/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010103602/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010110049/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106461/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106253/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007102951/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102094/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010104304/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2009106257/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008102985/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009105925/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008105554/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106253/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104287/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2006103169/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103004/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2006106794/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009100921/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011104324/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011104000/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011103499/
http://db.netkeiba.com/horse/2011110091/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011103607/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011105223/
http://db.netkeiba.com/horse/2008102636/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2008103206/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102739/


日付 レース名 格 条件 開催 距離 馬場 馬名 性齢 父 母の父 F.No. 騎手 所属 調教師
1/5 中山金杯 G3 4歳上 中山 芝2000 良 タッチミーノット 牡7 ダンスインザダーク Mr.Prospector 2-n 横山典弘 (美) 柴崎勇
1/5 京都金杯 G3 4歳上 京都 芝1600 良 ダノンシャーク 牡5 ディープインパクト Caerleon 1-u ルメール (栗) 大久保龍
1/6 シンザン記念 G3 3歳 京都 芝1600 良 エーシントップ 牡3 Tale of the Cat Unbridled's Song 16-g 浜中俊 (栗) 西園正都

1/12 フェアリーＳ G3 3歳牝 中山 芝1600 良 クラウンロゼ 牝3 ロサード ヒシアケボノ 5-d 三浦皇成 (美) 天間昭一
1/13 日経新春杯 G2 4歳上 京都 芝2400 良 カポーティスター 牡4 ハーツクライ Capote 14 高倉稜 (栗) 矢作芳人
1/19 京都牝馬Ｓ G3 4歳上牝 京都 芝1600 良 ハナズゴール 牝4 オレハマッテルゼ シャンハイ 5-g 浜中俊 (美) 加藤和宏
1/20 アメリカＪＣＣ G2 4歳上 中山 芝2200 良 ダノンバラード 牡5 ディープインパクト Unbridled's Song 12-c ベリー (栗) 池江泰寿
1/20 東海Ｓ G2 4歳上 中京 ダ1800 良 グレープブランデー 牡5 マンハッタンカフェ ジャッジアンジェルーチ 3-n ルメール (栗) 安田隆行
1/21 京成杯 G3 3歳 中山 芝2000 良 フェイムゲーム 牡3 ハーツクライ アレミロード 1-t ベリー (美) 宗像義忠
1/27 根岸Ｓ G3 4歳上 東京 ダ1400 良 メイショウマシュウ 牡5 アドマイヤマックス スキャン 10-b 藤岡佑介 (栗) 沖芳夫
1/27 シルクロードＳ G3 4歳上 京都 芝1200 良 ドリームバレンチノ 牡6 ロージズインメイ マイネルラヴ 2-n 松山弘平 (栗) 加用正
2/3 東京新聞杯 G3 4歳上 東京 芝1600 良 クラレント 牡4 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ 9-f 岩田康誠 (栗) 橋口弘次
2/3 きさらぎ賞 G3 3歳 京都 芝1800 良 タマモベストプレイ 牡3 フジキセキ ノーザンテースト 1-t 和田竜二 (栗) 南井克巳
2/9 クイーンＣ G3 3歳牝 東京 芝1600 良 ウキヨノカゼ 牝3 オンファイア フサイチコンコルド 3-d ビュイック (美) 菊沢隆徳

2/10 共同通信杯 G3 3歳 東京 芝1800 良 メイケイペガスター 牡3 フジキセキ ブライアンズタイム 9-e 横山典弘 (栗) 木原一良
2/10 京都記念 G2 4歳上 京都 芝2200 良 トーセンラー 牡5 ディープインパクト Lycius 17-b 武豊 (栗) 藤原英昭
2/16 ダイヤモンドＳ G3 4歳上 東京 芝3400 良 アドマイヤラクティ 牡5 ハーツクライ エリシオ 8-f 内田博幸 (栗) 梅田智之
2/17 フェブラリーＳ G1 4歳上 東京 ダ1600 良 グレープブランデー 牡5 マンハッタンカフェ ジャッジアンジェルーチ 3-n 浜中俊 (栗) 安田隆行
2/17 小倉大賞典 G3 4歳上 小倉 芝1800 良 ヒットザターゲット 牡5 キングカメハメハ タマモクロス 8-h 大野拓弥 (栗) 加藤敬二
2/23 アーリントンＣ G3 3歳 阪神 芝1600 良 コパノリチャード 牡3 ダイワメジャー トニービン 6-b ビュイック (栗) 宮徹
2/24 中山記念 G2 4歳上 中山 芝1800 良 ナカヤマナイト 牡5 ステイゴールド カコイーシーズ 6-a 柴田善臣 (美) 二ノ宮敬
2/24 阪急杯 G3 4歳上 阪神 芝1400 良 ロードカナロア 牡5 キングカメハメハ Storm Cat 2-s 岩田康誠 (栗) 安田隆行
3/2 オーシャンＳ G3 4歳上 中山 芝1200 良 サクラゴスペル 牡5 サクラプレジデント Cure the Blues 13-c 横山典弘 (美) 尾関知人
3/2 チューリップ賞 G3 3歳牝 阪神 芝1600 良 クロフネサプライズ 牝3 クロフネ トニービン A4 武豊 (栗) 田所秀孝
3/3 弥生賞 G2 3歳 中山 芝2000 良 カミノタサハラ 牡3 ディープインパクト フレンチデピュティ 4-n 内田博幸 (美) 国枝栄
3/9 中日新聞杯 G3 4歳上 中京 芝2000 良 サトノアポロ 牡5 シンボリクリスエス Bering 3-n 蛯名正義 (美) 国枝栄
3/9 阪神スプリングジャンプ JG2 4歳上 阪神 芝3900 良 シゲルジュウヤク 牡5 グラスワンダー Miswaki 1-j 中村将之 (栗) 西橋豊治

3/10 中山牝馬Ｓ G3 4歳上牝 中山 芝1800 良 マイネイサベル 牝5 テレグノシス サンデーサイレンス 4-d 松岡正海 (美) 水野貴広
3/10 フィリーズレビュー G2 3歳牝 阪神 芝1400 良 メイショウマンボ 牝3 スズカマンボ グラスワンダー 9-c 川田将雅 (栗) 飯田明弘
3/16 フラワーＣ G3 3歳牝 中山 芝1800 良 サクラプレジール 牝3 サクラプレジデント ブライアンズタイム 13-c 横山典弘 (美) 尾関知人
3/16 ファルコンＳ G3 3歳 中京 芝1400 良 インパルスヒーロー 牡3 クロフネ サンデーサイレンス 4-m 田中勝春 (美) 国枝栄
3/17 スプリングＳ G2 3歳牡牝 中山 芝1800 良 ロゴタイプ 牡3 ローエングリン サンデーサイレンス 8-k C.デムーロ (美) 田中剛
3/17 阪神大賞典 G2 4歳上 阪神 芝3000 良 ゴールドシップ 牡4 ステイゴールド メジロマックイーン 16-h 内田博幸 (栗) 須貝尚介
3/23 日経賞 G2 4歳上 中山 芝2500 良 フェノーメノ 牡4 ステイゴールド デインヒル 11-d 蛯名正義 (美) 戸田博文
3/23 毎日杯 G3 3歳 阪神 芝1800 良 キズナ 牡3 ディープインパクト Storm Cat 13-a 武豊 (栗) 佐々木晶
3/24 マーチＳ G3 4歳上 中山 ダ1800 良 グランドシチー 牡6 キングカメハメハ ブライアンズタイム 12 津村明秀 (美) 相沢郁
3/24 高松宮記念 G1 4歳上 中京 芝1200 良 ロードカナロア 牡5 キングカメハメハ Storm Cat 2-s 岩田康誠 (栗) 安田隆行
3/31 ダービー卿チャレンジＴ G3 4歳上 中山 芝1600 良 トウケイヘイロー 牡4 ゴールドヘイロー ミルジョージ 9-f 松岡正海 (栗) 清水久詞
3/31 産経大阪杯 G2 4歳上 阪神 芝2000 良 オルフェーヴル 牡5 ステイゴールド メジロマックイーン 8-c 池添謙一 (栗) 池江泰寿
4/6 ニュージーランドＴ G2 3歳牡牝 中山 芝1600 良 エーシントップ 牡3 Tale of the Cat Unbridled's Song 16-g 内田博幸 (栗) 西園正都
4/6 阪神牝馬Ｓ G2 4歳上牝 阪神 芝1400 良 サウンドオブハート 牝4 アグネスタキオン Caerleon 3-n 池添謙一 (美) 松山康久
4/7 桜花賞 G1 3歳牝 阪神 芝1600 良 アユサン 牝3 ディープインパクト Storm Cat 9-f C.デムーロ (美) 手塚貴久

4/13 中山グランドジャンプ JG1 4歳上 中山 芝4250 良 ブラックステアマウンテン セ8 Imperial Ballet Sabrehill 9-c ウォルシュ [外] マリンズ
4/13 アンタレスＳ G3 4歳上 阪神 ダ1800 良 ホッコータルマエ 牡4 キングカメハメハ ミルジョージ 9-e 岩田康誠 (栗) 西浦勝一
4/14 皐月賞 G1 3歳牡牝 中山 芝2000 良 ロゴタイプ 牡3 ローエングリン サンデーサイレンス 8-k M.デムーロ (美) 田中剛
4/20 福島牝馬Ｓ G3 4歳上牝 福島 芝1800 良 オールザットジャズ 牝5 タニノギムレット サンデーサイレンス 1-s C.デムーロ (栗) 角居勝彦
4/21 フローラＳ G2 3歳牝 東京 芝2000 稍 デニムアンドルビー 牝3 ディープインパクト キングカメハメハ 9-f 内田博幸 (栗) 角居勝彦
4/21 マイラーズＣ G2 4歳上 京都 芝1600 良 グランプリボス 牡5 サクラバクシンオー サンデーサイレンス 8-c 浜中俊 (栗) 矢作芳人
4/27 青葉賞 G2 3歳 東京 芝2400 良 ヒラボクディープ 牡3 ディープインパクト Storm Cat 8-c 蛯名正義 (美) 国枝栄
4/28 天皇賞（春） G1 4歳上 京都 芝3200 良 フェノーメノ 牡4 ステイゴールド デインヒル 11-d 蛯名正義 (美) 戸田博文
5/4 京都新聞杯 G2 3歳 京都 芝2200 良 キズナ 牡3 ディープインパクト Storm Cat 13-a 武豊 (栗) 佐々木晶
5/5 新潟大賞典 G3 4歳上 新潟 芝2000 良 パッションダンス 牡5 ディープインパクト ジェイドロバリー 20-a 藤岡康太 (栗) 友道康夫
5/5 ＮＨＫマイルＣ G1 3歳牡牝 東京 芝1600 良 マイネルホウオウ 牡3 スズカフェニックス フレンチデピュティ 16-c 柴田大知 (美) 畠山吉宏

5/11 京王杯スプリングＣ G2 4歳上 東京 芝1400 稍 ダイワマッジョーレ 牡4 ダイワメジャー Law Society 12-e 蛯名正義 (栗) 矢作芳人
5/12 ヴィクトリアマイル G1 4歳上牝 東京 芝1600 良 ヴィルシーナ 牝4 ディープインパクト Machiavellian 12-c 内田博幸 (栗) 友道康夫
5/18 平安Ｓ G3 4歳上 京都 ダ1900 良 ニホンピロアワーズ 牡6 ホワイトマズル アドマイヤベガ 22-d 酒井学 (栗) 大橋勇樹
5/19 オークス G1 3歳牝 東京 芝2400 良 メイショウマンボ 牝3 スズカマンボ グラスワンダー 9-c 武幸四郎 (栗) 飯田明弘
5/25 京都ハイジャンプ JG2 4歳上 京都 芝3930 良 テイエムハリアー 牡7 ニューイングランド ステートリードン 1-s 熊沢重文 (栗) 五十嵐忠
5/26 日本ダービー G1 3歳牡牝 東京 芝2400 良 キズナ 牡3 ディープインパクト Storm Cat 13-a 武豊 (栗) 佐々木晶
5/26 目黒記念 G2 4歳上 東京 芝2500 良 ムスカテール 牡5 マヤノトップガン サンデーサイレンス 16-a 内田博幸 (栗) 友道康夫
6/1 鳴尾記念 G3 3歳上 阪神 芝2000 良 トウケイヘイロー 牡4 ゴールドヘイロー ミルジョージ 9-f 武豊 (栗) 清水久詞
6/2 安田記念 G1 3歳上 東京 芝1600 良 ロードカナロア 牡5 キングカメハメハ Storm Cat 2-s 岩田康誠 (栗) 安田隆行
6/9 エプソムＣ G3 3歳上 東京 芝1800 良 クラレント 牡4 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ 9-f 岩田康誠 (栗) 橋口弘次
6/9 マーメイドＳ G3 3歳上牝 阪神 芝2000 良 マルセリーナ 牝5 ディープインパクト Marju 9-f 川田将雅 (栗) 松田博資

6/16 函館スプリントＳ G3 3歳上 函館 芝1200 良 パドトロワ 牡6 スウェプトオーヴァーボード フジキセキ 8-k 勝浦正樹 (栗) 鮫島一歩
6/16 ユニコーンＳ G3 3歳 東京 ダ1600 重 ベストウォーリア 牡3 Majestic Warrior Mr.Greeley 1-s 戸崎圭太 (栗) 石坂正
6/22 東京ジャンプＳ JG3 3歳上 東京 芝3110 稍 アポロマーベリック 牡4 アポロキングダム Theatrical 5-h 草野太郎 (美) 堀井雅広
6/23 宝塚記念 G1 3歳上 阪神 芝2200 良 ゴールドシップ 牡4 ステイゴールド メジロマックイーン 16-h 内田博幸 (栗) 須貝尚介
6/30 ラジオＮＩＫＫＥＩ賞 G3 3歳 福島 芝1800 良 ケイアイチョウサン 牡3 ステイゴールド シンボリクリスエス 4-i 横山典弘 (美) 小笠倫弘
6/30 ＣＢＣ賞 G3 3歳上 中京 芝1200 良 マジンプロスパー 牡6 アドマイヤコジーン バブルガムフェロー 6-e 福永祐一 (栗) 中尾秀正
7/7 七夕賞 G3 3歳上 福島 芝2000 良 マイネルラクリマ 牡5 チーフベアハート サンデーサイレンス A4 柴田大知 (美) 上原博之
7/7 プロキオンＳ G3 3歳上 中京 ダ1400 良 アドマイヤロイヤル 牡6 キングカメハメハ サンデーサイレンス 9-f 四位洋文 (栗) 橋田満

7/14 函館記念 G3 3歳上 函館 芝2000 良 トウケイヘイロー 牡4 ゴールドヘイロー ミルジョージ 9-f 武豊 (栗) 清水久詞
7/21 函館２歳Ｓ G3 2歳 函館 芝1200 良 クリスマス 牝2 バゴ ステイゴールド 5-g 丸山元気 (美) 斎藤誠
7/21 中京記念 G3 3歳上 中京 芝1600 良 フラガラッハ 牡6 デュランダル トニービン 11-d 高倉稜 (栗) 松永幹夫
7/27 小倉サマージャンプ JG3 3歳上 小倉 芝3390 良 オースミムーン 牡4 アドマイヤムーン リアルシャダイ 10-c 高田潤 (栗) 小野幸治
7/28 クイーンＳ G3 3歳上牝 函館 芝1800 良 アイムユアーズ 牝4 ファルブラヴ エルコンドルパサー 8-f 戸崎圭太 (美) 手塚貴久
7/28 アイビスサマーダッシュ G3 3歳上 新潟 芝1000 良 ハクサンムーン 牡4 アドマイヤムーン サクラバクシンオー 18 酒井学 (栗) 西園正都
8/4 レパードＳ G3 3歳 新潟 ダ1800 稍 インカンテーション 牡3 シニスターミニスター Machiavellian 22-a 大野拓弥 (栗) 羽月友彦
8/4 小倉記念 G3 3歳上 小倉 芝2000 稍 メイショウナルト セ5 ハーツクライ カーネギー 9-e 武豊 (栗) 武田博

8/11 関屋記念 G3 3歳上 新潟 芝1600 良 レッドスパーダ 牡7 タイキシャトル Storm Cat 19-c 北村宏司 (美) 藤沢和雄
8/17 新潟ジャンプＳ JG3 3歳上 新潟 芝3250 良 アサティスボーイ 牡9 アサティス オペラハウス 3-j 石神深一 (美) 古賀慎明
8/18 札幌記念 G2 3歳上 函館 芝2000 重 トウケイヘイロー 牡4 ゴールドヘイロー ミルジョージ 9-f 武豊 (栗) 清水久詞
8/18 北九州記念 G3 3歳上 小倉 芝1200 良 ツルマルレオン 牡5 ハーツクライ Kingmambo 3 小牧太 (栗) 橋口弘次
8/24 エルムＳ G3 3歳上 函館 ダ1700 重 フリートストリート 牡4 ストリートクライ Singspiel 5-h 内田博幸 (栗) 角居勝彦
8/25 キーンランドＣ G3 3歳上 函館 芝1200 稍 フォーエバーマーク 牝5 ファルブラヴ ダンスインザダーク 9-c 村田一誠 (美) 矢野英一
8/25 新潟２歳Ｓ G3 2歳 新潟 芝1600 良 ハープスター 牝2 ディープインパクト ファルブラヴ 9-f 川田将雅 (栗) 松田博資
8/31 札幌２歳Ｓ G3 2歳 函館 芝1800 不 レッドリヴェール 牝2 ステイゴールド Dixieland Band 2-d 岩田康誠 (栗) 須貝尚介
9/1 新潟記念 G3 3歳上 新潟 芝2000 稍 コスモネモシン 牝6 ゼンノロブロイ Singspiel 14-c 松岡正海 (美) 清水英克
9/1 小倉２歳Ｓ G3 2歳 小倉 芝1200 重 ホウライアキコ 牝2 ヨハネスブルグ サンデーサイレンス 4-d 和田竜二 (栗) 南井克巳
9/8 京成杯オータムＨ G3 3歳上 中山 芝1600 良 エクセラントカーヴ 牝4 ダイワメジャー A.P.Indy 9-f 戸崎圭太 (美) 堀宣行
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http://pr.db.netkeiba.com/race/201306010111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2006102983/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308010111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008105554/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010110058/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306010311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105389/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308010411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106155/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308010611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106872/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306010711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103548/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103069/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306010511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104296/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008101935/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308020211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007104877/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009105009/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104866/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010100975/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104435/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008102985/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103079/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305010811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103069/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201310010411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008104835/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010106552/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008105362/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008101031/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010101222/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104103/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307020111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103016/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010508/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008104641/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008104086/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102094/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102812/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307020311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010103731/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306020811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010103783/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309010811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102739/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106599/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309020111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105827/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007103864/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009101682/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008102636/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010110058/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309020511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009103696/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010100487/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2005190013/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309020711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009100921/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306030811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010103783/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201303010511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008100868/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305020211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104287/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308030211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103388/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305020311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010100460/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308030411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106599/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308030511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105827/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103125/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105896/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305020711/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009105925/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305020811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106264/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308030911/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007100191/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305021011/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010102094/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201308031108/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2006104521/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305021210/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010105827/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305021212/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103165/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309030111/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009101682/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305030211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103552/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305030411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009105009/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309030411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103009/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302010211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007102760/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305030611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010110127/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201305030708/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102981/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201309030811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102739/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201303020211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010100097/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307030211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007104807/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201303020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008104087/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307030411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007103350/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009101682/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011104557/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201307030811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007103033/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201310020108/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009103165/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302030211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009106210/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304020211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102527/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2010104916/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201310020411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008101384/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304020611/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2006105511/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304020708/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2004100989/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302040211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009101682/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201310020811/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008105965/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302040311/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009102638/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302040411/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2008103048/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304021011/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011104000/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201302040511/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011104324/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201304021211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2007101171/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201310021211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2011100693/
http://pr.db.netkeiba.com/race/201306040211/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2009105721/


日付 レース名 条件 開催 距離 1着賞金 馬名 性齢 父 母の父
1/1 第13回尾張名古屋杯 クラス混合 名古屋 1,600 100 ネオンオーカン 牡4 ネヴァーフォゲット フジキセキ

1/2 第52回新春盃 4歳上 名古屋 1,800 150 コスモエスプレッソ 牡4 アグネスデジタル エルハーブ

1/3 第55回新春賞　(ブラックタイド賞) 4歳上 園田 1,870 400 ニシノイーグル 牡5 イーグルカフェ カコイーシーズ

1/3 第49回報知オールスターＣ 4歳上、地方全国交流 川崎 2,100 1,500 シーズザゴールド 牡6 スキャターザゴールド Manila

1/3 第48回福山大賞典 4歳上 福山 2,600 400 グラスヴィクター セ6 ヴィクトリースピーチ Gulch

1/4 第16回名古屋記念 4歳上 名古屋 1,400 250 クイックスター 牡5 サウスヴィグラス タマモクロス

1/6 第39回金杯 3歳 水沢 1,600 300 ブリリアントロビン 牝3 プリサイスエンド コマンダーインチーフ

1/9 第57回船橋記念 4歳上 船橋 1,000 1,000 ナイキマドリード 牡7 ワイルドラッシュ Salt Lake

1/11 第18回白銀争覇 4歳上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 笠松 1,400 180 トウショウクエスト 牡8 コロナドズクエスト トウショウフリート

1/12 第36回クイーンＣ 4歳上牝 福山 1,600 60 フレアリングマリー 牝5 スターリングローズ エルコンドルパサー

1/13 第13回トウケイニセイ記念 オープン 水沢 1,600 300 ティムガッド 牡9 サザンヘイロー Theatrical

1/14 第2回久松城賞 4歳上、中国・四国地区交流 高知 1,400 60 ブレーヴキャンター 牡7 プリサイスエンド ダンシングブレーヴ

1/14 第15回新春ペガサスＣ 3歳 名古屋 1,600 150 ウォータープライド 牝3 マイネルラヴ タイキシャトル

1/16 第56回ニューイヤーＣ 3歳 浦和 1,600 1,300 ソルテ 牡3 タイムパラドックス マルゼンスキー

1/19 第1回筑紫野賞 3歳 佐賀 1,750 30 ダイリングローバル 牡3 ホワイトマズル フジキセキ

1/20 第54回花吹雪賞 3歳牝、四国・九州地区交流 佐賀 1,800 100 ロマンチック 牝3 サウスヴィグラス サンデーサイレンス

1/23 第16回ＴＣＫ女王盃 4歳上牝 大井 1,800 2,200 メーデイア 牝5 キングヘイロー Lord Avie

1/24 第14回園田クイーンセレクション 3歳牝、北陸・東海・近畿・中国地区交流 園田 1,400 200 ピッチシフター 牝3 スズカマンボ Crafty Prospector

1/26 第1回球磨川賞 3歳上 佐賀 1,800 60 グランデスバル 牡5 アドマイヤジャパン ホークアタック

1/27 第23回マイル争覇 3歳上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 福山 1,600 200 エーシンアガペー 牝6 ロージズインメイ サンデーサイレンス

1/30 第62回川崎記念 4歳上 川崎 2,100 6,000 ハタノヴァンクール 牡4 キングカメハメハ ブライアンズタイム

2/2 第5回若駒賞 3歳 福山 1,600 60 カイロス 牡3 サウスヴィグラス Lomitas

2/3 第10回黒潮スプリンターズＣ 4歳上、地方全国交流 高知 1,300 50 コスモワッチミー 牡5 マイネルセレクト オジジアン

2/6 第49回報知グランプリＣ 4歳上 船橋 1,800 1,000 スターシップ 牡9 クロフネ ジャッジアンジェルーチ

2/9 第1回唐津湾賞 3歳上 佐賀 1,750 60 アティロン 牝5 サクラプレジデント フレンチデピュティ

2/10 第2回いろは丸賞 4歳上、中国・四国地区交流 福山 1,250 60 ダイワシークレット 牡8 フォーティナイナー Mt.Livermore

2/11 第17回たんぽぽ賞 3歳九州産馬、中央500万円以下、地方全国交流 佐賀 1,400 700 カシノランナウェイ セ3 マーベラスサンデー スズカストリート

2/11 第40回佐賀記念 4歳上 佐賀 2,000 2,300 ホッコータルマエ 牡4 キングカメハメハ Cherokee Run

2/13 第5回ユングフラウ賞 3歳牝 浦和 1,400 1,200 カイカヨソウ 牝3 ティンバーカントリー エリシオ

2/15 第37回ゴールドジュニア 3歳、北陸・東海・近畿・中国地区交流 笠松 1,600 180 ゴールドブラザー 牡3 タイムパラドックス タイキシャトル

2/16 第5回福山プリンセスＣ 3歳牝 福山 1,800 60 メイライト 牝3 サイレントディール フレンチデピュティ

2/17 第9回飛燕賞 3歳 佐賀 1,800 100 ロマンチック 牝3 サウスヴィグラス サンデーサイレンス

2/20 第57回金盃 4歳上 大井 2,000 2,200 トーセンルーチェ 牡7 マリエンバード Mr.Prospector

2/21 第14回梅見月杯 4歳上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 名古屋 1,900 250 サイモンロード 牡5 シンボリクリスエス トニービン

2/23 第1回嘉瀬川賞 3歳上 佐賀 2,000 60 アティロン 牝5 サクラプレジデント フレンチデピュティ

2/24 第5回福山牝馬特別 4歳上牝、北陸・東海・近畿・中国地区交流 福山 1,600 200 エーシンアガペー 牝6 ロージズインメイ サンデーサイレンス

2/27 第59回エンプレス杯(キヨフジ記念) 4歳上牝 川崎 2,100 3,500 ミラクルレジェンド 牝6 フジキセキ Awesome Again

2/28 オッズパークグランプリ2013 4歳上、地方全国交流 笠松 1,400 1,000 ラブミーチャン 牝6 サウスヴィグラス アサティス

3/3 第2回福山弥生賞 3歳 福山 1,600 60 カイロス 牡3 サウスヴィグラス Lomitas

3/6 第4回東京スプリング盃 4歳上 大井 1,400 1,300 フジノウェーブ 牡11 ブラックタイアフェアー Stop the Music

3/7 第38回スプリングＣ 3歳、北陸・東海・近畿・中国地区交流 名古屋 1,800 200 エストレーモ 牡3 スウェプトオーヴァーボード スターオブコジーン

3/9 第1回大観峰賞 3歳 佐賀 1,800 30 ゴールドペンダント 牝3 ゴールドヘイロー カコイーシーズ

3/10 第2回大高坂賞 4歳上、中国・四国地区交流 福山 1,800 60 マチカネニホンバレ 牡8 シンボリクリスエス Deputy Minister

3/13 第58回ダイオライト記念 4歳上 船橋 2,400 3,200 オースミイチバン 牡4 アグネスタキオン フサイチコンコルド

3/16 第1回佐賀弥生賞 3歳上 佐賀 1,750 40 マイネルポンピオン 牡8 アグネスデジタル タマモクロス

3/17 第10回はがくれ大賞典 3歳上 佐賀 2,000 180 デュナメス 牡7 キングカメハメハ フジキセキ

3/17 第10回はがくれ大賞典 3歳上 佐賀 2,000 180 レイズミーアップ セ9 トーホウエンペラー エイシンヒエン

3/17 第40回福山ダービー 3歳 福山 1,800 150 カイロス 牡3 サウスヴィグラス Lomitas

3/18 第11回若草賞 3歳牝、地方全国交流 福山 1,800 350 ウォータープライド 牝3 マイネルラヴ タイキシャトル

3/19 第15回黒船賞 4歳上 高知 1,400 2,100 セイクリムズン 牡7 エイシンサンディ サウスアトランティック

3/20 第36回名古屋大賞典 4歳上 名古屋 1,900 2,100 ホッコータルマエ 牡4 キングカメハメハ Cherokee Run

3/21 第59回桜花賞 3歳牝、地方全国交流 浦和 1,600 2,500 イチリュウ 牝3 キングヘイロー アサティス

3/23 第1回松浦川賞 3歳上 佐賀 1,750 60 エアイグアス 牡7 Giant's Causeway Gone West

3/24 第6回ファイナルグランプリ 4歳上、ファン投票、中国・四国地区交流 福山 1,800 100 ビーボタンダッシュ 牡8 クロフネ Rahy

3/27 第50回六甲盃 4歳上、北陸・東海・近畿・中国地区交流 園田 2,400 350 エリモアラルマ 牡7 アフリート サンデーサイレンス

3/27 第36回京浜盃 3歳 大井 1,700 2,000 ジェネラルグラント 牡3 ロージズインメイ スペシャルウィーク

3/30 第1回御厨人窟賞 4歳上、中国・四国地区交流 高知 1,400 60 マチカネニホンバレ 牡8 シンボリクリスエス Deputy Minister

3/31 第1回土佐春花賞 3歳、中国・四国地区交流 高知 1,300 27 ニシノファスリエフ 牡3 ファスリエフ サザンヘイロー

4/3 第17回マリーンＣ 3歳上牝 船橋 1,600 2,100 メーデイア 牝5 キングヘイロー Lord Avie

4/4 第45回菊水賞 3歳 園田 1,700 350 ユメノアトサキ 牝3 サウスヴィグラス クロフネ

4/5 第53回東海桜花賞 4歳上、北陸・東海・近畿地区交流 名古屋 1,400 250 サイモンロード 牡5 シンボリクリスエス トニービン

4/6 第38回スプリングＣ 3歳 水沢 1,600 150 ロックハンドパワー 牡3 シニスターミニスター ジョリーズヘイロー

4/8 第39回新緑賞 3歳 笠松 1,600 120 ユーセイクインサー 牝3 タイムパラドックス ダンスインザダーク

4/10 第24回東京スプリント 4歳上 大井 1,200 2,700 ラブミーチャン 牝6 サウスヴィグラス アサティス

4/13 第1回佐賀桜花賞 3歳上 佐賀 1,750 40 マイネルポンピオン 牡8 アグネスデジタル タマモクロス

4/14 第29回二十四万石賞 4歳上 高知 1,900 50 グランシュヴァリエ 牡8 タヤスツヨシ マルゼンスキー

4/17 第16回クラウンＣ 3歳 川崎 1,600 1,000 アメイジア 牡3 イーグルカフェ ジェイドロバリー

4/19 第12回ル・プランタン賞 3歳牝、地方全国交流 佐賀 1,800 300 エイシンルンディー 牝3 ゴールドヘイロー Peaks and Valleys

4/20 第1回六角川賞 3歳上 佐賀 1,800 60 エスワンプリンス 牡4 アジュディケーティング シャンハイ

4/21 第1回由布岳賞 3歳上 佐賀 2,000 80 デュナメス 牡7 キングカメハメハ フジキセキ

4/23 第22回オグリキャップ記念 4歳上、地方全国交流 笠松 2,500 500 ナムラダイキチ 牡5 スパイキュール チーフベアハート

4/24 第58回羽田盃 3歳 大井 1,800 3,500 アウトジェネラル 牡3 アドマイヤドン サンデーサイレンス

4/24 第37回北斗盃 3歳、地方全国交流 門別 1,200 200 シーギリヤガール 牝3 スターリングローズ タバスコキャット

4/25 第27回東京プリンセス賞 3歳牝 大井 1,800 2,000 カイカヨソウ 牝3 ティンバーカントリー エリシオ

4/27 第38回赤松杯 オープン 水沢 1,600 150 コンプリート 牝5 ソングオブウインド ジェネラス

4/28 第21回北日本新聞杯 3歳 金沢 1,700 200 フレアリングメテオ 牡3 タップダンスシチー リアルシャダイ

4/29 第4回福永洋一記念 4歳上 高知 1,600 50 エプソムアーロン 牡9 エリシオ サッカーボーイ

4/29 第13回留守杯日高賞 3歳牝、地方全国交流 水沢 1,600 250 ハードデイズナイト 牝3 サウスヴィグラス ジョリーズヘイロー

4/29 第15回かきつばた記念 4歳上 名古屋 1,400 2,100 ティアップワイルド 牡7 ワイルドラッシュ フォーティナイナー

4/30 第14回尾張名古屋杯 クラス混合 名古屋 1,600 100 キクノグラード 牡4 キングヘイロー ブレイヴェストローマン

5/1 第51回しらさぎ賞 3歳上牝 浦和 1,400 1,200 ナターレ 牝5 クロフネ ダンスインザダーク

5/2 第14回兵庫チャンピオンシップ 3歳 園田 1,870 2,800 コパノリッキー 牡3 ゴールドアリュール ティンバーカントリー

5/2 第52回駿蹄賞 3歳 名古屋 1,800 150 ゴールドブラザー 牡3 タイムパラドックス タイキシャトル

5/3 第49回兵庫大賞典 4歳上 園田 1,870 500 エリモアラルマ 牡7 アフリート サンデーサイレンス

2013年地方重賞勝ち馬（日付順）
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日付 レース名 国名 条件 競馬場 距離馬場 馬名 性齢 父 母の父
2/9 ガルフストリームパークターフH 米 4歳上 GP 芝9F Point of Entry 牡5 Dynaformer Seeking the Gold 血統表
2/9 ドンH 米 4歳上 GP Ｄ9F Graydar 牡4 Unbridled's Song デヒア 血統表
3/2 サンタアニタH 米 4歳上 SA D10F Game On Dude セ6 Awesome Again Devil His Due 血統表
3/2 フランクE.キルローマイルH 米 4歳上 SA 芝8F Suggestive Boy 牡5 Easing Along Horse Chestnut 血統表
3/2 ラスヴァージネスS 米 3歳牝 SA D8F Beholder 牝3 Henny Hughes Tricky Creek 血統表

3/16 サンタマルガリータ招待H 米 4歳上牝 SA Ｄ9F Joyful Victory 牝5 Tapit Wild Again 血統表
3/30 アルクオーツスプリント 首 3歳上 MEY 芝1000m Shea Shea セ6 National Emblem Jallad 血統表
3/30 ドバイゴールデンシャヒーン 首 3歳上 MEY AW1200m Reynaldothewizard セ7 Speightstown Meadowlake 血統表
3/30 ドバイシーマクラシック 首 3歳上 MEY 芝2400m St Nicholas Abbey 牡6 Montjeu Sure Blade 血統表
3/30 ドバイデューティフリー 首 3歳上 MEY 芝1800m Sajjhaa 牝6 キングズベスト Darshaan 血統表
3/30 ドバイワールドC 首 3歳上 MEY AW2000m Animal Kingdom 牡5 Leroidesanimaux Acatenango 血統表
3/30 フロリダダービー 米 3歳 GP Ｄ9F Orb 牡3 Malibu Moon Unbridled 血統表
4/6 アシュランドS 米 3歳牝 KEE D8.5F Emollient 牝3 エンパイアメーカー Touch Gold 血統表
4/6 ウッドメモリアルS 米 3歳 AQU Ｄ9F Verrazano 牡3 More Than Ready Giant's Causeway 血統表
4/6 カーターH 米 3歳上 AQU D7F Swagger Jack 牡5 Smart Strike The Minstrel 血統表
4/6 サンタアニタオークス 米 3歳牝 SA D8.5F Beholder 牝3 Henny Hughes Tricky Creek 血統表
4/6 サンタアニタダービー 米 3歳 SA Ｄ9F Goldencents 牡3 Into Mischief Banker's Gold 血統表

4/12 アップルブロッサム招待S 米 4歳上牝 OP D8.5F On Fire Baby 牝4 Smoke Glacken Gilded Time 血統表
4/12 メーカーズマークマイルS 米 4歳上 KEE 芝8F Wise Dan セ5 Wiseman's Ferry Wolf Power 血統表
4/13 アーカンソーダービー 米 3歳 OP Ｄ9F Overanalyze 牡3 Dixie Union Unaccounted For 血統表
4/13 ジェニーワイリーS 米 4歳上牝 KEE D8.5F Centre Court 牝4 Smart Strike A.P.Indy 血統表
4/13 ブルーグラスS 米 3歳上 KEE Ｄ9F Java's War 牡3 War Pass Rainbow Quest 血統表
4/13 マディソンS 米 4歳上牝 KEE D7F Last Full Measure 牝5 エンパイアメーカー Slewvescent 血統表
4/28 クイーンエリザベス2世C 香 3歳上 ST 芝2000m Military Attack セ5 Oratorio ダンシングブレーヴ 血統表
4/28 ガネー賞 仏 4歳上 LCH 芝2100m Pastorius 牡4 Soldier Hollow Monsun 血統表
5/3 ケンタッキーオークス 米 3歳牝 CD Ｄ9F Princess of Sylmar 牝3 Majestic Warrior Catienus 血統表
5/4 英2000ギニー 英 3歳 NEW 芝8F Dawn Approach 牡3 New Approach Phone Trick 血統表
5/4 ケンタッキーダービー 米 3歳 CD D10F Orb 牡3 Malibu Moon Unbridled 血統表
5/4 ターフクラシックS 米 3歳上 CD 芝9F Wise Dan セ5 Wiseman's Ferry Wolf Power 血統表
5/4 ヒュマナディスタフS 米 4歳上牝 CD D7F Aubby K 牝4 ストリートセンス Capote 血統表
5/5 英1000ギニー 英 3歳牝 NEW 芝8F Sky Lantern 牝3 Red Clubs Shareef Dancer 血統表
5/5 チャンピオンズマイル 香 3歳上 ST 芝1600m Dan Excel セ5 Shamardal Polish Precedent 血統表

5/12 共和国大統領賞 伊 4歳上 ROM 芝2000m Vedelago 牡4 Red Clubs Marju 血統表
5/12 仏1000ギニー 仏 3歳牝 LCH 芝1600m Flotilla 牝3 Mizzen Mast Sinndar 血統表
5/12 仏2000ギニー 仏 3歳 LCH 芝1600m Style Vendome 牡3 Anabaa Dr Fong 血統表
5/18 ロッキンジS 英 4歳上 NBY 芝8F Farhh 牡5 Pivotal Lando 血統表
5/18 プリークネスS 米 3歳 PIM D9.5F Oxbow 牡3 Awesome Again Cee's Tizzy 血統表
5/19 クリスフライヤー国際スプリント 星 3歳上 SIN 芝1200m Lucky Nine セ6 Dubawi Green Desert 血統表
5/19 シンガポール航空国際C 星 3歳上 SIN 芝2000m Military Attack セ5 Oratorio ダンシングブレーヴ 血統表
5/25 愛2000ギニー 愛 3歳 CUR 芝8F Magician 牡3 Galileo Mozart 血統表
5/26 愛1000ギニー 愛 3歳牝 CUR 芝8F Just The Judge 牝3 Lawman Rainbow Quest 血統表
5/26 タタソールズゴールドC 愛 4歳上 CUR 芝10F Al Kazeem 牡5 Dubawi Darshaan 血統表
5/26 イスパーン賞 仏 4歳上 LCH 芝1850m Maxios 牡5 Monsun Nureyev 血統表
5/26 サンタラリ賞 仏 3歳牝 LCH 芝2000m Silasol 牝3 Monsun Gulch 血統表
5/27 エイコーンS 米 3歳牝 BEL D8F Midnight Lucky 牝3 Midnight Lute Citidancer 血統表
5/27 オグデンフィップスH 米 3歳上牝 BEL D8.5F Tiz Miz Sue 牝6 Tiznow Woodman 血統表
5/27 ゲイムリーS 米 3歳上牝 HOL 芝9F Marketing Mix 牝5 Medaglia d'Oro Kris S. 血統表
5/27 メトロポリタンH 米 3歳上 BEL D8F Sahara Sky 牡5 Pleasant Tap Storm Cat 血統表
5/31 英オークス 英 3歳牝 EPS 芝12F Talent 牝3 New Approach パントレセレブル 血統表
6/1 英ダービー 英 3歳 EPS 芝12F Ruler of The World 牡3 Galileo Kingmambo 血統表
6/1 コロネーションC 英 4歳上 EPS 芝12F St Nicholas Abbey 牡6 Montjeu Sure Blade 血統表
6/2 仏ダービー 仏 3歳 CHY 芝2100m Intello 牡3 Galileo デインヒル 血統表
6/8 ジャストアゲームS 米 3歳上牝 BEL 芝8F Stephanie's Kitten 牝4 Kitten's Joy Catienus 血統表
6/8 ベルモントS 米 3歳 BEL D12F Palace Malice 牡3 Curlin Royal Anthem 血統表
6/8 マンハッタンH 米 3歳上 BEL 芝10F Point of Entry 牡5 Dynaformer Seeking the Gold 血統表
6/9 ミラノ大賞典 伊 3歳上 MIL 芝2400m Biz The Nurse 牡3 Oratorio Tobougg 血統表

6/15 ヴァニティH 米 3歳上牝 HOL Ｄ9F Byrama 牝4 Byron Darshaan 血統表
6/15 スティーヴンフォスターH 米 3歳上 CD Ｄ9F Fort Larned 牡5 E Dubai Broad Brush 血統表
6/16 仏オークス 仏 3歳牝 CHY 芝2100m Treve 牝3 Motivator Anabaa 血統表
6/18 キングススタンドS 英 3歳上 ASC 芝5F Sole Power セ6 Kyllachy Distant View 血統表
6/18 クイーンアンS 英 4歳上 ASC 芝8F Declaration Of War 牡4 War Front Rahy 血統表
6/18 セントジェイムズパレスS 英 3歳 ASC 芝8F Dawn Approach 牡3 New Approach Phone Trick 血統表
6/19 プリンスオブウェールズS 英 4歳上 ASC 芝10F Al Kazeem 牡5 Dubawi Darshaan 血統表
6/20 ゴールドC 英 4歳上 ASC 芝20F Estimate 牝4 Monsun Darshaan 血統表
6/21 コロネーションS 英 3歳牝 ASC 芝8F Sky Lantern 牝3 Red Clubs Shareef Dancer 血統表
6/22 ダイヤモンドジュビリーS 英 3歳上 ASC 芝6F Lethal Force 牡4 Dark Angel Desert Style 血統表
6/22 マザーグースS 米 3歳牝 BEL D8.5F Close Hatches 牝3 First Defence Storm Cat 血統表
6/23 サンクルー大賞典 仏 4歳上 STC 芝2400m Novellist 牡4 Monsun Lagunas 血統表
6/29 愛ダービー 愛 3歳 CUR 芝12F Trading Leather 牡3 Teofilo Sinndar 血統表
6/29 シューメーカーマイルS 米 3歳上 HOL 芝8F Obviously セ5 Choisir Montjeu 血統表
6/29 トリプルベンドH 米 3歳上 HOL D7F Centralinteligence セ5 Smarty Jones Seattle Slew 血統表
6/30 プリティポリーS 愛 3歳上f CUR 芝10F Ambivalent 牝4 Authorized Darshaan 血統表
6/30 ジャンプラ賞 仏 3歳 CHY 芝1600m Havana Gold 牡3 Teofilo Desert Style 血統表
7/6 エクリプスS 英 3歳上 SAN 芝10Ｆ Al Kazeem 牡5 Dubawi Darshaan 血統表
7/6 ハリウッドゴールドCH 米 3歳上 HOL D10F Game On Dude セ6 Awesome Again Devil His Due 血統表
7/6 プリンセスルーニーH 米 3歳上牝 CRC D6F Starship Truffles 牝4 Ghostzapper Not for Love 血統表
7/6 ユナイテッドネイションズS 米 3歳上 MTH 芝11F Big Blue Kitten 牡5 Kitten's Joy Unaccounted For 血統表
7/7 独ダービー 独 3歳 HBG 芝2400m Lucky Speed 牡3 Silvano Monsun 血統表

7/12 ファルマスS 英 3歳上牝 NEW 芝8F Elusive Kate 牝4 Elusive Quality Lemon Drop Kid 血統表
7/13 デラウェアH 米 3歳上牝 DEL D10F Royal Delta 牝5 エンパイアメーカー A.P.Indy 血統表
7/13 ジュライC 英 3歳上 NEW 芝6F Lethal Force 牡4 Dark Angel Desert Style 血統表
7/13 パリ大賞典 仏 3歳 LCH 芝2400m Flintshire 牡3 Dansili Sadler's Wells 血統表
7/13 アメリカンオークス 米 3歳牝 HOL 芝10F Emollient 牝3 エンパイアメーカー Touch Gold 血統表
7/13 マンノウォーS 米 3歳上 BEL 芝11F Boisterous 牡6 Distorted Humor Cox's Ridge 血統表

2013年海外主要G1勝ち馬（日付順）
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http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2013-02-09&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8334844&registry=T
http://www.pedigreequery.com/point+of+entry
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2013-02-09&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8611966&registry=T
http://www.pedigreequery.com/graydar
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-03-02&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=8052275&registry=T
http://www.pedigreequery.com/game+on+dude
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-03-02&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8514012&registry=T
http://www.pedigreequery.com/suggestive+boy
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-03-02&rn=6&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8884841&registry=T
http://www.pedigreequery.com/beholder2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-03-16&rn=7&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8303566&registry=T
http://www.pedigreequery.com/joyful+victory2
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2554&tab=4
http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2066979
http://www.pedigreequery.com/shea+shea2
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2554&tab=5
http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2060591
http://www.pedigreequery.com/reynaldothewizard
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2554&tab=7
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=733779
http://www.pedigreequery.com/st+nicholas+abbey
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2554&tab=6
http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2062176
http://www.pedigreequery.com/sajjhaa
http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2554&tab=8
http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=8331153&registry=T
http://www.pedigreequery.com/animal+kingdom
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2013-03-30&rn=12&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8834015&registry=T
http://www.pedigreequery.com/orb7
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2013-04-06&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8828965&registry=T
http://www.pedigreequery.com/emollient
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&rd=2013-04-06&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8817700&registry=T
http://www.pedigreequery.com/verrazano6
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&rd=2013-04-06&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8296116&registry=T
http://www.pedigreequery.com/swagger+jack
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-04-06&rn=5&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8884841&registry=T
http://www.pedigreequery.com/beholder2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2013-04-06&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8890672&registry=T
http://www.pedigreequery.com/goldencents
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&rd=2013-04-12&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8563777&registry=T
http://www.pedigreequery.com/on+fire+baby
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2013-04-12&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=7999682&registry=T
http://www.pedigreequery.com/wise+dan
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&rd=2013-04-13&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8876669&registry=T
http://www.pedigreequery.com/overanalyze
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2013-04-13&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8604134&registry=T
http://www.pedigreequery.com/centre+court7
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2013-04-13&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8880650&registry=T
http://www.pedigreequery.com/javas+war
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2013-04-13&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8334008&registry=T
http://www.pedigreequery.com/last+full+measure
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=578334
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=766759
http://www.pedigreequery.com/military+attack2
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=578359
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=794491
http://www.pedigreequery.com/pastorius
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2013-05-03&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8892725&registry=T
http://www.pedigreequery.com/princess+of+sylmar
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=573046
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=806738
http://www.pedigreequery.com/dawn+approach
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2013-05-04&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8834015&registry=T
http://www.pedigreequery.com/orb7
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2013-05-04&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=7999682&registry=T
http://www.pedigreequery.com/wise+dan
http://www.equibase.com/premium/eqbPDFChartPlus.cfm?BORP=P&STYLE=EQB&DAY=D&tid=CD&dt=05/04/2013&ctry=USA&race=7
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8599054&registry=T
http://www.pedigreequery.com/aubby+k
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=573047
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=810152
http://www.pedigreequery.com/sky+lantern
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=579001
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=756677
http://www.pedigreequery.com/dan+excel
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=579651
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=786981
http://www.pedigreequery.com/vedelago
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=579608
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=814335
http://www.pedigreequery.com/flotilla14
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=579609
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順位 馬名 生年 父 系統 勝利数 収得賞金(万円) 前年 主な産駒
1 ディープインパクト 2002 サンデーサイレンス Halo 203 546,122.50 1 ジェンティルドンナ
2 キングカメハメハ 2001 Kingmambo Mr.Prospector 178 399,934.30 2 ロードカナロア
3 シンボリクリスエス 1999 Kris S. Roberto 113 220,828.30 4 エピファネイア
4 ダイワメジャー 2001 サンデーサイレンス Halo 113 218,081.00 7 ダイワマッジョーレ
5 ハーツクライ 2001 サンデーサイレンス Halo 95 215,598.30 9 ジャスタウェイ
6 ステイゴールド 1994 サンデーサイレンス Halo 75 211,234.50 3 ゴールドシップ
7 マンハッタンカフェ 1998 サンデーサイレンス Halo 100 202,633.00 10 グレープブランデー
8 フジキセキ 1992 サンデーサイレンス Halo 102 191,732.60 6 ブライトライン
9 ネオユニヴァース 2000 サンデーサイレンス Halo 103 184,050.70 11 デスペラード

10 クロフネ 1998 フレンチデピュティ Deputy Minister 97 180,639.50 5 ホエールキャプチャ
11 ゴールドアリュール 1999 サンデーサイレンス Halo 96 158,908.30 14 フーラブライド
12 アグネスタキオン 1998 サンデーサイレンス Halo 89 154,444.20 8 ノーザンリバー
13 ジャングルポケット 1998 トニービン Grey Sovereign 78 147,925.50 15 ヴェルデグリーン
14 ゼンノロブロイ 2000 サンデーサイレンス Halo 79 132,958.50 13 コスモネモシン
15 アドマイヤムーン 2003 エンドスウィープ Mr.Prospector 54 116,666.80 22 ハクサンムーン
16 サクラバクシンオー 1989 サクラユタカオー Princely Gift 46 90,912.30 12 ツインクルスター
17 タニノギムレット 1999 ブライアンズタイム Roberto 46 83,965.80 18 オールザットジャズ
18 スズカマンボ 2001 サンデーサイレンス Halo 26 81,769.80 41 メイショウマンボ
19 タイキシャトル 1994 Devil's Bag Halo 47 75,202.10 25 レッドスパーダ
20 ブライアンズタイム 1985 Roberto Roberto 38 75,201.60 20 リラコサージュ
21 ロージズインメイ 2000 Devil His Due Halo 34 75,048.40 16 ドリームバレンチノ
22 ダンスインザダーク 1993 サンデーサイレンス Halo 34 74,279.00 19 クラレント
23 スペシャルウィーク 1995 サンデーサイレンス Halo 44 73,529.20 17 トライアンフマーチ
24 サウスヴィグラス 1996 エンドスウィープ Mr.Prospector 44 69,405.80 31 ナムラタイタン
25 キングヘイロー 1995 ダンシングブレーヴ Lyphard 37 61,261.90 29 マヤノリュウジン
26 デュランダル 1999 サンデーサイレンス Halo 37 60,262.60 23 スイートサルサ
27 フレンチデピュティ 1992 Deputy Minister Deputy Minister 32 58,811.90 26 プリムラブルガリス
28 アグネスデジタル 1997 Crafty Prospector Mr.Prospector 37 55,589.80 21 ホクセツダンス
29 ホワイトマズル 1990 ダンシングブレーヴ Lyphard 29 53,265.40 24 ニホンピロアワーズ
30 マイネルラヴ 1995 Seeking the Gold Mr.Prospector 25 50,393.10 33 ポアゾンブラック
31 スウェプトオーヴァーボード 1997 エンドスウィープ Mr.Prospector 34 50,282.80 34 プリンセスメモリー
32 グラスワンダー 1995 Silver Hawk Roberto 29 47,873.20 32 シゲルジュウヤク
33 マヤノトップガン 1992 ブライアンズタイム Roberto 21 45,988.20 30 ムスカテール
34 アドマイヤコジーン 1996 Cozzene Grey Sovereign 24 45,648.00 36 マジンプロスパー
35 シニスターミニスター 2003 Old Trieste Bold Ruler 32 44,683.40 64 インカンテーション
36 ウォーエンブレム 1999 Our Emblem Mr.Prospector 32 43,908.40 50 ナリタスーパーワン
37 ゴールドヘイロー 1997 サンデーサイレンス Halo 21 43,345.10 65 トウケイヘイロー
38 プリサイスエンド 1997 エンドスウィープ Mr.Prospector 30 42,067.10 43 アイムヒアー
39 ケイムホーム 1999 Gone West Mr.Prospector 24 37,862.80 39 カチューシャ
40 アドマイヤマックス 1999 サンデーサイレンス Halo 19 37,844.60 35 マックスドリーム
41 ファスリエフ 1997 Nureyev Nureyev 21 37,585.40 42 ケージーハヤブサ
42 ファルブラヴ 1998 Fairy King Northern Dancer 12 37,032.80 28 フォーエバーマーク
43 チチカステナンゴ 1998 Smadoun Grey Sovereign 28 34,588.70 109 リボントリコロール
44 アフリート 1984 Mr.Prospector Mr.Prospector 22 34,376.80 37 マルカフリート
45 スタチューオブリバティ 2000 Storm Cat Storm Cat 20 33,963.20 73 カシノピカチュウ
46 アドマイヤジャパン 2002 サンデーサイレンス Halo 23 33,859.30 66 シーブリーズライフ
47 ローエングリン 1999 Singspiel Sadler's Wells 7 32,987.90 62 ロゴタイプ
48 メイショウボーラー 2001 タイキシャトル Halo 25 32,783.20 53 シグナルプロシード
49 リンカーン 2000 サンデーサイレンス Halo 25 30,911.10 48 オマワリサン
50 サクラプレジデント 2000 サンデーサイレンス Halo 13 30,649.40 51 サクラゴスペル

2013年ＪＲＡサイアーランキング

ベスト10の顔ぶれは大きく変わらず 
 

 サンデーサイレンス産駒７頭とキングカメハメハ、シンボリクリスエス、クロフネと

いうベスト10の顔ぶれは前年と変わらなかったが、サンデーサイレンス産駒の中で

は、ネオユニヴァースが浮上して、アグネスタキオンが７年ぶりにベスト10から外れ

ている。 

 

 昨年のベスト50から外れた主な馬はオペラハウス（40位→65位）、チーフベア

ハート（44位→61位）、ワイルドラッシュ（45位→54位）、エンパイアメーカー（47位

→81位）など。 

 

 ディープインパクト→キングカメハメハの上位２頭は変わらずだが、前年約６億円

差だった賞金額は15億円に開き、ディープインパクトの独走ぶりが際立った。 

 

３位以下は大混戦 
 

 ３位のシンボリクリスエスは2009年以降、４、３、３、４、３位と、５年連続４位以内。

近年、５年連続でベスト４を続けたのはブライアンズタイムやサンデーサイレンスま

で遡らなければ出ておらず、極めて安定した成績だ。 

 

 ダイワメジャーは残り１週の時点で３位だったが、最終週に逆転され、僅か2800

万円差で４位。ただ、シンボリクリスエスとは300以上の出走回数の開きがあり、３

世代のみの成績なので評価できる。 

 

 ハーツクライは９位から５位にジャンプアップ。ジャスタウェイの天皇賞・秋でG1サ

イアーの仲間入りを果たし、2013年最も飛躍した種牡馬と言って良いだろう。６位

ステイゴールドとの差は約4300万円。有馬記念のウインバリアシオンとゴールド

シップが逆なら順位も変わっていたことになる。 

 

 そのステイゴールドは３位から６位へと落ちたが、３位とは約9000万円差。G1１勝

で逆転できる額であり、オルフェーヴルのフランスでの賞金（１億円以上）を加算し、

ワールドワイドな見方をすれば３位と言っても良い。 

 

 2009年のリーディングサイアー・マンハッタンカフェは10位から７位に再浮上。前

年の66勝から100勝と勝利数は大幅に増え、特別戦38勝は自己最多。重賞はグ

レープブランデーの２勝のみだが中身は濃かった。 

 

 落ち込みが目立ったのは、５年連続ベスト５から10位に落ちたクロフネ。2010年

の154勝をピークに、ここ数年で勝利数も大きく落ちている。 

 

急上昇の種牡馬たち 
 

 ベスト10入りはならなかったが、アグネスタキオンやジャングルポケットを上回っ

たゴールドアリュールの健闘が目立った。ダートランキングではキングカメハメハに

次ぐ２位となっている。 
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http://db.netkeiba.com/horse/ped/2001103890/
http://db.netkeiba.com/horse/2010102094/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1994109686/
http://db.netkeiba.com/horse/2006105511/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a000082/
http://db.netkeiba.com/horse/2010101344/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a010a10/
http://db.netkeiba.com/horse/2007104877/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1993109188/
http://db.netkeiba.com/horse/2009105009/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1995103211/
http://db.netkeiba.com/horse/2006103192/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1996110138/
http://db.netkeiba.com/horse/2006101408/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1995104427/
http://db.netkeiba.com/horse/2007103884/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1999106756/
http://db.netkeiba.com/horse/2010109147/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a00013a/
http://db.netkeiba.com/horse/2010103911/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1997110025/
http://db.netkeiba.com/horse/2008105996/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1990109700/
http://db.netkeiba.com/horse/2007100191/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1995108558/
http://db.netkeiba.com/horse/2009102733/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a00fa34/
http://db.netkeiba.com/horse/2007102972/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1995108676/
http://db.netkeiba.com/horse/2008104641/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1992102988/
http://db.netkeiba.com/horse/2008103165/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1996106512/
http://db.netkeiba.com/horse/2007104807/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/000a011099/
http://db.netkeiba.com/horse/2010104916/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a00fa35/
http://db.netkeiba.com/horse/2009106545/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/1997101264/
http://db.netkeiba.com/horse/2009101682/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a00fe9b/
http://db.netkeiba.com/horse/2008103880/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a0108d1/
http://db.netkeiba.com/horse/2009103906/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1999107004/
http://db.netkeiba.com/horse/2007100107/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a00fc4c/
http://db.netkeiba.com/horse/2009104475/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/1998190004/
http://db.netkeiba.com/horse/2008103048/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/000a011135/
http://db.netkeiba.com/horse/2010103978/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/000a000013/
http://db.netkeiba.com/horse/2006102967/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/000a0109d5/
http://db.netkeiba.com/horse/2010105118/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2002102324/
http://db.netkeiba.com/horse/2010103002/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/1999106738/
http://db.netkeiba.com/horse/2010103783/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2001100650/
http://db.netkeiba.com/horse/2010101714/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2000101561/
http://db.netkeiba.com/horse/2008100473/
http://pr.db.netkeiba.com/horse/ped/2000102261/
http://db.netkeiba.com/horse/2008101031/


ＪＲＡ ＆ ダートグレード競走勝ち馬　父系図

【Northern Dancer系】

Northern Dancer 1961

　Vice Regent 1967

　｜Deputy Minister 1979

　｜　*フレンチデピュティ 1992

　｜　　*クロフネ 1998

　｜　　｜ホエールキャプチャ（f.2008 *サンデーサイレンス）府中牝馬Ｓ-G3

　｜　　｜アースソニック（2009 サクラユタカオー）京阪杯-G3

　｜　　｜クロフネサプライズ（f.2010 *トニービン）チューリップ賞-G3

　｜　　｜インパルスヒーロー（2010 *サンデーサイレンス）ファルコンＳ-G3

　｜　　カラダレジェンド（2011 *サンデーサイレンス）京王杯２歳Ｓ-G2

　Lyphard 1969

　｜*ダンシングブレーヴ 1983

　｜　*ホワイトマズル 1990

　｜　｜ニホンピロアワーズ（2007 アドマイヤベガ）平安Ｓ-G3

　｜　キングヘイロー 1995

　｜　　メーデイア（f.2008 Lord Avie）ＪＢＣレディスクラシック-Jpn1、ＴＣＫ女王盃-Jpn3、

　｜　　　　　レディスプレリュード-Jpn2、マリーンＣ-Jpn3、スパーキングレディーＣ-Jpn3

　Topsider 1974

　｜*アサティス 1985

　｜　　アサティスボーイ（2004 *オペラハウス）新潟ジャンプＳ-JG3

　Danzig 1977

　｜Chief’s Crown 1982

　｜　*チーフベアハート 1993

　｜　　マイネルラクリマ（2008 *サンデーサイレンス）七夕賞-G3

　Storm Bird 1978

　｜Storm Cat 1983

　｜｜*ヘネシー 1993

　｜｜｜*ヨハネスブルグ 1999

　｜｜｜｜フクノドリーム（f.2011 *エルハーブ）エーデルワイス賞-Jpn3

　｜｜｜｜ホウライアキコ（f.2011 *サンデーサイレンス）デイリー杯２歳Ｓ-G2、小倉２歳Ｓ-G3

　｜｜｜Henny Hughes 2003

　｜｜｜　ケイアイレオーネ（2010 Marquetry）シリウスＳ-G3

　｜｜｜　*アジアエクスプレス（2011 Running Stag）朝日杯フューチュリティＳ-G1

　｜｜Tale of the Cat 1994

　｜｜　*エーシントップ（2010 Unbridled's Song）ニュージーランドＴｰG2、シンザン記念-G3

　｜Summer Squall 1987

　｜　*カリズマティック 1996

　｜　　ワンダーアキュート（2006 Pleasant Tap）日本テレビ盃-Jpn2

　Sadler's Wells 1981

　｜In the Wings 1986

　｜｜Singspiel 1992

　｜｜　ローエングリン 1999

　｜｜　　ロゴタイプ（2010 *サンデーサイレンス）皐月賞-G1、スプリングＳ-G2

　｜Imperial Ballet 1989

　｜　ブラックステアマウンテン（g.2005 Sabrehill）中山グランドジャンプ-JG1

　Fairy King 1982

　　*ファルブラヴ 1998

　　　フォーエバーマーク（f.2008 ダンスインザダーク）キーンランドＣ-G3

　　　アイムユアーズ（f.2009 *エルコンドルパサー）クイーンＳ-G3

　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆Northern Dancer系 

  Northern Dancer系のＪＲＡG1は２勝。ロゴタイプの皐月賞は、

2007年菊花賞のアサクサキングス（父ホワイトマズル）以来となる

Northern Dancer系の牡馬クラシック勝ちだった。 

 

 カラダレジェンドの京王杯２歳Ｓ勝利は、フレンチデピュティ産駒として

2010年京都大賞典のメイショウベルーガ以来の重賞勝ち。２歳重賞は

2005年ファンタジーＳのアルーリングボイス以来８年ぶりのことだった。 

 

 Storm Cat系は朝日杯フューチュリティＳのアジアエクスプレスを筆頭

に２～３歳馬５頭が重賞勝ち。その父Henny Hughesは輸入が決まっ

ており、２歳戦で目立った活躍を見せたヨハネスブルグとともに、更なる

発展が期待される。 



海外主要国Ｇ１勝ち馬　父系図

【Northern Dancer系】

Northern Dancer 1961

　Nijinsky 1967

　｜Niniski 1976

　｜　Lomitas 1988

　｜　　Silvano 1996

　｜　　　Lucky Speed 2010 独ダービー-独

　Vice Regent 1967

　｜Deputy Minister 1979

　｜　Silver Deputy 1985

　｜　｜Badge of Silver 2000

　｜　｜　Silver Max 2009 ジャドウェルターフマイルＳ-米

　｜　Awesome Again 1994

　｜　　Ghostzapper 2000

　｜　　｜Better Lucky f.2009 ファーストレディＳ-米

　｜　　｜Starship Truffles f.2009 プリンセスルーニーＨ-米

　｜　　Game on Dude g.2007 ハリウッドゴールドＣ-米、パシフィッククラシックＳ-米、サンタアニタＨ-米

　｜　　Oxbow 2010 プリークネスＳ-米

　Lyphard 1969

　｜*ダンシングブレーヴ 1983

　｜　キングヘイロー 1995

　｜　　メーデイア f.2008 ＪＢＣレディスクラシック-日

　*トライマイベスト 1975

　｜*ワージブ 1983

　｜　Royal Applause 1993

　｜　　Acclamation 1999

　｜　　　Dark Angel 2005

　｜　　　　Lethal Force 2009 ダイヤモンドジュビリーＳ-英、ジュライＣ-英

　Danzig 1977

　｜Green Desert 1983

　｜｜Invincible Spirit 1997

　｜｜｜Lawman 2004

　｜｜｜｜Just the Judge f.2010 愛1000ギニー-愛

　｜｜｜Moonlight Cloud f.2008 モーリスドゲスト賞-仏、ジャックルマロワ賞-仏、フォレ賞-仏

　｜｜Oasis Dream 2000

　｜｜｜Jwala f.2009 ナンソープＳ-英

　｜｜Byron 2001

　｜｜　Gordon Lord Byron 2008 スプリントＣ-英

　｜｜　Byrama f.2009 ヴァニティＨ-米

　｜National Assembly 1984

　｜｜National Emblem 1991

　｜｜　Shea Shea g.2007 アルクオーツスプリント-首

　｜*デインヒル 1986

　｜｜Danehill Dancer 1993

　｜｜｜Choisir 1999

　｜｜｜｜Obviously 2010 シューメーカーマイルＳ-米

　｜｜｜｜Olympic Glory 2011 クイーンエリザベス２世Ｓ-英

　｜｜｜Mastercraftsman 2006

　｜｜｜　Kingston Hill 2011 レーシングポストトロフィー-英

　｜｜Dane Friendly 1996

　｜｜｜Priore Philip 2011 伊グランクリテリウム-伊

　｜｜Dansili 1996

　｜｜｜Strategic Prince 2004

　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆Northern Dancer系 

 Nijinsky系はDanedreamの引退などもあり、G1馬は前年の７頭から１

頭に激減。日本でも2006年安田記念のブリッシュラック（父ロイヤル

アカデミーII）以来G1勝ちがない。日本調教馬に限ると2001年マイル

ＣＳのゼンノエルシド（父Caerleon）以来出ていないということにな

る。今後巻き返しがあるとすれば、Lomitasの他では同じNiniski系の

Hernandoの系統だろうか。 

 

 Danzig系はデインヒル系が前年の11頭から17頭に増加。中でも

Dansiliは欧州のみならず北米にも勢力を広げている。産駒のRail 

Linkが凱旋門賞を勝ったのが2006年。それ以降、世界的な注目が高ま

り、繁殖牝馬の質が大幅に上がったのだろう。デインヒルの傾向とし

て、年々、中距離色も強くなっているようだ。 

 

 Storm Cat系はヘネシー系とGiant's Causeway系が２大勢力となっ

ている。ヘネシーは日本でアジアエクスプレスが出たほか、Wise Dan

（マイル）とBeholder（ジュヴェナイルフィリーズ、ディスタフ）が

２年連続ＢＣ制覇。Scat DaddyもフランスG1馬を出すなど欧州にも勢

力を広げつつある。 

 

 Sadler's Wells系はKitten's Joy（米）、Galileo（英愛）、

Motivator（仏）と、主要国で３頭のリーディングサイアーが誕生。

Kitten's Joyは前年G1０勝だったが、一気に５頭を送り出した。主に

芝の活躍馬でリーディング獲得というのは珍しいケースだ。 

 

 Galileo直仔のG1馬は前年の７頭から５頭に減ったが、３歳世代から

英仏ダービー馬にＢＣターフ馬が出ており、中身が濃く後継種牡馬と

いう意味でも有力候補を送り出したと言える。さらには孫世代からも

Dawn Approach（英2000ギニー）、Trading Leather（愛ダービー）が

クラシックホースとなり、父系の発展はさらに進んでいきそうだ。 


