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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年度版に始ま

り、電子書籍で発行するのは７年目となります。 

 

 こういった資料は、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。 

 

 この資料は継続して出していくことが大事だと

思います。そして、続けているうちに新たに、足

りないもの、改善点などが見えてきて、より洗練

されていくことでしょう。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、netkeiba.com、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る。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『覚えておきたい世界の牝系100』

（主婦の友社・2019年9月発売）『一から始める! サラブレッド血統入門』（KADOKAWA・2019年4月発

売）『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 



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

インティ 牡5 栗毛 ケイムホーム Northern Afleet ゴールドドリーム ゴールドアリュール フレンチデピュティ ユラノト キングカメハメハ フジキセキ

ミスターメロディ 牡4 鹿毛 Scat Daddy Deputy Minister セイウンコウセイ アドマイヤムーン Capote ショウナンアンセム ジャングルポケット クロフネ

アルアイン 牡5 鹿毛 ディープインパクト Essence of Dubai キセキ ルーラーシップ ディープインパクト ワグネリアン ディープインパクト キングカメハメハ

グランアレグリア 牝3 鹿毛 ディープインパクト Tapit シゲルピンクダイヤ ダイワメジャー High Chaparral クロノジェネシス バゴ クロフネ

サートゥルナーリア 牡3 黒鹿 ロードカナロア スペシャルウィーク ヴェロックス ジャスタウェイ Monsun ダノンキングリー ディープインパクト Storm Cat

フィエールマン 牡4 鹿毛 ディープインパクト Green Tune グローリーヴェイズ ディープインパクト スウェプトオーヴァーボード パフォーマプロミス ステイゴールド タニノギムレット

アドマイヤマーズ 牡3 栗毛 ダイワメジャー Medicean ケイデンスコール ロードカナロア ハーツクライ カテドラル ハーツクライ ロックオブジブラルタル

ノームコア 牝4 芦毛 ハービンジャー クロフネ プリモシーン ディープインパクト Fastnet Rock クロコスミア ステイゴールド ボストンハーバー

ラヴズオンリーユー 牝3 鹿毛 ディープインパクト Storm Cat カレンブーケドール ディープインパクト Scat Daddy クロノジェネシス バゴ クロフネ

ロジャーバローズ 牡3 鹿毛 ディープインパクト Librettist ダノンキングリー ディープインパクト Storm Cat ヴェロックス ジャスタウェイ Monsun

インディチャンプ 牡4 鹿毛 ステイゴールド キングカメハメハ アエロリット クロフネ ネオユニヴァース アーモンドアイ ロードカナロア サンデーサイレンス

リスグラシュー 牝5 黒鹿 ハーツクライ American Post クロコスミア ルーラーシップ ディープインパクト スワーヴリチャード ハーツクライ Unbridled's Song

タワーオブロンドン 牡4 鹿毛 Raven's Pass Dalakhani モズスーパーフレア Speightstown Belong to Me ダノンスマッシュ ロードカナロア ハードスパン

クロノジェネシス 牝3 芦毛 バゴ クロフネ カレンブーケドール ディープインパクト Scat Daddy シゲルピンクダイヤ ダイワメジャー High Chaparral

ワールドプレミア 牡3 黒鹿 ディープインパクト Acatenango サトノルークス ディープインパクト Sadler's Wells ヴェロックス ジャスタウェイ Monsun

アーモンドアイ 牝4 鹿毛 ロードカナロア サンデーサイレンス ダノンプレミアム ディープインパクト Intikhab アエロリット クロフネ ネオユニヴァース

ラッキーライラック 牝4 栗毛 オルフェーヴル Flower Alley クロコスミア ステイゴールド ボストンハーバー ラヴズオンリーユー ディープインパクト Storm Cat

インディチャンプ 牡4 鹿毛 ステイゴールド キングカメハメハ ダノンプレミアム ディープインパクト Intikhab ペルシアンナイト ハービンジャー サンデーサイレンス

スワーヴリチャード 牡5 栗毛 ハーツクライ Unbridled's Song カレンブーケドール ディープインパクト Scat Daddy ワグネリアン ディープインパクト キングカメハメハ

クリソベリル 牡3 鹿毛 ゴールドアリュール エルコンドルパサー ゴールドドリーム ゴールドアリュール フレンチデピュティ インティ ケイムホーム Northern Afleet

レシステンシア 牝2 鹿毛 ダイワメジャー Lizard Island マルターズディオサ キズナ Grand Slam クラヴァシュドール ハーツクライ Giant's Causeway

サリオス 牡2 栗毛 ハーツクライ Lomitas タイセイビジョン タートルボウル スペシャルウィーク グランレイ ルーラーシップ ファルブラヴ

リスグラシュー 牝5 黒鹿 ハーツクライ American Post サートゥルナーリア ロードカナロア スペシャルウィーク ワールドプレミア ディープインパクト Acatenango

コントレイル 牡2 青鹿 ディープインパクト Unbridled's Song ヴェルトライゼンデ ドリームジャーニー Acatenango ワーケア ハーツクライ Oratorio

　天皇賞（春） 京都・芝3200

2019年ＪＲＡ・平地Ｇ１勝ち馬

　フェブラリーＳ 東京・ダ1600

　大阪杯 阪神・芝2000

　桜花賞 阪神・芝1600

　皐月賞 中山・芝2000

　高松宮記念 中京・芝1200

　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

　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

　ホープフルＳ 中山・芝2000

　有馬記念 中山・芝2500

ディープインパクトが最多の７勝 

 

 前年と変わらずＪＲＡ平地Ｇ１は24レース。ディープインパクトが最多の７勝で、10年連

続ＪＲＡＧ１勝利を達成した。大阪杯、天皇賞・春、ホープフルＳが初勝利で、残るＧ１は

高松宮記念、スプリンターズＳ、フェブラリーＳ、チャンピオンズＣと、芝短距離とダートの４レース

となる。 

 

 ハーツクライは自己最多の４勝。ジャパンＣ、有馬記念と、ＪＲＡの最高賞金レース２つを

勝利した。有馬記念は初制覇で、初の父仔制覇となる。ＪＲＡＧ１は３年連続勝利。 

 

 ダイワメジャーが年間２頭のＧ１馬を出したのは初で、アドマイヤマーズの香港マイルを合わ

せると３勝。これでＪＲＡＧ１は６年連続勝利となった。 

 

 クロノジェネシスの父バゴはビッグウィークによる2010年菊花賞以来のＪＲＡＧ１・２勝目。

Blushing Groom系のＪＲＡＧ１勝利もそれ以来で、牝馬では初。Nasrullah系のＪＲ

ＡＧ１勝利は、ビッグアーサーによる2016年高松宮記念以来となった。 

 

 キングカメハメハは地方でチュウワウィザードがＪＢＣクラシックを勝利したが、ＪＲＡではフェ

ブラリーＳ３着のユラノトが最高着順で、2016年以来のＪＲＡＧ１勝利なしとなっている。 

 

 ケイムホーム、Scat Daddy、Raven's Passが産駒のＪＲＡＧ１初勝利。母の父では

Northern Afleet、Tapit、クロフネ、Librettist、Dalakhani、Acatenango、

Lizard Island、LomitasがＪＲＡＧ１初勝利となった。 



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 ウインブライト 牡5 ステイゴールド アドマイヤコジーン 18 松岡正海 (美) 畠山吉宏

1/5 京都金杯 G3 4歳上 京都 芝1600 良 パクスアメリカーナ 牡4 クロフネ サンデーサイレンス 12 川田将雅 (栗) 中内田充正

1/6 シンザン記念 G3 3歳 京都 芝1600 良 ヴァルディゼール 牡3 ロードカナロア ハーツクライ 8-f 北村友一 (栗) 渡辺薫彦

1/12 フェアリーS G3 3歳牝 中山 芝1600 良 フィリアプーラ 牝3 ハービンジャー サンデーサイレンス 4-m 丸山元気 (美) 菊沢隆徳

1/13 日経新春杯 G2 4歳上 京都 芝2400 良 グローリーヴェイズ 牡4 ディープインパクト スウェプトオーヴァーボード 9-f Ｍ.デムーロ (美) 尾関知人

1/14 京成杯 G3 3歳 中山 芝2000 良 ラストドラフト 牡3 ノヴェリスト ディープインパクト 9-f ルメール (美) 戸田博文

1/20 アメリカJCC G2 4歳上 中山 芝2200 良 シャケトラ 牡6 マンハッタンカフェ Singspiel 4-r 石橋脩 (栗) 角居勝彦

1/20 東海S G2 4歳上 中京 ダ1800 良 インティ 牡5 ケイムホーム Northern Afleet 4-m 武豊 (栗) 野中賢二

1/26 愛知杯 G3 4歳上牝 中京 芝2000 良 ワンブレスアウェイ 牝6 ステイゴールド Storm Cat 2-b 津村明秀 (美) 古賀慎明

1/27 シルクロードS G3 4歳上 京都 芝1200 良 ダノンスマッシュ 牡4 ロードカナロア ハードスパン 4-r 北村友一 (栗) 安田隆行

1/27 根岸S G3 4歳上 東京 ダ1400 良 コパノキッキング セ4 Spring at Last ゴールドヘイロー 23-a マーフィー (栗) 村山明

2/3 きさらぎ賞 G3 3歳 京都 芝1800 良 ダノンチェイサー 牡3 ディープインパクト ロックオブジブラルタル 2-f 川田将雅 (栗) 池江泰寿

2/3 東京新聞杯 G3 4歳上 東京 芝1600 良 インディチャンプ 牡4 ステイゴールド キングカメハメハ 3-l 福永祐一 (栗) 音無秀孝

2/10 京都記念 G2 4歳上 京都 芝2200 良 ダンビュライト 牡5 ルーラーシップ サンデーサイレンス 16-a 松若風馬 (栗) 音無秀孝

2/10 共同通信杯 G3 3歳 東京 芝1800 良 ダノンキングリー 牡3 ディープインパクト Storm Cat 9 戸崎圭太 (美) 萩原清

2/11 クイーンC G3 3歳牝 東京 芝1600 良 クロノジェネシス 牝3 バゴ クロフネ 20-a 北村友一 (栗) 斉藤崇史

2/16 京都牝馬S G3 4歳上牝 京都 芝1400 良 デアレガーロ 牝5 マンハッタンカフェ Souvenir Copy 1-t 池添謙一 (美) 大竹正博

2/16 ダイヤモンドS G3 4歳上 東京 芝3400 良 ユーキャンスマイル 牡4 キングカメハメハ ダンスインザダーク 1-l 岩田康誠 (美) 友道康夫

2/17 フェブラリーS G1 4歳上 東京 ダ1600 良 インティ 牡5 ケイムホーム Northern Afleet 4-m 武豊 (栗) 野中賢二

2/17 小倉大賞典 G3 4歳上 小倉 芝1800 良 スティッフェリオ 牡5 ステイゴールド Mtoto 6-f 丸山元気 (栗) 音無秀孝

2/24 中山記念 G2 4歳上 中山 芝1800 良 ウインブライト 牡5 ステイゴールド アドマイヤコジーン 18 松岡正海 (美) 畠山吉宏

2/24 阪急杯 G3 4歳上 阪神 芝1400 良 スマートオーディン 牡6 ダノンシャンティ Alzao 3-c 藤岡佑介 (栗) 池江泰寿

3/2 オーシャンS G3 4歳上 中山 芝1200 良 モズスーパーフレア 牝4 Speightstown Belong to Me 14-b 武豊 (栗) 音無秀孝

3/2 チューリップ賞 G2 3歳牝 阪神 芝1600 良 ダノンファンタジー 牝3 ディープインパクト Not for Sale 7-a 川田将雅 (栗) 中内田充正

3/3 弥生賞 G2 3歳 中山 芝2000 重 メイショウテンゲン 牡3 ディープインパクト フレンチデピュティ 3-d 池添謙一 (栗) 池添兼雄

3/9 阪神スプリングジャンプ JG2 4歳上 阪神 障3900 良 オジュウチョウサン 牡7 ステイゴールド シンボリクリスエス 4-i 石神深一 (美) 和田正一郎

3/9 中山牝馬S G3 4歳上牝 中山 芝1800 良 フロンテアクイーン 牝6 メイショウサムソン サンデーサイレンス 1-w 三浦皇成 (美) 国枝栄

3/10 金鯱賞 G2 3歳上 中京 芝2000 稍 ダノンプレミアム 牡4 ディープインパクト Intikhab 1-s 川田将雅 (栗) 中内田充正

3/10 フィリーズレビュー G2 3歳牝 阪神 芝1400 稍 ノーワン 牝3 ハーツクライ Caerleon 1-l 坂井瑠星 (栗) 笹田和秀

3/10 フィリーズレビュー G2 3歳牝 阪神 芝1400 稍 プールヴィル 牝3 Le Havre Kendargent 2-f 秋山真一郎 (栗) 庄野靖志

3/16 フラワーC G3 3歳牝 中山 芝1800 良 コントラチェック 牝3 ディープインパクト Halling 2-e 丸山元気 (美) 藤沢和雄

3/16 ファルコンS G3 3歳 中京 芝1400 良 ハッピーアワー 牡3 ハービンジャー ディープインパクト 2-f 吉田隼人 (栗) 武幸四郎

3/17 阪神大賞典 G2 4歳上 阪神 芝3000 稍 シャケトラ 牡6 マンハッタンカフェ Singspiel 4-r 戸崎圭太 (栗) 角居勝彦

3/17 スプリングS G2 3歳牡牝 中山 芝1800 良 エメラルファイト 牡3 クロフネ スペシャルウィーク 4-g 石川裕紀人 (美) 相沢郁

3/23 日経賞 G2 4歳上 中山 芝2500 稍 メイショウテッコン 牡4 マンハッタンカフェ Lemon Drop Kid 14-a 武豊 (栗) 高橋義忠

3/23 毎日杯 G3 3歳 阪神 芝1800 良 ランスオブプラーナ 牡3 ケープブランコ マンハッタンカフェ 6-a 松山弘平 (栗) 本田優

3/24 高松宮記念 G1 4歳上 中京 芝1200 良 ミスターメロディ 牡4 Scat Daddy Deputy Minister 8-k 福永祐一 (栗) 藤原英昭

3/24 マーチS G3 4歳上 中山 ダ1800 良 サトノティターン 牡6 シンボリクリスエス Deputy Minister 20 石橋脩 (美) 堀宣行

3/30 ダービー卿CT G3 4歳上 中山 芝1600 良 フィアーノロマーノ 牡5 Fastnet Rock Lion Heart 17-b 川田将雅 (栗) 高野友和

3/31 大阪杯 G1 4歳上 阪神 芝2000 良 アルアイン 牡5 ディープインパクト Essence of Dubai 2-s 北村友一 (栗) 池江泰寿

4/6 阪神牝馬S G2 4歳上牝 阪神 芝1600 良 ミッキーチャーム 牝4 ディープインパクト Dansili 22-d 川田将雅 (栗) 中内田充正

4/6 ニュージーランドT G2 3歳牡牝 中山 芝1600 良 ワイドファラオ 牡3 へニーヒューズ アグネスタキオン 12 内田博幸 (栗) 角居勝彦

4/7 桜花賞 G1 3歳牝 阪神 芝1600 良 グランアレグリア 牝3 ディープインパクト Tapit 3-o ルメール (美) 藤沢和雄

4/13 中山グランドジャンプ JG1 4歳上 中山 障4250 良 オジュウチョウサン 牡8 ステイゴールド シンボリクリスエス 4-i 石神深一 (美) 和田正一郎

4/13 アーリントンC G3 3歳 阪神 芝1600 良 イベリス 牝3 ロードカナロア ボストンハーバー 3-c 浜中俊 (栗) 角田晃一

4/14 アンタレスS G3 4歳上 阪神 ダ1800 稍 アナザートゥルース セ5 アイルハヴアナザー フジキセキ 22-b 大野拓弥 (美) 高木登

4/14 皐月賞 G1 3歳牡牝 中山 芝2000 良 サートゥルナーリア 牡3 ロードカナロア スペシャルウィーク 16-a ルメール (栗) 角居勝彦

4/20 福島牝馬S G3 4歳上牝 福島 芝1800 良 デンコウアンジュ 牝6 メイショウサムソン マリエンバード 8-a 柴田善臣 (栗) 荒川義之

4/21 フローラS G2 3歳牝 東京 芝2000 良 ウィクトーリア 牝3 ヴィクトワールピサ ウォーエンブレム 3-c 戸崎圭太 (美) 小島茂之

4/21 マイラーズC G2 4歳上 京都 芝1600 良 ダノンプレミアム 牡4 ディープインパクト Intikhab 1-s 川田将雅 (栗) 中内田充正

4/27 青葉賞 G2 3歳 東京 芝2400 稍 リオンリオン 牡3 ルーラーシップ クロフネ 9-f 横山典弘 (栗) 松永幹夫

4/28 天皇賞(春) G1 4歳上 京都 芝3200 良 フィエールマン 牡4 ディープインパクト Green Tune 20-d ルメール (美) 手塚貴久

4/29 新潟大賞典 G3 4歳上 新潟 芝2000 良 メールドグラース 牡4 ルーラーシップ サンデーサイレンス 16 レーン (栗) 清水久詞

5/4 京都新聞杯 G2 3歳 京都 芝2200 良 レッドジェニアル 牡3 キングカメハメハ マンハッタンカフェ 3-l 酒井学 (栗) 高橋義忠

5/5 NHKマイルC G1 3歳牡牝 東京 芝1600 良 アドマイヤマーズ 牡3 ダイワメジャー Medicean 4-l Ｍ.デムーロ (栗) 友道康夫

5/11 京王杯スプリングC G2 4歳上 東京 芝1400 良 タワーオブロンドン 牡4 Raven's Pass Dalakhani 4-n レーン (美) 藤沢和雄

5/11 京都ハイジャンプ JG2 4歳上 京都 障3930 良 シゲルヒノクニ 牡7 パイロ ジャングルポケット A29 植野貴也 (美) 粕谷昌央

5/12 ヴィクトリアマイル G1 4歳上牝 東京 芝1600 良 ノームコア 牝4 ハービンジャー クロフネ 20-a レーン (美) 萩原清

5/18 平安S G3 4歳上 京都 ダ1900 良 チュウワウィザード 牡4 キングカメハメハ デュランダル 9-f 川田将雅 (栗) 大久保龍志

5/19 優駿牝馬 G1 3歳牝 東京 芝2400 良 ラヴズオンリーユー 牝3 ディープインパクト Storm Cat 20 Ｍ.デムーロ (栗) 矢作芳人

5/25 葵S 重賞 3歳 京都 芝1200 良 ディアンドル 牝3 ルーラーシップ スペシャルウィーク 4-n 藤岡佑介 (栗) 奥村豊

5/26 目黒記念 G2 4歳上 東京 芝2500 良 ルックトゥワイス 牡6 ステイゴールド Alzao 8-h レーン (栗) 藤原英昭

5/26 東京優駿 G1 3歳牡牝 東京 芝2400 良 ロジャーバローズ 牡3 ディープインパクト Librettist 16-f 浜中俊 (栗) 角居勝彦

6/1 鳴尾記念 G3 3歳上 阪神 芝2000 良 メールドグラース 牡4 ルーラーシップ サンデーサイレンス 16 レーン (栗) 清水久詞

6/2 安田記念 G1 3歳上 東京 芝1600 良 インディチャンプ 牡4 ステイゴールド キングカメハメハ 3-l 福永祐一 (栗) 音無秀孝

6/9 エプソムC G3 3歳上 東京 芝1800 稍 レイエンダ 牡4 キングカメハメハ シンボリクリスエス 2-f ルメール (美) 藤沢和雄

6/9 マーメイドS G3 3歳上牝 阪神 芝2000 良 サラス 牝4 オルフェーヴル Tapit 4-r 松若風馬 (栗) 西村真幸

6/16 函館スプリントS G3 3歳上 函館 芝1200 稍 カイザーメランジェ 牡4 サクラオリオン サクラプレジデント 13-c 江田照男 (美) 中野栄治

6/16 ユニコーンS G3 3歳 東京 ダ1600 重 ワイドファラオ 牡3 ヘニーヒューズ アグネスタキオン 12 福永祐一 (栗) 角居勝彦

6/22 東京ジャンプS JG3 3歳上 東京 障3110 稍 シングンマイケル セ5 シングンオペラ トウカイテイオー 21-a 石神深一 (美) 高市圭二

6/23 宝塚記念 G1 3歳上 阪神 芝2200 良 リスグラシュー 牝5 ハーツクライ American Post 1-l レーン (栗) 矢作芳人

6/30 ラジオNIKKEI賞 G3 3歳 福島 芝1800 不 ブレイキングドーン 牡3 ヴィクトワールピサ ホワイトマズル 1-l 田辺裕信 (栗) 中竹和也

6/30 CBC賞 G3 3歳上 中京 芝1200 不 レッドアンシェル 牡5 マンハッタンカフェ Storm Cat 9-f 福永祐一 (栗) 庄野靖志

7/7 プロキオンS G3 3歳上 中京 ダ1400 稍 アルクトス 牡4 アドマイヤオーラ シンボリクリスエス 1-s 田辺裕信 (美) 栗田徹

7/7 七夕賞 G3 3歳上 福島 芝2000 稍 ミッキースワロー 牡5 トーセンホマレボシ ジャングルポケット 10-e 菊沢一樹 (美) 菊沢隆徳

7/14 函館記念 G3 3歳上 函館 芝2000 良 マイスタイル 牡5 ハーツクライ フォーティナイナー 22-d 田中勝春 (栗) 昆貢

7/21 函館2歳S G3 2歳 函館 芝1200 良 ビアンフェ 牡2 キズナ サクラバクシンオー 4-m 藤岡佑介 (栗) 中竹和也

7/21 中京記念 G3 3歳上 中京 芝1600 稍 グルーヴィット 牡3 ロードカナロア スペシャルウィーク 8-f 松山弘平 (栗) 松永幹夫

7/27 小倉サマージャンプ JG3 3歳上 小倉 障3390 良 メイショウダッサイ 牡6 スズカマンボ スキャターザゴールド 16-h 森一馬 (栗) 飯田祐史

7/28 アイビスサマーダッシュ G3 3歳上 新潟 芝1000 良 ライオンボス 牡4 バトルプラン ステイゴールド 8-f 田辺裕信 (美) 和田正一郎

2019年ＪＲＡ重賞勝ち馬（日付順）
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7/28 クイーンS G3 3歳上牝 札幌 芝1800 良 ミッキーチャーム 牝4 ディープインパクト Dansili 22-d 川田将雅 (栗) 中内田充正

8/4 レパードS G3 3歳 新潟 ダ1800 良 ハヤヤッコ 牡3 キングカメハメハ クロフネ 2-w 田辺裕信 (美) 国枝栄

8/4 小倉記念 G3 3歳上 小倉 芝2000 良 メールドグラース 牡4 ルーラーシップ サンデーサイレンス 16 川田将雅 (栗) 清水久詞

8/11 エルムS G3 3歳上 札幌 ダ1700 稍 モズアトラクション 牡5 ジャングルポケット コロナドズクエスト 7 藤岡康太 (栗) 松下武士

8/11 関屋記念 G3 3歳上 新潟 芝1600 良 ミッキーグローリー 牡6 ディープインパクト ホワイトマズル 3-l ルメール (美) 国枝栄

8/18 北九州記念 G3 3歳上 小倉 芝1200 良 ダイメイプリンセス 牝6 キングヘイロー ダンスインザダーク 8-f 秋山真一郎 (栗) 森田直行

8/18 札幌記念 G2 3歳上 札幌 芝2000 良 ブラストワンピース 牡4 ハービンジャー キングカメハメハ 9-c 川田将雅 (美) 大竹正博

8/24 新潟ジャンプS JG3 3歳上 新潟 障3250 良 マイブルーヘブン 牡5 ルーラーシップ Fusaichi Pegasus 21-a 平沢健治 (栗) 高橋義忠

8/25 新潟2歳S G3 2歳 新潟 芝1600 良 ウーマンズハート 牝2 ハーツクライ Shamardal 6-a 藤岡康太 (栗) 西浦勝一

8/25 キーンランドC G3 3歳上 札幌 芝1200 稍 ダノンスマッシュ 牡4 ロードカナロア ハードスパン 4-r 川田将雅 (栗) 安田隆行

8/31 札幌2歳S G3 2歳 札幌 芝1800 稍 ブラックホール 牡2 ゴールドシップ キングカメハメハ 4-d 石川裕紀人 (栗) 相沢郁

9/1 小倉2歳S G3 2歳 小倉 芝1200 重 マイネルグリット 牡2 スクリーンヒーロー ロージズインメイ 2-n 国分優作 (栗) 吉田直弘

9/1 新潟記念 G3 3歳上 新潟 芝2000 良 ユーキャンスマイル 牡4 キングカメハメハ ダンスインザダーク 1-l 岩田康誠 (栗) 友道康夫

9/7 紫苑S G3 3歳牝 中山 芝2000 良 パッシングスルー 牝3 ルーラーシップ クロフネ 8-h 戸崎圭太 (美) 黒岩陽一

9/8 セントウルS G2 3歳上 阪神 芝1200 良 タワーオブロンドン 牡4 Raven's Pass Dalakhani 4-n ルメール (美) 藤沢和雄

9/8 京成杯オータムH G3 3歳上 中山 芝1600 良 トロワゼトワル 牝4 ロードカナロア ハーツクライ 8-c 横山典弘 (栗) 安田隆行

9/14 阪神ジャンプS JG3 3歳上 阪神 障3140 良 メドウラーク 牡8 タニノギムレット クロフネ 9-f 北沢伸也 (栗) 橋田満

9/15 ローズS G2 3歳牝 阪神 芝1800 良 ダノンファンタジー 牝3 ディープインパクト Not for Sale 7-a 川田将雅 (栗) 中内田充正

9/16 セントライト記念 G2 3歳 中山 芝2200 重 リオンリオン 牡3 ルーラーシップ クロフネ 9-f 横山典弘 (栗) 松永幹夫

9/22 神戸新聞杯 G2 3歳牡牝 阪神 芝2400 良 サートゥルナーリア 牡3 ロードカナロア スペシャルウィーク 16-a ルメール (栗) 角居勝彦

9/22 オールカマー G2 3歳上 中山 芝2200 良 スティッフェリオ 牡5 ステイゴールド Mtoto 6-f 丸山元気 (栗) 音無秀孝

9/28 シリウスS G3 3歳上 阪神 ダ2000 良 ロードゴラッソ 牡4 ハーツクライ Kingmambo 2-p 藤岡佑介 (栗) 藤岡健一

9/29 スプリンターズS G1 3歳上 中山 芝1200 良 タワーオブロンドン 牡4 Raven's Pass Dalakhani 4-n ルメール (美) 藤沢和雄

10/5 サウジアラビアRC G3 2歳 東京 芝1600 良 サリオス 牡2 ハーツクライ Lomitas 16-c 石橋脩 (美) 堀宣行

10/6 毎日王冠 G2 3歳上 東京 芝1800 良 ダノンキングリー 牡3 ディープインパクト Storm Cat 9 戸崎圭太 (美) 萩原清

10/6 京都大賞典 G2 3歳上 京都 芝2400 良 ドレッドノータス セ6 ハービンジャー サンデーサイレンス 2-u 坂井瑠星 (栗) 矢作芳人

10/13 秋華賞 G1 3歳牝 京都 芝2000 稍 クロノジェネシス 牝3 バゴ クロフネ 20-a 北村友一 (栗) 斉藤崇史

10/14 府中牝馬S G2 3歳上牝 東京 芝1800 稍 スカーレットカラー 牝4 ヴィクトワールピサ ウォーエンブレム 9-e 岩田康誠 (栗) 高橋亮

10/15 東京ハイジャンプ JG2 3歳上 東京 障3110 稍 シングンマイケル セ5 シングンオペラ トウカイテイオー 21-a 金子光希 (美) 高市圭二

10/19 富士S G3 3歳上 東京 芝1600 稍 ノームコア 牝4 ハービンジャー クロフネ 20-a ルメール (美) 萩原清

10/20 菊花賞 G1 3歳牡牝 京都 芝3000 良 ワールドプレミア 牡3 ディープインパクト Acatenango 3-d 武豊 (栗) 友道康夫

10/26 アルテミスS G3 2歳牝 東京 芝1600 良 リアアメリア 牝2 ディープインパクト Rockport Harbor A1 川田将雅 (栗) 中内田充正

10/26 スワンS G2 3歳上 京都 芝1400 稍 ダイアトニック 牡4 ロードカナロア サンデーサイレンス 2-d スミヨン (栗) 安田隆行

10/27 天皇賞(秋) G1 3歳上 東京 芝2000 良 アーモンドアイ 牝4 ロードカナロア サンデーサイレンス 8-f ルメール (美) 国枝栄

11/2 ファンタジーS G3 2歳牝 京都 芝1400 良 レシステンシア 牝2 ダイワメジャー Lizard Island 9-g 北村友一 (栗) 松下武士

11/2 京王杯2歳S G2 2歳 東京 芝1400 良 タイセイビジョン 牡2 タートルボウル スペシャルウィーク 23-b ルメール (栗) 西村真幸

11/3 みやこS G3 3歳上 京都 ダ1800 良 ヴェンジェンス 牡6 カジノドライヴ スペシャルウィーク 1-w 幸英明 (栗) 大根田裕之

11/3 アルゼンチン共和国杯 G2 3歳上 東京 芝2500 良 ムイトオブリガード 牡5 ルーラーシップ サンデーサイレンス 4-d 横山典弘 (栗) 角田晃一

11/9 武蔵野S G3 3歳上 東京 ダ1600 良 ワンダーリーデル 牡6 スタチューオブリバティ マヤノトップガン 12 横山典弘 (栗) 安田翔伍

11/9 京都ジャンプS JG3 3歳上 京都 障3170 良 ディライトフル セ8 フジキセキ Danehill Dancer 4-i 白浜雄造 (栗) 大久保龍志

11/9 デイリー杯2歳S G2 2歳 京都 芝1600 良 レッドベルジュール 牡2 ディープインパクト Unbridled's Song 3-o 武豊 (栗) 藤原英昭

11/10 エリザベス女王杯 G1 3歳上牝 京都 芝2200 良 ラッキーライラック 牝4 オルフェーヴル Flower Alley 6-a スミヨン (栗) 松永幹夫

11/10 福島記念 G3 3歳上 福島 芝2000 良 クレッシェンドラヴ 牡5 ステイゴールド Sadler's Wells 9-e 内田博幸 (美) 林徹

11/16 東京スポーツ杯2歳S G3 2歳 東京 芝1800 良 コントレイル 牡2 ディープインパクト Unbridled's Song 1-s ムーア (栗) 矢作芳人

11/17 マイルチャンピオンシップ G1 3歳上 京都 芝1600 良 インディチャンプ 牡4 ステイゴールド キングカメハメハ 3-l 福永祐一 (栗) 音無秀孝

11/23 京都2歳S G3 2歳 京都 芝2000 良 マイラプソディ 牡2 ハーツクライ Salt Lake 4-r 武豊 (栗) 友道康夫

11/24 ジャパンC G1 3歳上 東京 芝2400 重 スワーヴリチャード 牡5 ハーツクライ Unbridled's Song 1-a マーフィー (栗) 庄野靖志

11/24 京阪杯 G3 3歳上 京都 芝1200 良 ライトオンキュー 牡4 Shamardal Raven's Pass 23-b 古川吉洋 (栗) 昆貢

11/30 ステイヤーズS G2 3歳上 中山 芝3600 良 モンドインテロ 牡7 ディープインパクト ブライアンズタイム 13-a ビュイック (美) 手塚貴久

11/30 チャレンジC G3 3歳上 阪神 芝1800 良 ロードマイウェイ 牡3 ジャスタウェイ ジャングルポケット 4-d ルメール (栗) 杉山晴紀

12/1 チャンピオンズC G1 3歳上 中京 ダ1800 良 クリソベリル 牡3 ゴールドアリュール エルコンドルパサー 16-a 川田将雅 (栗) 音無秀孝

12/7 中日新聞杯 G3 4歳上 中京 芝2000 良 サトノガーネット 牝4 ディープインパクト Victory Note 5-h 坂井瑠星 (栗) 矢作芳人

12/8 カペラS G3 3歳上 中山 ダ1200 良 コパノキッキング セ4 Spring at Last ゴールドヘイロー 23-a 藤田菜七子 (栗) 村山明

12/8 阪神ジュベナイルF G1 2歳牝 阪神 芝1600 良 レシステンシア 牝2 ダイワメジャー Lizard Island 9-g 北村友一 (栗) 松下武士

12/14 ターコイズS G3 3歳上牝 中山 芝1600 良 コントラチェック 牝3 ディープインパクト Halling 2-e ルメール (美) 藤沢和雄

12/15 朝日杯FS G1 2歳牡牝 阪神 芝1600 良 サリオス 牡2 ハーツクライ Lomitas 16-c ムーア (美) 堀宣行

12/21 中山大障害 JG1 3歳上 中山 障4100 良 シングンマイケル セ5 シングンオペラ トウカイテイオー 21-a 金子光希 (美) 高市圭二

12/21 阪神C G2 3歳上 阪神 芝1400 良 グランアレグリア 牝3 ディープインパクト Tapit 3-o ルメール (美) 藤沢和雄

12/22 有馬記念 G1 3歳上 中山 芝2500 良 リスグラシュー 牝5 ハーツクライ American Post 1-l レーン (栗) 矢作芳人

12/28 ホープフルS G1 2歳牡牝 中山 芝2000 良 コントレイル 牡2 ディープインパクト Unbridled's Song 1-s 福永祐一 (栗) 矢作芳人

みやこSが復活 

 

2018年は京都で行われたJBC3競走がなくなり、休止されていたみやこSが復活。前年の141

レースから2レース減の139レースを実施した。フィリーズレビューは同着だったため、勝ち馬は延べ

140頭となっている。 
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順位 馬名 生年 父 系統 勝利数 重賞勝 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 257 27 768176.8 1 ロジャーバローズ

2 ハーツクライ 2001 サンデーサイレンス Halo 151 10 390715.1 3 リスグラシュー

3 ロードカナロア 2008 キングカメハメハ Mr. Prospector 160 10 332899.6 7 サートゥルナーリア

4 ステイゴールド 1994 サンデーサイレンス Halo 67 12 269394.9 4 インディチャンプ

5 ルーラーシップ 2007 キングカメハメハ Mr. Prospector 109 10 241490.2 8 メールドグラース

6 キングカメハメハ 2001 Kingmambo Mr. Prospector 101 6 225197.0 2 ユーキャンスマイル

7 ダイワメジャー 2001 サンデーサイレンス Halo 85 3 217350.3 6 アドマイヤマーズ

8 ハービンジャー(GB) 2006 Dansili Danzig 72 6 169361.3 5 ノームコア

9 ゴールドアリュール 1999 サンデーサイレンス Halo 87 1 166040.0 10 クリソベリル

10 オルフェーヴル 2008 ステイゴールド Halo 103 2 163667.5 13 ラッキーライラック

11 キンシャサノキセキ(AUS) 2003 フジキセキ Halo 66 0 137672.8 12 ストロベリームーン

12 クロフネ(USA) 1998 フレンチデピュティ Deputy Minister 59 2 123193.2 9 アエロリット

13 ヘニーヒューズ(USA) 2003 ヘネシー Storm Cat 84 2 123163.9 20 ワイドファラオ

14 ヴィクトワールピサ 2007 ネオユニヴァース Halo 61 3 117876.7 18 スカーレットカラー

15 マンハッタンカフェ 1998 サンデーサイレンス Halo 38 5 112049.4 11 シャケトラ

16 ジャスタウェイ 2009 ハーツクライ Halo 68 1 112044.0 55 ヴェロックス

17 サウスヴィグラス(USA) 1996 エンドスウィープ Mr. Prospector 62 0 85866.8 24 ヒデノヴィーナス

18 エンパイアメーカー(USA) 2000 Unbridled Mr. Prospector 48 0 84869.9 15 スマートダンディー

19 スクリーンヒーロー 2004 グラスワンダー Roberto 45 1 82515.1 21 グァンチャーレ

20 ブラックタイド 2001 サンデーサイレンス Halo 46 0 80536.7 17 デザートスネーク

21 アイルハヴアナザー(USA) 2009 Flower Alley Mr. Prospector 46 1 80334.5 31 マイネルユキツバ

22 ディープブリランテ 2009 ディープインパクト Halo 36 0 72259.7 26 ミッキーブリランテ

23 エイシンフラッシュ 2007 キングズベスト Mr. Prospector 51 0 68488.8 38 メリーメーキング

24 ノヴェリスト(IRE) 2009 Monsun Blandford 42 1 64976.3 43 ラストドラフト

25 パイロ(USA) 2005 Pulpit Bold Ruler 41 1 64667.7 23 クリノケンリュウ

26 アドマイヤムーン 2003 エンドスウィープ Mr. Prospector 30 0 60841.5 16 セイウンコウセイ

27 ネオユニヴァース 2000 サンデーサイレンス Halo 25 0 59194.6 19 サンシロウ

28 ジャングルポケット 1998 トニービン Grey Sovereign 20 1 58070.7 27 モズアトラクション

29 ワークフォース(GB) 2007 キングズベスト Mr. Prospector 29 0 55784.6 40 ブライトクォーツ

30 ヨハネスブルグ(USA) 1999 ヘネシー Storm Cat 35 0 55629.0 28 ナムラカメタロー

31 シニスターミニスター(USA) 2003 Old Trieste Bold Ruler 30 0 51865.2 25 アイファーイチオー

32 シンボリクリスエス(USA) 1999 Kris S. Roberto 24 1 50308.2 14 サトノティターン

33 タートルボウル(IRE) 2002 Dyhim Diamond Northern Dancer 28 1 48259.0 34 タイセイビジョン

34 カジノドライヴ(USA) 2005 Mineshaft Bold Ruler 24 1 47805.8 41 ヴェンジェンス

35 メイショウボーラー 2001 タイキシャトル Halo 26 0 47740.5 36 アンリミット

36 ゼンノロブロイ 2000 サンデーサイレンス Halo 26 0 46930.1 22 サンアップルトン

37 キズナ 2010 ディープインパクト Halo 33 1 46400.8 － ビアンフェ

38 トーセンホマレボシ 2009 ディープインパクト Halo 21 1 41640.6 51 ミッキースワロー

39 ダノンシャンティ 2007 フジキセキ Halo 20 1 41351.6 47 グロワールシチー

40 メイショウサムソン 2003 オペラハウス Sadler's Wells 20 2 40051.0 37 フロンテアクイーン

41 カネヒキリ 2002 フジキセキ Halo 21 0 39231.8 29 メイプルブラザー

42 スマートファルコン 2005 ゴールドアリュール Halo 24 0 38451.6 56 リワードアンヴァル

43 マツリダゴッホ 2003 サンデーサイレンス Halo 12 0 36956.0 33 マイネルプロンプト

44 ダンカーク(USA) 2006 Unbridled's Song Mr.Prospector 27 0 36648.8 79 グレースゼット

45 ドリームジャーニー 2004 ステイゴールド Halo 17 0 35562.7 52 ヴェルトライゼンデ

46 ローエングリン 1999 Singspiel Sadler's Wells 12 0 34733.0 32 カラクレナイ

47 ケイムホーム(USA) 1999 Gone West Mr.Prospector 13 2 34366.0 66 インティ

48 エピファネイア 2010 シンボリクリスエス Roberto 31 0 33454.6 － ロールオブサンダー

49 バゴ(FR) 2001 Nashwan Blushing Groom 10 2 33274.7 67 クロノジェネシス

50 スウェプトオーヴァーボード(USA) 1997 エンドスウィープ Mr. Prospector 23 0 31739.6 30 エンゲージリング

2019年ＪＲＡサイアーランキング

ディープインパクトが８年連続リーディング 

 

 ディープインパクトが８年連続リーディングを獲得。前年は２位と約33億円差だったが、

2019年は約38億円とその差をさらに広げた。約76億8000万円の賞金額は自己最多。

勝利数は2018年の265勝に次ぐ２番目となる。惜しくも７月に死亡。2019年は種付数

24頭と少なかったが、今年生まれる産駒がラストクロップとなる。 

 

 ハーツクライも賞金額、勝利数、Ｇ１・４勝が自己最多。リスグラシューの有馬記念、ス

ワーヴリチャードのジャパンＣと、２つの３億円レースの勝利が大きかった。３位ロードカナロア

とは約６億円の差があるが、有馬記念でリスグラシューが着外に敗れ、アーモンドアイとサー

トゥルナーリアの１、２着で決まっていれば順位は変わっていた計算になる。 

 

 ロードカナロアは産駒デビュー３年目の３位は立派だが、３年目で約37億円を稼いで

リーディングを獲得した父キングカメハメハをこの時点で超えることは出来なかった。サートゥル

ナーリアの皐月賞、アーモンドアイの天皇賞・秋とＧ１を２勝したが、この２頭やダノンスマッ

シュなど、Ｇ１で人気を裏切るケースも多かった。 

 

 ステイゴールドは３歳世代が僅か１頭で、ほとんどが４歳以上の成績となるが、前年と同

じ４位をキープする大健闘。インディチャンプで勝った安田記念は、初の古牡馬マイルＧ１

勝利と、新たなステージを広げた。 

 

 キングカメハメハは７年続いた２位からついに陥落。Ｇ１も2016年以来の０勝に終わっ

た。ディープインパクト同様、８月に死亡し、こちらは2019年生まれがラストクロップとなる。 

 

 ダイワメジャーは７年続いた年間100勝がストップし、前年から１ランクダウン。しかし、アド

マイヤマーズがＮＨＫマイルＣと香港マイル、レシステンシアが阪神ジュベナイルフィリーズ、さ

らにブルドッグボスがＪＢＣスプリントを勝つなど、ＪＲＡに限らず中身の濃い１年だった。 

 

 オルフェーヴルは産駒デビュー３年目で初のベスト10入り。年間100勝も達成し、着実に

ステップアップしている。芝、ダート問わず短距離での勝利も増えてきており、さらなる飛躍が見

込めそうだ。 

 

 ヘニーヒューズは賞金額約４億円増で７ランクアップ。ダートでは78勝と、全種牡馬中最

多となる。ゴールドアリュールもサウスヴィグラスも既にこの世を去っており、次期ダートチャンピオ

ンサイアーの座に最も近い馬だろう。 
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