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はじめに

 今年も『競馬血統年鑑』をお届けすることがで

きました。この本は、ＪＲＡ、地方、海外の重賞

レースを“血統”をキーにまとめたものです。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。2013年度版に続

き、電子書籍で発行するのは３年目となります。

今年は、前年から大きな変化はありません。 

 

 このような資料は、過去のものと比較すること

によって、新たな発見があったり、より理解が深

まります。年度ごとでなく、項目ごとにまとめて

見るのも面白いでしょう。 

 

 このような資料は継続していくことが大事だと

思います。そして、続けているうち新たに、足り

ないもの、改善点などが見えてきて、より洗練さ

れていくと思います。読者の皆様には末永くご利

用いただければと思います。 

◆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、サラブレ、スポルティーバ、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。現在

は週刊競馬ブックにてマンスリーコラム「血統見聞録」の他、「新馬未勝利勝ち馬総評」の血統評価のコー

ナー、ＧⅠレース時の「ＧⅠ血統アカデミー」などを担当。著書に『覚えておきたい日本の牝系100』（ス

タンダードマガジン社刊・2014年9月発売）『日本の牝系』（競馬通信社刊・2001年9月発売）。 

ブログ：http://ameblo.jp/tpc-hiraide/   Twitter：https://twitter.com/tpchiraide 

 

【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など 

 

【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など 

 

【好きなクロス】 

牝馬クロス全般 



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

コパノリッキー 牡5 栗毛 ゴールドアリュール ティンバーカントリー インカンテーション シニスターミニスター Machiavellian ベストウォーリア Majestic Warrior Mr. Greeley

エアロヴェロシティ セ7 鹿毛 Pins Kaapstad ハクサンムーン アドマイヤムーン サクラバクシンオー ミッキーアイル ディープインパクト ロックオブジブラルタル

レッツゴードンキ 牝3 栗毛 キングカメハメハ マーベラスサンデー クルミナル ディープインパクト Candy Stripes コンテッサトゥーレ ディープインパクト トニービン

ドゥラメンテ 牡3 鹿毛 キングカメハメハ サンデーサイレンス リアルスティール ディープインパクト Storm Cat キタサンブラック ブラックタイド サクラバクシンオー

ゴールドシップ 牡6 芦毛 ステイゴールド メジロマックイーン フェイムゲーム ハーツクライ アレミロード カレンミロティック ハーツクライ A.P. Indy

クラリティスカイ 牡3 鹿毛 クロフネ スペシャルウィーク アルビアーノ Harlan's Holiday Unbridled ミュゼスルタン キングカメハメハ Deputy Minister

ストレイトガール 牝6 鹿毛 フジキセキ タイキシャトル ケイアイエレガント キングカメハメハ A.P. Indy ミナレット スズカマンボ ウォーニング

ミッキークイーン 牝3 鹿毛 ディープインパクト Gold Away ルージュバック マンハッタンカフェ Awesome Again クルミナル ディープインパクト Candy Stripes

ドゥラメンテ 牡3 鹿毛 キングカメハメハ サンデーサイレンス サトノラーゼン ディープインパクト Intikhab サトノクラウン Marju Rossini

モーリス 牡4 鹿毛 スクリーンヒーロー カーネギー ヴァンセンヌ ディープインパクト ニホンピロウイナー クラレント ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ

ラブリーデイ 牡5 黒鹿 キングカメハメハ ダンスインザダーク 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 ショウナンパンドラ ディープインパクト フレンチデピュティ

ストレイトガール 牝6 鹿毛 フジキセキ タイキシャトル サクラゴスペル サクラプレジデント Cure the Blues ウキヨノカゼ オンファイア フサイチコンコルド

ミッキークイーン 牝3 鹿毛 ディープインパクト Gold Away クイーンズリング マンハッタンカフェ Anabaa マキシマムドパリ キングカメハメハ サンデーサイレンス

キタサンブラック 牡3 鹿毛 ブラックタイド サクラバクシンオー リアルスティール ディープインパクト Storm Cat リアファル ゼンノロブロイ エルコンドルパサー

ラブリーデイ 牡5 黒鹿 キングカメハメハ ダンスインザダーク ステファノス ディープインパクト クロフネ イスラボニータ フジキセキ Cozzene

マリアライト 牝4 黒鹿 ディープインパクト エルコンドルパサー ヌーヴォレコルト ハーツクライ スピニングワールド タッチングスピーチ ディープインパクト Sadler's Wells

モーリス 牡4 鹿毛 スクリーンヒーロー カーネギー フィエロ ディープインパクト デインヒル イスラボニータ フジキセキ Cozzene

ショウナンパンドラ 牝3 鹿毛 ディープインパクト フレンチデピュティ ラストインパクト ディープインパクト ティンバーカントリー ラブリーデイ キングカメハメハ ダンスインザダーク

サンビスタ 牝6 黒鹿 スズカマンボ ミシル ノンコノユメ トワイニング アグネスタキオン サウンドトゥルー フレンチデピュティ フジキセキ

メジャーエンブレム 牝2 栗毛 ダイワメジャー オペラハウス ウインファビラス ステイゴールド アドマイヤコジーン ブランボヌール ディープインパクト サクラバクシンオー

リオンディーズ 牡2 黒鹿 キングカメハメハ スペシャルウィーク エアスピネル キングカメハメハ サンデーサイレンス シャドウアプローチ ジャングルポケット フレンチデピュティ

ゴールドアクター 牡4 青鹿 スクリーンヒーロー キョウワアリシバ サウンズオブアース ネオユニヴァース Dixieland Band キタサンブラック ブラックタイド サクラバクシンオー

　ジャパンＣ 東京・芝2400

　チャンピオンズＣ 中京・ダ1800

　阪神ジュベナイルＦ 阪神・芝1600

　朝日杯フューチュリティＳ 阪神・芝1600

　有馬記念 中山・芝2500

　マイルチャンピオンシップ 京都・芝1600

　ＮＨＫマイルＣ 東京・芝1600

　ヴィクトリアマイル 東京・芝1600

　オークス 東京・芝2400

　日本ダービー 東京・芝2400

　安田記念 東京・芝1600

　宝塚記念 阪神・芝2200

　スプリンターズＳ 中山・芝1200

　秋華賞 京都・芝2000

　菊花賞 京都・芝3000

　天皇賞（秋） 東京・芝2000

　エリザベス女王杯 京都・芝2200

　天皇賞（春） 京都・芝3200

2015年ＪＲＡ・平地Ｇ１勝ち馬

　フェブラリーＳ 東京・ダ1600

　高松宮記念 中京・芝1200

　桜花賞 阪神・芝1600

　皐月賞 中山・芝2000

キングカメハメハが大躍進 

 

 2014年はディープインパクト産駒10勝を含むサンデーサイレンス系19勝、Roberto系

（シンボリクリスエス）1勝、Mr. Prospector系（キングカメハメハ）1勝、Nasrullah系

（アドマイヤコジーン）1勝だったが、2015年はディープインパクト4勝含むサンデーサイレンス

系12勝、Roberto系（スクリーンヒーロー）3勝、Mr. Prospector（キングカメハメハ）6

勝、Northern Dancer系（クロフネ）1勝、その他（Pins）1勝と大きく様変わりした。 

 

 キングカメハメハが6勝と大躍進。キングカメハメハの年間6勝は自己最多で、過去は

2013年と2010年の4勝が最高。過去2年はいずれも2頭によるものだったので、4頭がG1を

勝った2015年は中身も濃かった。これで7年連続JRAG1勝利となる。 

 

 連続G1勝利で言えば、ステイゴールドは7年、ディープインパクトは5年となった。3年以上

続けているのは3頭のみ。 

 

 クロフネは2012年ヴィクトリアマイルのホエールキャプチャ以来の勝利で、牡馬のG1勝ちは

初めて。 

 

 エアロヴェロシティの父PinsはTom Fool系種牡馬。この系統のJRAG1勝利は初となる。

過去、トンピオン、モデルフール、コウストンズクラウン、メイワパッサー、シルバーチャームなどが日

本で繋養されていた。 

 

 また、スクリーンヒーロー、ブラックタイドがJRAG1初制覇となった。 

http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010106548/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2008190007/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012102095/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012104511/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2009102739/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012106160/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2009100301/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012104870/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012104511/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011100655/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010104298/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2009100301/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012104870/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2012102013/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2010104298/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011103832/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011100655/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011103584/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2009103532/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2013105840/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2013105915/
http://db.netkeiba.com/horse/ped/2011105266/


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

1/4 中山金杯 G3 4歳上 中山 芝2000 良 ラブリーデイ 牡5 キングカメハメハ ダンスインザダーク 19 ベリー (栗) 池江泰寿

1/4 京都金杯 G3 4歳上 京都 芝1600 良 ウインフルブルーム 牡4 スペシャルウィーク サクラユタカオー 12-f 池添謙一 (栗) 宮本博

1/11 シンザン記念 G3 3歳 京都 芝1600 良 グァンチャーレ 牡3 スクリーンヒーロー ディアブロ 13-a 武豊 (栗) 北出成人

1/12 フェアリーS G3 3歳牝 中山 芝1600 良 ノットフォーマル 牝3 ヴァーミリアン マンハッタンカフェ 5-c 黛弘人 (美) 中野栄治

1/18 京成杯 G3 3歳 中山 芝2000 良 ベルーフ 牡3 ハービンジャー サンデーサイレンス 1-t 川田将雅 (栗) 池江泰寿

1/18 日経新春杯 G2 4歳上 京都 芝2400 良 アドマイヤデウス 牡4 アドマイヤドン サンデーサイレンス 1-l 岩田康誠 (栗) 橋田満

1/24 京都牝馬S G3 4歳上牝 京都 芝1600 良 ケイアイエレガント 牝6 キングカメハメハ A.P. Indy 1-n 内田博幸 (美) 尾形充弘

1/25 アメリカジョッキーC G2 4歳上 中山 芝2200 良 クリールカイザー 牡6 キングヘイロー サッカーボーイ 4-c 田辺裕信 (美) 相沢郁

1/25 東海S G2 4歳上 中京 ダ1800 良 コパノリッキー 牡5 ゴールドアリュール ティンバーカントリー 1-o 武豊 (栗) 村山明

2/1 根岸S G3 4歳上 東京 ダ1400 重 エアハリファ 牡6 Discreet Cat Afternoon Deelites 3-c 三浦皇成 (栗) 角居勝彦

2/1 シルクロードS G3 4歳上 京都 芝1200 良 アンバルブライベン 牝6 ルールオブロー スプレンディドモーメント 6-a 田中健 (栗) 福島信晴

2/8 きさらぎ賞 G3 3歳 京都 芝1800 良 ルージュバック 牝3 マンハッタンカフェ Awesome Again 16-d 戸崎圭太 (美) 大竹正博

2/8 東京新聞杯 G3 4歳上 東京 芝1600 稍 ヴァンセンヌ 牡6 ディープインパクト ニホンピロウイナー 1-n 福永祐一 (美) 松永幹夫

2/14 クイーンC G3 3歳牝 東京 芝1600 良 キャットコイン 牝3 ステイゴールド Storm Cat 2-b 柴田善臣 (美) 二ノ宮敬宇

2/15 京都記念 G2 4歳上 京都 芝2200 良 ラブリーデイ 牡5 キングカメハメハ ダンスインザダーク 19 戸崎圭太 (栗) 池江泰寿

2/15 共同通信杯 G3 3歳 東京 芝1800 良 リアルスティール 牡3 ディープインパクト Storm Cat 20 福永祐一 (栗) 矢作芳人

2/21 ダイヤモンドS G3 4歳上 東京 芝3400 良 フェイムゲーム 牡5 ハーツクライ アレミロード 1-t 北村宏司 (美) 宗像義忠

2/22 フェブラリーS G1 4歳上 東京 ダ1600 良 コパノリッキー 牡5 ゴールドアリュール ティンバーカントリー 1-o 武豊 (栗) 村山明

2/22 小倉大賞典 G3 4歳上 小倉 芝1800 重 カレンブラックヒル 牡6 ダイワメジャー Grindstone 25 秋山真一郎 (栗) 平田修

2/28 アーリントンC G3 3歳 阪神 芝1600 良 ヤングマンパワー 牡3 スニッツェル サンデーサイレンス 21-a 松岡正海 (美) 手塚貴久

3/1 中山記念 G2 4歳上 中山 芝1800 稍 ヌーヴォレコルト 牝4 ハーツクライ スピニングワールド 3-d 岩田康誠 (美) 斎藤誠

3/1 阪急杯 G3 4歳上 阪神 芝1400 不 ダイワマッジョーレ 牡6 ダイワメジャー Law Society 12-e 蛯名正義 (栗) 矢作芳人

3/7 オーシャンS G3 4歳上 中山 芝1200 稍 サクラゴスペル 牡7 サクラプレジデント Cure the Blues 13-c 戸崎圭太 (美) 尾関知人

3/7 チューリップ賞 G3 3歳牝 阪神 芝1600 重 ココロノアイ 牝3 ステイゴールド デインヒル 14-f 横山典弘 (美) 尾関知人

3/8 弥生賞 G2 3歳 中山 芝2000 稍 サトノクラウン 牡3 Marju Rossini 20-c 福永祐一 (美) 堀宣行

3/14 中日新聞杯 G3 4歳上 中京 芝2000 良 ディサイファ 牡6 ディープインパクト Dubai Millennium 12-c 四位洋文 (美) 小島太

3/14 阪神スプリングジャンプ JG2 4歳上 阪神 障3900 稍 サンレイデューク 牡7 デュランダル Cozzene 3-h 難波剛健 (栗) 高橋義忠

3/15 中山牝馬S G3 4歳上牝 中山 芝1800 良 バウンスシャッセ 牝4 ゼンノロブロイ Halling 2-e 田辺裕信 (美) 藤沢和雄

3/15 フィリーズレビュー G2 3歳牝 阪神 芝1400 良 クイーンズリング 牝3 マンハッタンカフェ Anabaa 10-d M.デムーロ (栗) 吉村圭司

3/21 フラワーC G3 3歳牝 中山 芝1800 良 アルビアーノ 牝3 Harlan's Holiday Unbridled A4 柴山雄一 (美) 木村哲也

3/21 ファルコンS G3 3歳 中京 芝1400 稍 タガノアザガル 牡3 バゴ アドマイヤベガ 2-d 松田大作 (栗) 千田輝彦

3/22 スプリングS G2 3歳牡牝 中山 芝1800 良 キタサンブラック 牡3 ブラックタイド サクラバクシンオー 9-g 北村宏司 (栗) 清水久詞

3/22 阪神大賞典 G2 4歳上 阪神 芝3000 良 ゴールドシップ 牡6 ステイゴールド メジロマックイーン 16-h 岩田康誠 (栗) 須貝尚介

3/28 日経賞 G2 4歳上 中山 芝2500 良 アドマイヤデウス 牡4 アドマイヤドン サンデーサイレンス 1-l 岩田康誠 (栗) 橋田満

3/28 毎日杯 G3 3歳 阪神 芝1800 良 ミュゼエイリアン 牡3 スクリーンヒーロー エルコンドルパサー 1-l 川田将雅 (美) 黒岩陽一

3/29 マーチS G3 4歳上 中山 ダ1800 良 マイネルクロップ 牡5 クロフネ サンデーサイレンス 11-g 丹内祐次 (栗) 飯田雄三

3/29 高松宮記念 G1 4歳上 中京 芝1200 稍 エアロヴェロシティ セ7 Pins Kaapstad 5-h パートン (香) オサリバン

4/5 ダービー卿CT G3 4歳上 中山 芝1600 良 モーリス 牡4 スクリーンヒーロー カーネギー 10-d 戸崎圭太 (美) 堀宣行

4/5 産経大阪杯 G2 4歳上 阪神 芝2000 不 ラキシス 牝4 ディープインパクト Storm Cat 16-h ルメール (栗) 角居勝彦

4/11 ニュージーランドT G2 3歳牡牝 中山 芝1600 稍 ヤマカツエース 牡3 キングカメハメハ グラスワンダー 2 池添謙一 (栗) 池添兼雄

4/11 阪神牝馬S G2 4歳上牝 阪神 芝1400 稍 カフェブリリアント 牝5 ブライアンズタイム Caerleon 3-n 福永祐一 (美) 堀宣行

4/12 桜花賞 G1 3歳牝 阪神 芝1600 良 レッツゴードンキ 牝3 キングカメハメハ マーベラスサンデー 4-r 岩田康誠 (栗) 梅田智之

4/18 中山グランドジャンプ JG1 4歳上 中山 障4250 良 アップトゥデイト 牡5 クロフネ トニービン 8-k 林満明 (栗) 佐々木晶三

4/18 アンタレスS G3 4歳上 阪神 ダ1800 良 クリノスターオー 牡5 アドマイヤボス ジェイドロバリー 4-g 幸英明 (栗) 高橋義忠

4/19 皐月賞 G1 3歳牡牝 中山 芝2000 良 ドゥラメンテ 牡3 キングカメハメハ サンデーサイレンス 8-f M.デムーロ (美) 堀宣行

4/25 福島牝馬S G3 4歳上牝 福島 芝1800 良 スイートサルサ 牝5 デュランダル Grand Lodge 16-a 田中勝春 (美) 菊川正達

4/26 フローラS G2 3歳牝 東京 芝2000 良 シングウィズジョイ 牝3 マンハッタンカフェ シンボリクリスエス 3-d 内田博幸 (栗) 友道康夫

4/26 マイラーズC G2 4歳上 京都 芝1600 良 レッドアリオン 牡5 アグネスタキオン ダンシングブレーヴ 9-f 川須栄彦 (栗) 橋口弘次郎

5/2 青葉賞 G2 3歳 東京 芝2400 良 レーヴミストラル 牡3 キングカメハメハ Highest Honor 1-p 川田将雅 (栗) 松田博資

5/3 天皇賞(春) G1 4歳上 京都 芝3200 良 ゴールドシップ 牡6 ステイゴールド メジロマックイーン 16-h 横山典弘 (栗) 須貝尚介

5/9 京都新聞杯 G2 3歳 京都 芝2200 良 サトノラーゼン 牡3 ディープインパクト Intikhab 13-c 川田将雅 (栗) 池江泰寿

5/10 新潟大賞典 G3 4歳上 新潟 芝2000 良 ダコール 牡7 ディープインパクト Unbridled 4-m 小牧太 (栗) 中竹和也

5/10 NHKマイルC G1 3歳牡牝 東京 芝1600 良 クラリティスカイ 牡3 クロフネ スペシャルウィーク 2-f 横山典弘 (栗) 友道康夫

5/16 京王杯スプリングC G2 4歳上 東京 芝1400 良 サクラゴスペル 牡7 サクラプレジデント Cure the Blues 13-c 戸崎圭太 (美) 尾関知人

5/17 ヴィクトリアマイル G1 4歳上牝 東京 芝1600 良 ストレイトガール 牝6 フジキセキ タイキシャトル 16-a 戸崎圭太 (栗) 藤原英昭

5/23 平安S G3 4歳上 京都 ダ1900 良 インカンテーション 牡5 シニスターミニスター Machiavellian 22-a 内田博幸 (栗) 羽月友彦

5/24 オークス G1 3歳牝 東京 芝2400 良 ミッキークイーン 牝3 ディープインパクト Gold Away 2-s 浜中俊 (栗) 池江泰寿

5/30 京都ハイジャンプ JG2 4歳上 京都 障3930 良 ルールプロスパー 牡9 ダイタクリーヴァ グロウ C1 白浜雄造 (栗) 北出成人

5/31 日本ダービー G1 3歳牡牝 東京 芝2400 良 ドゥラメンテ 牡3 キングカメハメハ サンデーサイレンス 8-f M.デムーロ (美) 堀宣行

5/31 目黒記念 G2 4歳上 東京 芝2500 良 ヒットザターゲット 牡7 キングカメハメハ タマモクロス 8-h 小牧太 (栗) 加藤敬二

6/6 鳴尾記念 G3 3歳上 阪神 芝2000 良 ラブリーデイ 牡5 キングカメハメハ ダンスインザダーク 19 岩田康誠 (栗) 池江泰寿

6/7 安田記念 G1 3歳上 東京 芝1600 良 モーリス 牡4 スクリーンヒーロー カーネギー 10-d 川田将雅 (美) 堀宣行

6/14 エプソムC G3 3歳上 東京 芝1800 良 エイシンヒカリ 牡4 ディープインパクト Storm Cat 16-g 武豊 (栗) 坂口正則

6/14 マーメイドS G3 3歳上牝 阪神 芝2000 良 シャトーブランシュ 牝5 キングヘイロー トニービン 16-b 藤岡康太 (栗) 高橋義忠

6/21 ユニコーンS G3 3歳 東京 ダ1600 稍 ノンコノユメ 牡3 トワイニング アグネスタキオン 6-a ルメール (美) 加藤征弘

6/21 函館スプリントS G3 3歳上 函館 芝1200 良 ティーハーフ 牡5 ストーミングホーム Green Desert 6-a 国分優作 (栗) 西浦勝一

6/27 東京ジャンプS JG3 3歳上 東京 障3110 稍 オースミムーン 牡6 アドマイヤムーン リアルシャダイ 10-c 高田潤 (栗) 松下武士

6/28 宝塚記念 G1 3歳上 阪神 芝2200 良 ラブリーデイ 牡5 キングカメハメハ ダンスインザダーク 19 川田将雅 (栗) 池江泰寿

7/5 ラジオNIKKEI賞 G3 3歳 福島 芝1800 良 アンビシャス 牡3 ディープインパクト エルコンドルパサー 16-a ルメール (栗) 音無秀孝

7/5 CBC賞 G3 3歳上 中京 芝1200 重 ウリウリ 牝5 ディープインパクト フレンチデピュティ 1-m 岩田康誠 (栗) 藤原英昭

7/12 七夕賞 G3 3歳上 福島 芝2000 良 グランデッツァ 牡6 アグネスタキオン Marju 9-f 川田将雅 (栗) 平田修

7/12 プロキオンS G3 3歳上 中京 ダ1400 良 ベストウォーリア 牡5 Majestic Warrior Mr.Greeley 1-s 戸崎圭太 (栗) 石坂正

7/19 函館記念 G3 3歳上 函館 芝2000 良 ダービーフィズ 牡5 ジャングルポケット サンデーサイレンス 16-c 岩田康誠 (美) 小島太

7/26 函館2歳S G3 2歳 函館 芝1200 稍 ブランボヌール 牝2 ディープインパクト サクラバクシンオー 4-m 岩田康誠 (栗) 中竹和也

7/26 中京記念 G3 3歳上 中京 芝1600 良 スマートオリオン 牡5 グラスワンダー ウイニングチケット 16-c M.デムーロ (美) 鹿戸雄一

8/1 小倉サマージャンプ JG3 3歳上 小倉 障3390 良 アップトゥデイト 牡5 クロフネ トニービン 8-k 林満明 (栗) 佐々木晶三

8/2 アイビスサマーダッシュ G3 3歳上 新潟 芝1000 良 ベルカント 牝4 サクラバクシンオー ボストンハーバー 3-c M.デムーロ (栗) 角田晃一
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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 血統表 F No.

1/31 ラスヴァージネスS 米 3歳牝 SA D8F Callback 牝3 ストリートセンス Forest Wildcat 血統表 1-x

2/7 ガルフストリームパークターフH 米 4歳上 GP 芝9F Mshawish 牡5 Medaglia d'Oro サンダーガルチ 血統表 8-h

2/7 ドンH 米 4歳上 GP D9F Constitution 牡4 Tapit Distorted Humor 血統表 8-k

3/7 サンタアニタH 米 4歳上 SA D10F Shared Belief セ4 Candy Ride Storm Cat 血統表 19

3/7 フランクE.キルローマイルH 米 4歳上 SA 芝8F Ring Weekend セ4 Tapit Cryptoclearance 血統表 3-o

3/14 サンタマルガリータ招待H 米 4歳上牝 SA D9F Warren's Veneda 牝5 Affirmative Flying Continental 血統表 9

3/28 アルクオーツスプリント 首 3歳上 MEY 芝1000m Sole Power セ8 Kyllachy Distant View 血統表 1-p

3/28 ドバイゴールデンシャヒーン 首 3歳上 MEY D1200m Secret Circle 牡6 Eddington Dixieland Band 血統表 16-g

3/28 ドバイシーマクラシック 首 3歳上 MEY 芝2400m Dolniya 牝4 Azamour Indian Ridge 血統表 9-e

3/28 ドバイターフ 首 3歳上 MEY 芝1800m Solow セ5 Singspiel Highest Honor 血統表 1-p

3/28 ドバイワールドC 首 3歳上 MEY D2000m Prince Bishop セ8 Dubawi Prospect Bay 血統表 3-c

3/28 フロリダダービー 米 3歳 GP D9F Materiality 牡3 Afleet Alex Langfuhr 血統表 A5

4/4 ウッドメモリアルS 米 3歳 AQU D9F Frosted 牡3 Tapit Deputy Minister 血統表 16-g

4/4 カーターH 米 3歳上 AQU D7F Dads Caps 牡5 Discreet Cat Grindstone 血統表 2-o

4/4 アシュランドS 米 3歳牝 KEE D8.5F Lovely Maria 牝3 Majesticperfection サンダーガルチ 血統表 5-g

4/4 サンタアニタオークス 米 3歳牝 SA D8.5F Stellar Wind 牝3 Curlin Malibu Moon 血統表 1-n

4/4 サンタアニタダービー 米 3歳 SA D9F Dortmund 牡3 Big Brown Tale of the Cat 血統表 9-c

4/4 ブルーグラスS 米 3歳上 KEE D9F Carpe Diem 牡3 Giant's Causeway Unbridled's Song 血統表 23-b

4/4 マディソンS 米 4歳上牝 KEE D7F Princess Violet 牝4 Officer Grand Slam 血統表 11-g

4/10 メーカーズマークマイルS 米 4歳上 KEE 芝8F Jack Milton 牡5 War Front フォーティナイナー 血統表 9-f

4/10 アップルブロッサム招待S 米 4歳上牝 OP D8.5F Untapable 牝4 Tapit Prized 血統表 8-d

4/11 ジェニーワイリーS 米 4歳上牝 KEE D8.5F Ball Dancing 牝4 Exchange Rate Silver Hawk 血統表 13-b

4/11 アーカンソーダービー 米 3歳 OP D9F American Pharoah 牡3 Pioneerof the Nile Yankee Gentleman 血統表 14

4/26 クイーンエリザベス2世C 香 3歳上 ST 芝2000m Blazing Speed セ6 Dylan Thomas Sadler's Wells 血統表 26

5/1 ケンタッキーオークス 米 3歳牝 CD D9F Lovely Maria 牝3 Majesticperfection サンダーガルチ 血統表 5-g

5/1 ラトロワンヌS 米 4歳上牝 CD D8.5F Molly Morgan 牝6 Ghostzapper Distorted Humor 血統表 12-c

5/2 英2000ギニー 英 3歳 NEW 芝8F Gleneagles 牡3 Galileo Storm Cat 血統表 11

5/2 ヒュマナディスタフS 米 4歳上牝 CD D7F Dame Dorothy 牝4 Bernardini Woodman 血統表 25

5/2 ケンタッキーダービー 米 3歳 CD D10F American Pharoah 牡3 Pioneerof the Nile Yankee Gentleman 血統表 14

5/2 ターフクラシックS 米 3歳上 CD 芝9F Finnegans Wake 牡6 Powerscourt Silver Ghost 血統表 5-g

5/3 英1000ギニー 英 3歳牝 NEW 芝8F Legatissimo 牝3 Danehill Dancer Montjeu 血統表 1-i

5/3 チャンピオンズマイル 香 3歳上 ST 芝1600m Able Friend セ6 Shamardal Volksraad 血統表 13-a

5/3 ガネー賞 仏 4歳上 LCH 芝2100m Cirrus des Aigles セ9 Even Top Septieme Ciel 血統表 9-h

5/9 ヴァニティH 米 3歳上牝 SA D9F My Sweet Addiction牝5 Tiznow ボストンハーバー 血統表 2-n

5/9 マンノウォーS 米 3歳上 BEL 芝11F Twilight Eclipse セ6 Purim Twilight Agenda 血統表 4-m

5/10 共和国大統領賞 伊 4歳上 ROM 芝2000m Cleo Fan 牡4 Mujahid Best of the Bests 血統表 3-n

5/10 仏1000ギニー 仏 3歳牝 LCH 芝1600m Ervedya 牝3 Siyouni キングズベスト 血統表 14

5/10 仏2000ギニー 仏 3歳 LCH 芝1600m Make Believe 牡3 Makfi Suave Dancer 血統表 1-s

5/16 ロッキンジS 英 4歳上 NBY 芝8F Night of Thunder 牡4 Dubawi Galileo 血統表 2-n

5/16 プリークネスS 米 3歳 PIM D9.5F American Pharoah 牡3 Pioneerof the Nile Yankee Gentleman 血統表 14

5/17 クリスフライヤー国際スプリント 星 3歳上 SIN 芝1200m Aerovelocity セ7 Pins Kaapstad 血統表 5-h

5/17 シンガポール航空国際C 星 3歳上 SIN 芝2000m Dan Excel セ7 Shamardal Polish Precedent 血統表 14-c

5/23 愛2000ギニー 愛 3歳 CUR 芝8F Gleneagles 牡3 Galileo Storm Cat 血統表 11

5/24 愛1000ギニー 愛 3歳牝 CUR 芝8F Pleascach 牝3 Teofilo サンダーガルチ 血統表 9-f

5/24 タタソールズゴールドC 愛 4歳上 CUR 芝10F Al Kazeem 牡7 Dubawi Darshaan 血統表 21-a

5/24 サンタラリ賞 仏 3歳牝 LCH 芝2000m Queen's Jewel 牝3 Pivotal Lode 血統表 13-c

5/24 イスパーン賞 仏 4歳上 LCH 芝1850m Solow セ5 Singspiel Highest Honor 血統表 1-p

5/25 ゲイムリーS 米 3歳上牝 SA D9F Hard Not to Like 牝6 ハードスパン Tactical Cat 血統表 10-c

5/30 アメリカンオークス 米 3歳牝 SA 芝10F Spanish Queen 牝3 Tribal Rule Unusual Heat 血統表 6-a

5/31 仏ダービー 仏 3歳 CHY 芝2100m New Bay 牡3 Dubawi Zamindar 血統表 19

6/5 英オークス 英 3歳牝 EPS 芝12F Qualify 牝3 Fastnet Rock Grand Lodge 血統表 22

6/6 コロネーションC 英 4歳上 EPS 芝12F Pether's Moon 牡5 Dylan Thomas Tirol 血統表 20-c

6/6 英ダービー 英 3歳 EPS 芝12F Golden Horn 牡3 Cape Cross Dubai Destination 血統表 9-c

6/6 エイコーンS 米 3歳牝 BEL D8F Curalina 牝3 Curlin Graeme Hall 血統表 3-g

6/6 オグデンフィップスH 米 3歳上牝 BEL D8.5F Wedding Toast 牝5 ストリートセンス コロナドズクエスト 血統表 16-h

6/6 メトロポリタンH 米 3歳上 BEL D8F Honor Code 牡4 A.P. Indy Storm Cat 血統表 7

6/6 ジャストアゲームS 米 3歳上牝 BEL 芝8F Tepin 牝4 Bernstein ストラヴィンスキー 血統表 1-n

6/6 ベルモントS 米 3歳 BEL D12F American Pharoah 牡3 Pioneerof the Nile Yankee Gentleman 血統表 14

6/6 マンハッタンH 米 3歳上 BEL 芝10F Slumber 牡6 Cacique Woodman 血統表 9-f

6/7 ミラノ大賞典 伊 3歳上 MIL 芝2400m Dylan Mouth 牡4 Dylan Thomas Noverre 血統表 9-c

6/13 スティーヴンフォスターH 米 3歳上 CD D9F Noble Bird 牡4 Birdstone Tiznow 血統表 3-o

6/13 シューメーカーマイルS 米 3歳上 SA 芝8F Talco 牡4 Pivotal Diesis 血統表 5-h

6/14 仏オークス 仏 3歳牝 CHY 芝2100m Star Of Seville 牝3 Duke of Marmalade Selkirk 血統表 1-w

6/16 キングススタンドS 英 3歳上 ASC 芝5F Goldream セ6 Oasis Dream Machiavellian 血統表 1-u

6/16 クイーンアンS 英 4歳上 ASC 芝8F Solow セ5 Singspiel Highest Honor 血統表 1-p

6/16 セントジェイムズパレスS 英 3歳 ASC 芝8F Gleneagles 牡3 Galileo Storm Cat 血統表 11

6/17 プリンスオブウェールズS 英 4歳上 ASC 芝10F Free Eagle 牡4 High Chaparral デインヒル 血統表 9-f

6/18 ゴールドC 英 4歳上 ASC 芝20F Trip To Paris セ4 Champs Elysees ファンタスティックライト 血統表 13-c

6/19 コモンウェルスC 英 3歳 ASC 芝6F Muhaarar 牡3 Oasis Dream Linamix 血統表 13-e

6/19 コロネーションS 英 3歳牝 ASC 芝8F Ervedya 牝3 Siyouni キングズベスト 血統表 14

6/20 ダイヤモンドジュビリーS 英 3歳上 ASC 芝6F Undrafted セ5 Purim フレンチデピュティ 血統表 3-n

6/27 ゴールドCアットサンタアニタS 米 3歳上 SA D10F Hard Aces 牡5 ハードスパン Quiet American 血統表 23

6/27 トリプルベンドS 米 3歳上 SA D7F Masochistic セ5 Sought After Unusual Heat 血統表 14-c

6/27 愛ダービー 愛 3歳 CUR 芝12F Jack Hobbs 牡3 Halling Swain 血統表 4-h

6/27 マザーグースS 米 3歳牝 BEL D8.5F Include Betty 牝3 Include Eltish 血統表 8-c

6/28 プリティポリーS 愛 3歳上牝 CUR 芝10F Diamondsandrubies牝3 Fastnet Rock Sadler's Wells 血統表 9-c
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http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-01-31&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9327062&registry=T
http://www.pedigreequery.com/callback2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2015-02-07&rn=12&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8891842&registry=T
http://www.pedigreequery.com/mshawish
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2015-02-07&rn=13&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9063102&registry=T
http://www.pedigreequery.com/constitution9
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-03-07&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9064077&registry=T
http://www.pedigreequery.com/shared+belief
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-03-07&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9108307&registry=T
http://www.pedigreequery.com/ring+weekend
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-03-14&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8865397&registry=T
http://www.pedigreequery.com/warrens+veneda
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622039&r_date=2015-03-28&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=733814
http://www.pedigreequery.com/sole+power
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622040&r_date=2015-03-28&popup=yes
その他
http://www.pedigreequery.com/secret+circle4
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622042&r_date=2015-03-28&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=860236
http://www.pedigreequery.com/dolniya
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622041&r_date=2015-03-28&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=819413
http://www.pedigreequery.com/solow
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=621967&r_date=2015-03-28&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=758202
http://www.pedigreequery.com/prince+bishop
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&rd=2015-03-28&rn=14&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9326629&registry=T
http://www.pedigreequery.com/materiality2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&rd=2015-04-04&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9330751&registry=T
http://www.pedigreequery.com/frosted3
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&rd=2015-04-04&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8886701&registry=T
http://www.pedigreequery.com/dads+caps
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2015-04-04&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9332361&registry=T
http://www.pedigreequery.com/lovely+maria
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-04-04&rn=7&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9374962&registry=T
http://www.pedigreequery.com/stellar+wind2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-04-04&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9371396&registry=T
http://www.pedigreequery.com/dortmund3
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2015-04-04&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9303168&registry=T
http://www.pedigreequery.com/carpe+diem20
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2015-04-04&rn=6&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9091993&registry=T
http://www.pedigreequery.com/princess+violet2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2015-04-10&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8876411&registry=T
http://www.pedigreequery.com/jack+milton
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&rd=2015-04-10&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9097137&registry=T
http://www.pedigreequery.com/untapable
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&rd=2015-04-11&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9088989&registry=T
http://www.pedigreequery.com/ball+dancing
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&rd=2015-04-11&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9314281&registry=T
http://www.pedigreequery.com/american+pharoah
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=625376&r_date=2015-04-26&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=796575
http://www.pedigreequery.com/blazing+speed3
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2015-05-01&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9332361&registry=T
http://www.pedigreequery.com/lovely+maria
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2015-05-01&rn=7&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8606138&registry=T
http://www.pedigreequery.com/molly+morgan2
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=619230&r_date=2015-05-02&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=859275
http://www.pedigreequery.com/gleneagles9
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2015-05-02&rn=7&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9101104&registry=T
http://www.pedigreequery.com/dame+dorothy
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2015-05-02&rn=11&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9314281&registry=T
http://www.pedigreequery.com/american+pharoah
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=CD&rd=2015-05-02&rn=10&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8597873&registry=T
http://www.pedigreequery.com/finnegans+wake4
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=619231&r_date=2015-05-03&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=864284
http://www.pedigreequery.com/legatissimo
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=626166&r_date=2015-05-03&popup=yes
http://www.hkjc.com/english/racing/horse.asp?horseno=P303
http://www.pedigreequery.com/able+friend
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=626058&r_date=2015-05-03&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=718042
http://www.pedigreequery.com/cirrus+des+aigles
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-05-09&rn=5&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8872974&registry=T
http://www.pedigreequery.com/my+sweet+addiction
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-05-09&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8688228&registry=T
http://www.pedigreequery.com/twilight+eclipse
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=626939&r_date=2015-05-10&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=848473
http://www.pedigreequery.com/cleo+fan
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=626759&r_date=2015-05-10&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=864141
http://www.pedigreequery.com/ervedya2
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=626755&r_date=2015-05-10&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=872009
http://www.pedigreequery.com/make+believe8
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=621169&r_date=2015-05-16&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=839502
http://www.pedigreequery.com/night+of+thunder2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=PIM&rd=2015-05-16&rn=13&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9314281&registry=T
http://www.pedigreequery.com/american+pharoah
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=627555&r_date=2015-05-17&popup=yes
http://www.hkjc.com/english/racing/horse.asp?horseno=P069
http://www.pedigreequery.com/aerovelocity
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=627557&r_date=2015-05-17&popup=yes
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=610209&r_date=2015-05-23&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=859275
http://www.pedigreequery.com/gleneagles9
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=610208&r_date=2015-05-24&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=864152
http://www.pedigreequery.com/pleascach
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=621992&r_date=2015-05-24&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=768173
http://www.pedigreequery.com/al+kazeem
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=628068&r_date=2015-05-24&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=882072
http://www.pedigreequery.com/queens+jewel2
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=628070&r_date=2015-05-24&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=819413
http://www.pedigreequery.com/solow
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-05-25&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8604021&registry=T
http://www.pedigreequery.com/hard+not+to+like
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&rd=2015-05-30&rn=5&de=D&cy=USA
http://www.pedigreequery.com/spanish+queen4
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=628604&r_date=2015-05-31&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=872425
http://www.pedigreequery.com/new+bay2
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622352&r_date=2015-06-05&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=862727
http://www.pedigreequery.com/qualify9
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=622353&r_date=2015-06-06&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=819428
http://www.pedigreequery.com/slumber8
http://www.racingpost.com/horses/result_home.sd?race_id=592366&r_date=2015-06-06&popup=yes
http://www.racingpost.com/horses/horse_home.sd?horse_id=865306
http://www.pedigreequery.com/golden+horn12
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-06-06&rn=7&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9336837&registry=T
http://www.pedigreequery.com/curalina
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-06-06&rn=5&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=8813445&registry=T
http://www.pedigreequery.com/wedding+toast2
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-06-06&rn=9&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9089060&registry=T
http://www.pedigreequery.com/honor+code3
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-06-06&rn=8&de=D&cy=USA
http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&refno=9101058&registry=T
http://www.pedigreequery.com/tepin
http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=BEL&rd=2015-06-06&rn=11&de=D&cy=USA
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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 224 690701.5 1 ショウナンパンドラ

2 キングカメハメハ 2001 Kingmambo Mr.Prospector 224 537184.2 2 ラブリーデイ

3 ハーツクライ 2001 サンデーサイレンス Halo 123 250038.4 3 ヌーヴォレコルト

4 ダイワメジャー 2001 サンデーサイレンス Halo 133 244004.2 5 メジャーエンブレム

5 ステイゴールド 1994 サンデーサイレンス Halo 115 223513.6 8 ゴールドシップ

6 マンハッタンカフェ 1998 サンデーサイレンス Halo 90 186269.6 7 クイーンズリング

7 ゼンノロブロイ 2000 サンデーサイレンス Halo 103 177924.4 12 リアファル

8 ネオユニヴァース 2000 サンデーサイレンス Halo 94 170063.4 6 サウンズオブアース

9 クロフネ 1998 フレンチデピュティ Deputy Minister 90 169693.3 11 アップトゥデイト

10 ゴールドアリュール 1999 サンデーサイレンス Halo 84 156268.6 10 コパノリッキー

11 シンボリクリスエス 1999 Kris S. Roberto 74 151626.0 4 ミトラ

12 ジャングルポケット 1998 トニービン Grey Sovereign 52 113698.1 16 ダービーフィズ

13 アドマイヤムーン 2003 エンドスウィープ Mr.Prospector 49 107557.2 14 オースミムーン

14 ハービンジャー 2006 Dansili Danzig 69 104624.6 55 ベルーフ

15 フジキセキ 1992 サンデーサイレンス Halo 31 104276.4 9 ストレイトガール

16 スクリーンヒーロー 2004 グラスワンダー Roberto 25 96139.7 49 ゴールドアクター

17 サクラバクシンオー 1989 サクラユタカオー Princely Gift 47 91108.5 13 ビッグアーサー

18 ブラックタイド 2001 サンデーサイレンス Halo 31 90351.8 25 キタサンブラック

19 サウスヴィグラス 1996 エンドスウィープ Mr.Prospector 55 84346.7 20 エイシンヴァラー

20 メイショウサムソン 2003 オペラハウス Sadler's Wells 52 77843.4 36 ハピネスダンサー

21 エンパイアメーカー 2000 Unbridled Mr.Prospector 58 72724.1 70 スーサンジョイ

22 キンシャサノキセキ 2003 フジキセキ Halo 53 69718.0 74 シュウジ

23 フレンチデピュティ 1992 Deputy Minister Deputy Minister 38 69205.4 30 サウンドトゥルー

24 タニノギムレット 1999 ブライアンズタイム Roberto 33 66750.0 19 メドウラーク

25 アグネスデジタル 1997 Crafty Prospector Mr.Prospector 36 64260.8 29 メイショウオセアン

26 タイキシャトル 1994 Devil's Bag Halo 34 55879.6 22 マジックシャトル

27 ブライアンズタイム 1985 Roberto Roberto 27 55188.4 18 カフェブリリアント

28 アグネスタキオン 1998 サンデーサイレンス Halo 18 55113.9 15 レッドアリオン

29 デュランダル 1999 サンデーサイレンス Halo 25 53540.4 21 サンレイデューク

30 パイロ 2005 Pulpit Bold Ruler 45 53488.1 59 シゲルカガ

31 メイショウボーラー 2001 タイキシャトル Halo 32 53483.8 31 ニシケンモノノフ

32 スウェプトオーヴァーボード 1997 エンドスウィープ Mr.Prospector 29 52058.0 24 レッドファルクス

33 プリサイスエンド 1997 エンドスウィープ Mr.Prospector 34 51802.9 38 メイショウウタゲ

34 ディープスカイ 2005 アグネスタキオン Halo 46 50178.3 58 キャンバス

35 チチカステナンゴ 1998 Smadoun Grey Sovereign 30 50091.1 27 ケツァルテナンゴ

36 スペシャルウィーク 1995 サンデーサイレンス Halo 24 49933.3 17 ウインフルブルーム

37 キングヘイロー 1995 ダンシングブレーヴ Lyphard 27 48384.0 23 クリールカイザー

38 スタチューオブリバティ 2000 Storm Cat Storm Cat 19 45275.6 53 キクノストーム

39 ヨハネスブルグ 1999 ヘネシー Storm Cat 23 44732.6 37 ネロ

40 ストーミングホーム 1998 Machiavellian Mr.Prospector 19 44601.8 48 ティーハーフ

41 ダンスインザダーク 1993 サンデーサイレンス Halo 21 44265.2 26 ウインリバティ

42 スズカマンボ 2001 サンデーサイレンス Halo 17 43898.6 33 サンビスタ

43 ケイムホーム 1999 Gone West Mr.Prospector 18 43210.3 32 サクラエール

44 バゴ 2001 Nashwan Blushing Groom 26 41745.6 41 ミュゼゴースト

45 マツリダゴッホ 2003 サンデーサイレンス Halo 18 39078.6 44 ロードクエスト

46 グラスワンダー 1995 Silver Hawk Roberto 19 37364.6 43 スマートオリオン

47 マイネルラヴ 1995 Seeking the Gold Mr.Prospector 21 37042.8 28 ダンツミュータント

48 ファルブラヴ 1998 Fairy King Northern Dancer 24 36875.3 54 エポワス

49 ヴァーミリアン 2002 エルコンドルパサー Mr.Prospector 27 35572.9 88 ノットフォーマル

50 カネヒキリ 2002 フジキセキ Halo 27 34056.7 113 アルタイル

2015年ＪＲＡサイアーランキング

ディープインパクトが4年連続リーディング 

 

 ディープインパクトが4年連続リーディングサイアー。キングカメハメハも4年連続2位で、ハー

ツクライは2年連続3位。 

 

 ディープインパクトとキングカメハメハの差は前年の約28億円から約15億円まで縮まっ

た。ディープインパクトは総賞金こそ前年を上回ったが、勝利数は232勝（重賞37勝）か

ら224勝（重賞23勝）に減少している。 

 

 キングカメハメハは自己最高の224勝を挙げ、賞金は自己最高の44億6815万7000

円（2012年）を大幅に上回った。賞金額の違いはあるが、数年前なら文句なくリーディン

グ級で、50億円を稼いでリーディングを獲得できなかったのは史上初となる。 

 

 ハーツクライは前年の約32億円から約6億円ほど賞金額を下げた。前年は4位と10億

円以上の差があったが、2015年は約6000万円差と僅差だった。重賞勝ちもG1・3勝を

含む11勝から、G1勝ちなしの3勝と激減している。 

 

 上位では、6年連続で3位or4位に付けていたシンボリクリスエスが7年ぶりにベスト10圏

外に落ちたのが大きな変化。G1勝利も4年連続で途切れている。 

 

 ゼンノロブロイは自身初のトップ10入り。G1勝ちは無かったが、リアファルが菊花賞3着に

入るなど活躍し、年間100勝超えも初だった。 

 

 モーリス、ゴールドアクターを送ったスクリーンヒーローは16位。出走回数226回は最多の

キングカメハメハ（2254回）と比べると約10分の1なので、この順位は驚異的だ。産駒の

活躍により種付け頭数が100頭を超えたのは2014年からなので、順位に反映されるのは

2017年以降になりそうで。2016年もそれほど大きく浮上することはないだろう。 

http://www.jbis.or.jp/horse/0000742976/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001140190/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000729458/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001122040/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000722158/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001138078/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000725485/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001170864/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000286968/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001104811/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000324971/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001156107/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000701668/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001153334/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000701577/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001140030/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000615577/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001119983/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000619768/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001123166/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000700008/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001093539/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000325200/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001122969/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000760877/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001103400/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001115148/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001152210/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000262443/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001108396/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000801447/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001136428/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000225628/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001142673/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000722797/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001155349/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000310467/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001141999/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000760084/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001139739/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000749845/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001155401/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000901749/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001171881/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000362799/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001119786/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000611525/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001140523/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000321138/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001140873/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000287925/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001156050/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333844/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001119877/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000324933/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001120497/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000619835/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001089667/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001085636/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001137087/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000727032/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001135217/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000375505/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001134867/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000372825/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001138758/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000891931/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001137138/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000626923/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001153692/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000293624/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001133895/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000294840/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001107653/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000743908/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001105123/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000719054/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001139796/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000620927/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001126023/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000274883/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001136048/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000725727/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001106745/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000714411/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001134771/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000849057/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001149535/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000762445/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001171199/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000299089/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001118981/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000298971/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001102219/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000626942/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001090345/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000742999/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001157210/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000742946/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001156857/


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

　｜　　｜マイネルクロップ（2010 *サンデーサイレンス）マーチＳｰG3、佐賀記念-Jpn3

　｜　　｜アップトゥデイト（2010 *トニービン）中山大障害-JG1、中山グランドジャンプｰJG1、小倉サマージャンプｰJG3

　｜　　｜クラリティスカイ（2012 スペシャルウィーク）ＮＨＫマイルＣ-G1

　｜　　｜ホワイトフーガ（f.2012 フジキセキ）ＪＢＣレディスクラシック-Jpn1、関東オークス-Jpn2

　｜　　サウンドトゥルー（g.2010 フジキセキ）東京大賞典-G1、日本テレビ盃-Jpn2

　｜　　ノボリディアーナ（f.2010 *サンデーサイレンス）府中牝馬Ｓ-G2

　Lyphard 1969

　｜*ダンシングブレーヴ 1983

　｜　キングヘイロー 1995

　｜　　クリールカイザー（2009 サッカーボーイ）アメリカＪＣＣ-G2

　｜　　シャトーブランシュ（f.2010 *トニービン）マーメイドＳ-G3

　*トライマイベスト 1975

　｜*ラストタイクーン 1983

　｜　Marju 1988

　｜　　サトノクラウン（2012 Rossini）弥生賞-G2

　Danzig 1977

　｜*デインヒル 1986

　｜　Dansili 1996

　｜　｜*ハービンジャー 2006

　｜　｜　ベルーフ（2012 *サンデーサイレンス）京成杯-G3

　｜　｜　ドレッドノータス（2013 *サンデーサイレンス）京都２歳Ｓ-G3

　｜　Redoute's Choice 1996

　｜　　*スニッツェル 2002

　｜　　｜ヤングマンパワー（2012 *サンデーサイレンス）アーリントンＣ-G3

　｜　　フルーキー（2010 *サンデーサイレンス）チャレンジＣ-G3

　Storm Bird 1978

　｜Storm Cat 1983

　｜｜Harlan 1989

　｜｜｜Harlan's Holiday 1999

　｜｜｜　*アルビアーノ（f.2012 Unbridled）スワンＳ-G2、フラワーＣｰG3

　｜｜Forestry 1996

　｜｜｜Discreet Cat 2003

　｜｜｜　*エアハリファ（2009 Afternoon Deelites）根岸ＳｰG3

　｜｜*スタチューオブリバティ 2000

　｜｜　　キクノストーム（2009 Fabulous Dancer）カペラＳｰG3

　｜｜　　アクティブミノル（2012 アグネスタキオン）セントウルＳｰG2

　｜Summer Squall 1987

　｜　*カリズマティック 1996

　｜　　ワンダーアキュート（2006 Pleasant Tap）かしわ記念-Jpn1

　Sadler's Wells 1981

　　*オペラハウス 1988

　　　メイショウサムソン 2003

　　　　デンコウアンジュ（f.2013 *マリエンバード）アルテミスＳｰG3

◆Northern Dancer系 

 Northern Dancer系はDeputy Ministerが中心も、様々な系

統から重賞勝ち馬が出て大きく広がっている。フレンチデピュティは

2008年の宝塚記念（エイシンデピュティ）以来のG1/Jpn1勝利。ク

ロフネはJRA芝G1、障害G1、地方Jpn1と、あらゆるカテゴリーで

G1/Jpn1勝ち馬を出した。 

 

 キングヘイローのJRA重賞勝ちは2009年スプリンターズS（ローレル

ゲレイロ）以来6年ぶり。これで計9勝となったが、古馬の中距離戦は

初めて。JRA以外では、2013年JBCレディスクラシックのメーデイアなど

を出している。 

 

 2015年はハービンジャー、スニッツェル、Redoute's Choice、

Harlan's Holiday、Discreet Cat、メイショウサムソンと、多くの

種牡馬の産駒がJRA重賞初勝利を飾っている。 


