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【本書の内容】 

2022年２月までに日本で種牡馬登録された馬（サラブレッド血統書第１巻から17巻までに収録されたサラブレッド種雄馬

と、2022年２月までにＪＢＢＡ日本軽種馬協会で登録された馬）約3500頭を父系図にまとめました。一部、海外繋養の日

本調教馬も含まれます。 

 

【父系図の見方】 

 

 

 

 

 

 

 

青文字が種牡馬です。馬名から、PedigreeQueryやJBIS-Searchのページへリンク可能です。 

 

馬名の頭文字が上段より１文字右から始まる場合は、その馬は上段の馬の産駒です。上の例だとMacho Unoの産駒がダノ

ンレジェンドとなります。 

 

( )内は生産国、数字は生年を示します。「*」は輸入馬を表します。欧米表記が併記されている馬は、日本で競走馬登録さ

れていない輸入馬です。海外、日本、地方の重賞とＪＲＡのオープン特別１～３着馬についてはその代表的なレースを１つ

記載しました。 

 

[ ]内の数字は基本的に日本での実働供用年です。最初に種付けした年と、最後に種付けした年（1950年代以前供用種牡馬

の多くは残存データの関係で一部、供用停止年）を示しています。表記のない馬はデータが残っていない馬、または、種牡

馬登録だけで種付けを行っていない馬です。 

 

【国名略】 

AUS＝オーストラリア、BRA＝ブラジル、CAN＝カナダ、CZE＝チェコ、FR＝フランス、GB＝イギリス、GER＝ドイ

ツ、IRE＝アイルランド、ITY＝イタリア、JPN＝日本、KOR＝韓国、LIB＝リビア、NZ＝ニュージーランド、SAF＝南ア

フリカ、SPA＝スペイン、SWE＝スウェーデン、TUR＝トルコ、USA＝アメリカ 
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【はじめに】 

 

 日本で本格的なサラブレッドの生産が始まったのは1907年頃。以降、欧米を中心に多く

の種牡馬が輸入され、競走馬として活躍した名馬も種牡馬となりました。現在まで約115

年の日本のサラブレッドの歴史・競馬の歴史において、実に約3500頭の種牡馬が供用され

てきました。 

 

 本書では記録に残っているこの3500頭の種牡馬を父系図にまとめました。父系図だけで

約50ページの膨大なデータとなります。単なる馬名の羅列に止まらず、各種牡馬には主な

勝ち鞍や供用年も記載。資料的価値のあるものを目指し、時間をかけてまとめ上げまし

た。JBIS-Searchなどのデータベースサイトにもリンクさせています。 

 

 さらに付録として、記録の残っている1924年からの中央サイアーランキングも掲載。地

方のデータもまとめています。 

 

 日本の種牡馬の歴史を掴むには最適なデータと存じますので、ぜひご活用ください。 

 

 

2022年３月 

平出 貴昭（サラブレッド血統センター） 



  

父系図 

 



（Darley Arabian系の一部） 
 
【Darley Arabian系】 
 
Darley Arabian (SY) 1700 
 Bartlet's Childers (GB) 1716 
  Squirt (GB) 1732 
   Marske (GB) 1750 
    Eclipse (GB) 1764 
     Pot8O'S (GB) 1773 
     ｜Waxy (GB) 1790  
     ｜ Whalebone (GB) 1807 
     ｜ ｜Waverley(GB) 1817 
     ｜ ｜｜Don John(GB) 1835 
     ｜ ｜｜ Iago(GB) 1843 
     ｜ ｜｜  Bonnie Scotland(GB) 1853 
     ｜ ｜｜   Bramble(USA) 1875 
     ｜ ｜｜    Ben Brush(USA) 1893 
     ｜ ｜｜     Broomstick(USA) 1901 
     ｜ ｜｜      Whisk Broom(USA) 1907 
     ｜ ｜｜       Victorian(USA) 1925 
     ｜ ｜｜        Can't Wait(USA) 1935 
     ｜ ｜｜         *ワンダービー Can't Return(USA) 1950 [1960～1961] 
     ｜ ｜Camel (GB) 1822 
     ｜ ｜｜Touchstone (GB) 1831  
     ｜ ｜｜ Ithuriel (GB) 1841  
     ｜ ｜｜ ｜Longbow (GB) 1849 
     ｜ ｜｜ ｜ Toxophilite (GB) 1855 
     ｜ ｜｜ ｜  Musket (GB) 1867 
     ｜ ｜｜ ｜   Maxim(NZ) 1884 
     ｜ ｜｜ ｜   ｜Indio(USA) 1894 
     ｜ ｜｜ ｜   ｜ *ハーシバーアン Hurstbourne(USA) 1900 
     ｜ ｜｜ ｜   Carbine (NZ) 1885  
     ｜ ｜｜ ｜    Amberite (AUS) 1894 
     ｜ ｜｜ ｜    ｜*ウィリアム Cato(AUS) 1900 
     ｜ ｜｜ ｜    Spearmint (GB) 1903 
     ｜ ｜｜ ｜     Spion Kop(GB) 1917 
     ｜ ｜｜ ｜     ｜Felstead(GB) 1925 
     ｜ ｜｜ ｜     ｜ パプステッド (JPN) 1933[1939～1947] 
     ｜ ｜｜ ｜     *シャイニングスピヤー Shining Spear(GB) 1921[1928～1944] 
     ｜ ｜｜ ｜     ｜シャイン (JPN) 1929 
     ｜ ｜｜ ｜     *ミンドアー Mint Dor (GB) 1922[1929～1943] 
     ｜ ｜｜ Orlando (GB) 1841 
     ｜ ｜｜ ｜Eclipse (USA) 1855 
     ｜ ｜｜ ｜｜Alarm (USA) 1869 
     ｜ ｜｜ ｜｜ Himyar (USA) 1875 
     ｜ ｜｜ ｜｜  Domino (USA) 1891 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜Commando (USA) 1898  
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ Hippodrome (USA) 1904 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜*フランコニー Franconi(USA) 1909 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ Peter Pan (USA) 1904  
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜Black Toney(USA) 1911 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜ Balladier(USA) 1932 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  Spy Song(USA) 1943 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  ｜Crimson Satan(USA) 1959 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  ｜ *ドラマティックビッド Dramatic Bid(USA) 1978 愛1勝[1987～1994] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  Double Jay (USA) 1944 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  ｜Bagdad(USA) 1956 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  ｜ *ムーンマウンテン Moon Mountain(USA) 1968 米2勝[1975～1983] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  *ブラックウヰング Black Wing(USA) 1946 米3勝[1953～1965] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ Colin (USA) 1905  
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜Neddie (USA) 1926 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜ Good Goods (USA) 1931 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜  Alsab (USA) 1939  
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜   Armageddon (USA) 1949 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜    Battle Joined (USA) 1959 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜     Ack Ack (USA) 1966 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜      *パンザー Panzer(USA) 1976 米7勝[1984～1991] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜      Broad Brush (USA) 1983 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ ｜       *ノボトゥルー (USA) 1996 フェブラリーS-G1[2008～2015] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜ Transvaal(USA) 1905 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜  King Gorin(USA) 1913 
     ｜ ｜｜ ｜｜  ｜   善郷 (JPN) 1929 3勝、障4勝[1936～1940] 
     ｜ ｜｜ ｜｜  Plaudit (USA) 1895  
     ｜ ｜｜ ｜｜   King James (USA) 1905  
     ｜ ｜｜ ｜｜    Spur (USA) 1913 
     ｜ ｜｜ ｜｜     Sting (USA) 1921 
     ｜ ｜｜ ｜｜      Questionnaire (USA) 1927 
     ｜ ｜｜ ｜｜       Free For All (USA) 1942 
     ｜ ｜｜ ｜｜        Rough'n Tumble (USA) 1948 
     ｜ ｜｜ ｜｜        ｜Minnesota Mac (USA) 1964 
     ｜ ｜｜ ｜｜        ｜ Great Above (USA) 1972 
     ｜ ｜｜ ｜｜        ｜  Holy Bull (USA) 1991 
     ｜ ｜｜ ｜｜        ｜   Macho Uno (USA) 1998  
     ｜ ｜｜ ｜｜        ｜    *ダノンレジェンド (USA) 2010 JBCスプリント-Jpn1[2017～] 
     ｜ ｜｜ ｜｜        *テツノチカラ Ready To Fight(USA) 1948 6勝[1956～1972] 
 
 
 
 

https://www.jbis.or.jp/horse/0000001289/
https://www.pedigreequery.com/hurstbourne
https://www.pedigreequery.com/cato5
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333048/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333000/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333041/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333008/
https://www.pedigreequery.com/franconi4
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333781/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333531/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333148/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333709/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000310498/pedigree/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000333010/
http://www.jbis.or.jp/horse/0001162685/pedigree/
https://www.jbis.or.jp/horse/0000001273/


（サンデーサイレンス系のみ抜粋） 
 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜*サンデーサイレンス Sunday Silence(USA) 1986 ケンタッキーダービー-米G1[1991～2002] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アサクサゴーフル (JPN) 1992 4勝[1998～2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜キングオブダイヤ (JPN) 1992 中山記念-G2[2001～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サマーサスピション (JPN) 1992 青葉賞-G3[1996～2001] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンデーウェル (JPN) 1992 セントライト記念-G2[1998～2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンデーズショウ (JPN) 1992 1勝[1999～2002] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンデーブランチ (JPN) 1992 宝塚記念-G1･2着[1999] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ジェニュイン (JPN) 1992 皐月賞-G1[1998～2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ベストタイザン (JPN) 2002 園田金盃-園田[2013～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイタクサージャン (JPN) 1992 札幌記念-G3･3着[2001～2007] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダブルユアホリデー (JPN) 1992 2勝、地方3勝[2002～2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜タヤスツヨシ (JPN) 1992 日本ダービー-G1[1996～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ナスダックパワー (JPN) 1998 ユニコーンS-G3[2005～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トップオブツヨシ (JPN) 2003 プリンシパルS-OP･2着[2010～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜グランシュヴァリエ (JPN) 2005 南部杯-Jpn1･3着[2016～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜フジキセキ (JPN) 1992 朝日杯3歳S-G1[1995～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイタクリーヴァ (JPN) 1997 スプリングS-G2[2003～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜カネヒキリ (JPN) 2002 ジャパンCダート-G1[2011～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディオスコリダー (JPN) 2014 カペラS-G3[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロンドンタウン (JPN) 2013 エルムS-G3[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜マンボノテイオー (JPN) 2002 不出走[2005～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミラクルポイント (JPN) 2002 1勝[2005～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キンシャサノキセキ (AUS) 2003 高松宮記念-G1[2011～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜シュウジ (JPN) 2013 阪神C-G2[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜モンドキャンノ (JPN) 2014 京王杯2歳S-G2[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ファイングレイン (JPN) 2003 高松宮記念-G1 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンシャンティ (JPN) 2007 NHKマイルＣ-G1[2012～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スマートオーディン (JPN) 2013 京都新聞杯-G2[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サダムパテック (JPN) 2008 マイルチャンピオンシップ-G1[2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜イスラボニータ (JPN) 2011 皐月賞-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マーベラスサンデー (JPN) 1992 宝塚記念-G1[1998～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜シルクフェイマス (JPN) 1999 京都記念-G2[2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ネヴァブション (JPN) 2003 日経賞-G2[2014～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜セレン (JPN) 2005 東京記念-大井[2015～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜タツゴウゲキ (JPN) 2012 新潟記念-G3[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ユウキサンデー (JPN) 1992 5勝[1998～2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネスカミカゼ (JPN) 1993 目黒記念-G2[1999～2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜イシノサンデー (JPN) 1993 皐月賞-G1[1999～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜エイシンサンディ (JPN) 1993 不出走[1996～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミツアキサイレンス (JPN) 1997 名古屋グランプリ-G2[2007～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ホールウォーカー (JPN) 2003 地方4勝[2009～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜フォクスホール (JPN) 2013 ハイセイコー記念･大井･3着[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜セイクリムズン (JPN) 2006 さきたま杯-Jpn2[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜レガルスイ (JPN) 2011 京成盃グランドマイラーズ-船橋[2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜エーブサンデーサン (JPN) 1993 3勝、地方1勝[2000] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サイレントハンター (JPN) 1993 大阪杯-G2[2002～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サクラケイザンオー (JPN) 1993 セントライト記念-G2･2着[1999～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜タガノサイレンス (JPN) 1993 シリウスS-G3･2着[2003～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダンスインザダーク (JPN) 1993 菊花賞-G1[1997～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイタクバートラム (JPN) 1998 阪神大賞典-G2[2006～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ツルマルボーイ (JPN) 1998 安田記念-G1[2005～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜タガノマイバッハ (JPN) 1999 産経大阪杯-G2[2007～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ザッツザプレンティ (JPN) 2000 菊花賞-G1[2006～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ザサンデーフサイチ (JPN) 2004 3勝[2015～2021] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイシングロウ (JPN) 2004 小倉記念-G3･2着[2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スリーロールス (JPN) 2006 菊花賞-G1[2010～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダンツサイレンス (JPN) 1993 4勝[2000～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜チアズサイレンス (JPN) 1993 名古屋優駿-名古屋[2000～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜バブルガムフェロー (JPN) 1993 天皇賞(秋)-G1[1998～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜マジェスティック (JPN) 2000 地方1勝[2005] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ カゼノグッドボーイ (JPN) 2006 3勝[2015～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロイヤルタッチ (JPN) 1993 きさらぎ賞-G3[1999～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜カキツバタロイヤル (JPN) 2006 サンタアニタT-大井[2017～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ローゼンカバリー (JPN) 1993 日経賞-G2[2001～2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜エックスコンコルド (JPN) 1994 不出走[1998～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ステイゴールド (JPN) 1994 香港ヴァーズ-港G1[2002～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ドリームジャーニー (JPN) 2004 有馬記念-G1[2012～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ナカヤマフェスタ (JPN) 2006 宝塚記念-G1[2012～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜オルフェーヴル (JPN) 2008 日本ダービー-G1[2014～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エポカドーロ (JPN) 2015 皐月賞-G1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜オーシャンブルー (JPN) 2008 金鯱賞-G2[2016～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールドシップ (JPN) 2009 皐月賞-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜フェノーメノ (JPN) 2009 天皇賞(春)-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リヤンドファミユ (JPN) 2010 若駒S-OP[2017～2021] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ショウナンバッハ (JPN) 2011 中日新聞杯-G3･2着[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜グランシルク (JPN) 2012 京成杯オータムH-G3[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ジュンツバサ (JPN) 2012 セントライト記念-G2･3着[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜レインボーライン (JPN) 2013 天皇賞(春)-G1[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウインブライト (JPN) 2014 香港C-港G1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜インディチャンプ (JPN) 2015 安田記念-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エタリオウ (JPN) 2015 菊花賞-G1･2着[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ビッグサンデー (JPN) 1994 スプリングS-G2[2001～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜メジロディザイヤー (JPN) 1994 1勝、障1勝[1999～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ユートカイザー (JPN) 1994 スーパーダートダービー-G2･3着[2000～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンプレイス (JPN) 1995 新潟記念-G3[2002～2005] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ジョービッグバン (JPN) 1995 中山金杯-G3[2003～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スペシャルウィーク (JPN) 1995 日本ダービー-G1[2000～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リーチザクラウン (JPN) 2006 マイラーズC-G2[2013～] 
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     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーホウジャッカル (JPN) 2011 菊花賞-G1[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディヴァインライト (JPN) 1995 高松宮記念-G1･2着[2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜フジサンデーズサン (JPN) 1995 地方5勝[2001～2002] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マキシムトライ (JPN) 1995 地方1勝[2001～2005] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜メイショウオウドウ (JPN) 1995 大阪杯-G2[2002～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アイランドキング (JPN) 1996 未勝利[2001～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤベガ (JPN) 1996 日本ダービー-G1[2001～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜イシノナイト (JPN) 1996 地方17勝[2005～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウィズダム (JPN) 1996 1勝[2002～2005] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スリリングサンデー (JPN) 1996 若駒S-OP･2着[2004～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜チョウカイリョウガ (JPN) 1996 京成杯-G3･2着[2005～2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜テイエムサンデー (JPN) 1996 シルクロードS-G3[2004～2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ブラックタキシード (JPN) 1996 セントライト記念-G2[2002～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロサード (JPN) 1996 オールカマー-G2[2004～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネススペシャル (JPN) 1997 オールカマー-G2･2着 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネスフライト (JPN) 1997 日本ダービー-G1[2004～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アッミラーレ (JPN) 1997 欅S-OP[2004～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ハッピースプリント (JPN) 2011 全日本2歳優駿-Jpn1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウインマーベラス (JPN) 1997 サラブレッドチャレンジC-G3･3着[2004～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜エアシャカール (JPN) 1997 皐月賞-G1[2003] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ケイアイメガウルフ (JPN) 1997 未勝利[2002～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールドヘイロー (JPN) 1997 地方5勝[2004～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トウケイヘイロー (JPN) 2009 札幌記念-G2[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜マサノグリンベレー (JPN) 2011 2勝 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ニホンピロニール (JPN) 1997 6勝[2003～2007] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜カミツキ (JPN) 2004 1勝[2010～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ニューイングランド (JPN) 1997 4勝[2002～2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜モルフェサイレンス (JPN) 2005 障2勝[2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マックスアンサー (JPN) 1997 1勝[2002～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヤマニンリスペクト (JPN) 1997 函館記念-G3[2003～2007] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜リンデンパッション (JPN) 1997 不出走[2000～2004] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネスゴールド (JPN) 1998 スプリングS-G2[2004～2006] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネスタキオン (JPN) 1998 皐月賞-G1[2002～2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スマートエンブレム (JPN) 2003 地方4勝[2010～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤオーラ (JPN) 2004 弥生賞-G2[2011～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ハウライト (JPN) 2012 南関東8勝[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンイマジゲン (JPN) 2004 5勝[2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キャプテントゥーレ (JPN) 2005 皐月賞-G1[2012～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コパノジングー (JPN) 2005 目黒記念-G2[2014] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディープスカイ (JPN) 2005 日本ダービー-G1[2010～2021] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スピリッツミノル (JPN) 2012 大阪城S-L[2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サウンドスカイ (JPN) 2013 全日本２歳優駿-Jpn1[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キョウエイギア (JPN) 2013 ジャパンダートダービー-Jpn1[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンモナーク (JPN) 2005 ブリリアントS-OP･3着[2012～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リキサンダルジャン (JPN) 2005 未勝利 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ノーザンリバー (JPN) 2008 東京盃-Jpn2[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜グランデッツァ (JPN) 2009 スプリングS-G2[2016～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウインラディウス (JPN) 1998 京王杯スプリングC-G2[2006～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンライズペガサス (JPN) 1998 毎日王冠-G2[2006～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜チアズブライトリー (JPN) 1998 京阪杯-G3[2006～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ドリームスプレッド (JPN) 1998 未勝利[2003～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ボーンキング (JPN) 1998 京成杯-G3[2006～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マンハッタンカフェ (JPN) 1998 菊花賞-G1[2003～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜マンハッタンスカイ (JPN) 2004 福島記念-G3[2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エーシンモアオバー (JPN) 2006 名古屋グランプリ-Jpn2[2016～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ジョーカプチーノ (JPN) 2006 NHKマイルＣ-G1[2013～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アロマカフェ (JPN) 2007 ラジオNIKKEI賞-G3[2017～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ガルボ (JPN) 2007 シンザン記念-G3[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヒルノダムール (JPN) 2007 天皇賞(春)-G1[2013～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜カフェラピード (JPN) 2008 1勝[2015～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ラブイズブーシェ (JPN) 2009 函館記念-G3[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ファーガソン (JPN) 2011 1勝[2015～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミスキャスト (JPN) 1998 弥生賞-G2･3着[2006～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミレニアムバイオ (JPN) 1998 マイラーズC-G2[2004～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜メジロベイリー (JPN) 1998 朝日杯3歳S-G1[2005～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アグネスプラネット (JPN) 1999 大阪―ハンブルクC-OP･2着[2007～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤマックス (JPN) 1999 高松宮記念-G1[2006～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウインデュエル (JPN) 1999 エルムS-G3･2着[2006～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールドアリュール (JPN) 1999 フェブラリーS-G1[2004～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エスポワールシチー (JPN) 2005 ジャパンCダート-G1[2014～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スマートファルコン (JPN) 2005 JBCクラシック-Jpn1[2013～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜テラザクラウド (JPN) 2007 東京記念-大井[2014～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜クリソライト (JPN) 2010 ジャパンダートダービー-Jpn1 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コパノリッキー (JPN) 2010 フェブラリーS-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールドドリーム (JPN) 2013 フェブラリーS-G1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エピカリス (JPN) 2014 北海道2歳優駿-Jpn3[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リコーソッピース (JPN) 2014 サンライズC-門別･3着[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜クリソベリル (JPN) 2016 チャンピオンズC-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サンデーサンサン (JPN) 1999 2勝 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイワレイダース (JPN) 1999 七夕賞-G3[2008～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜デュランダル (JPN) 1999 マイルチャンピオンシップ-G1[2006～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヤマニンセラフィム (JPN) 1999 京成杯-G3[2004～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜オレハマッテルゼ (JPN) 2000 高松宮記念-G1[2008～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜カーム (JPN) 2000 地方14勝[2006～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜クワイエットデイ (JPN) 2000 平安S-G3[2009～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サイレントディール (JPN) 2000 シンザン記念-G3[2009～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サクラプレジデント (JPN) 2000 中山記念-G2[2005～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スパイキュール (JPN) 2000 ベテルギウスS-OP[2006～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ナムラダイキチ (JPN) 2008 白山大賞典-Jpn3･2着 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スマートカイザー (JPN) 2000 3勝[2009～2010] 
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     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゼンノロブロイ (JPN) 2000 ジャパンC-G1[2006～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ペルーサ (JPN) 2007 青葉賞-G2[2017～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜トウカイエリート (JPN) 2000 日経新春杯-G2･2着[2010～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ネオユニヴァース (JPN) 2000 日本ダービー-G1[2005～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アンライバルド (JPN) 2006 皐月賞-G1[2012～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロジユニヴァース (JPN) 2006 日本ダービー-G1[2014～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヴィクトワールピサ (JPN) 2007 ドバイワールドC-首G1[2012～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールスキー (JPN) 2007 根岸S-G3[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンファントム (JPN) 2007 東京スポーツ杯2歳S-G3･2着[2011～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ネオヴァンドーム (JPN) 2007 きさらぎ賞-G3[2014～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜デスペラード (JPN) 2008 京都記念-G2[2015～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ネオリアリズム (JPN) 2011 クイーンエリザベス2世C-港G1 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜リンカーン (JPN) 2000 阪神大賞典-G2[2007～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヴリル (AUS) 2001 テレビ愛知オープン-OP･3着[2010～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜カミノサイレンス (JPN) 2001 地方5勝[2007～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜キョウワスプレンダ (JPN) 2001 スプリングS-G2･2着[2010～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜グランデグロリア (JPN) 2001 未勝利[2008～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スウィフトカレント (JPN) 2001 小倉記念-G3[2010～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スズカマンボ (JPN) 2001 天皇賞(春)-G1[2007～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダイワメジャー (JPN) 2001 皐月賞-G1[2008～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜カレンブラックヒル (JPN) 2009 NHKマイルＣ-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンロレンス (JPN) 2009 不出走[2014～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コパノリチャード (JPN) 2010 高松宮記念-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ブルドッグボス (JPN) 2012 JBCスプリント-Jpn1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤマーズ (JPN) 2016 香港マイル-港G1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ハイアーゲーム (JPN) 2001 青葉賞-G2[2010～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ハットトリック (JPN) 2001 香港マイル-港G1 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ハーツクライ (JPN) 2001 ドバイシーマクラシック-首G1[2007～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウインバリアシオン (JPN) 2008 青葉賞-G2[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ジャスタウェイ (JPN) 2009 ドバイデューティフリー-首G1[2015～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ワンアンドオンリー (JPN) 2011 日本ダービー-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ケルンダッシュ (JPN) 2012 3勝 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜シュヴァルグラン (JPN) 2012 ジャパンC-G1[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スワーヴリチャード (JPN) 2014 ジャパンC-G1[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロジクライ (JPN) 2013 富士S-G3[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ブラックタイド (JPN) 2001 スプリングS-G2[2009～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サイモンラムセス (JPN) 2010 小倉大賞典-G3･3着[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キタサンブラック (JPN) 2012 菊花賞-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コメート (JPN) 2012 ホープフルS-G2･2着[2016～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜メイショウホウオウ (JPN) 2001 阿蘇S-OP･2着[2010～2011] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜リキアイサイレンス (JPN) 2001 アルゼンチン共和国杯-G2･3着[2010～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤジャパン (JPN) 2002 京成杯-G3[2007～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サムライハート (JPN) 2002 3勝[2008～2021] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜シックスセンス (JPN) 2002 京都記念-G2[2006～2008] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜スズカフェニックス (JPN) 2002 高松宮記念-G1[2009～2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディープインパクト (JPN) 2002 日本ダービー-G1[2007～2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スマートロビン (JPN) 2008 目黒記念-G2[2014～2015] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンシャーク (JPN) 2008 マイルチャンピオンシップ-G1[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンバラード (JPN) 2008 アメリカJCC-G2[2015～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンラー (JPN) 2008 マイルチャンピオンシップ-G1[2015～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンレーヴ (JPN) 2008 エプソムC-G3[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜メジロダイボサツ (JPN) 2008 1勝[2015～2020] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リアルインパクト (JPN) 2008 ジョージライダーS-豪G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヴァンセンヌ (JPN) 2009 東京新聞杯-G3[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エキストラエンド (JPN) 2009 京都金杯-G3[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キモンノカシワ (JPN) 2009 不出走[2013～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜スピルバーグ (JPN) 2009 天皇賞(秋)-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンドリーム (JPN) 2009 1勝[2016] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディープブリランテ (JPN) 2009 日本ダービー-G1[2013～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンホマレボシ (JPN) 2009 京都新聞杯-G2[2013～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミッキースワロー (JPN) 2014 セントライト記念-G2[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヒストリカル (JPN) 2009 毎日杯-G3[2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ワールドエース (JPN) 2009 マイラーズC-G2[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キズナ (JPN) 2010 日本ダービー-G1[2016～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヒラボクディープ (JPN) 2010 青葉賞-G2[2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜エイシンヒカリ (JPN) 2011 イスパーン賞-仏G1[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サトノアラジン (JPN) 2011 安田記念-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ミッキーアイル (JPN) 2011 マイルチャンピオンシップ-G1[2017～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アレスバローズ (JPN) 2012 CBC賞-G3[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜グレーターロンドン (JPN) 2012 中京記念-G3[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ソールインパクト (JPN) 2012 アルゼンチン共和国杯-G2･2着[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンプラチナ (JPN) 2012 朝日杯フューチュリティS-G1 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜リアルスティール (JPN) 2012 ドバイターフ-首G1[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヴァンキッシュラン (JPN) 2013 青葉賞-G2[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サトノダイヤモンド (JPN) 2013 菊花賞-G1[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜シルバーステート (JPN) 2013 4勝[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディープエクシード (JPN) 2013 2勝[2019～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディーマジェスティ (JPN) 2013 皐月賞-G1[2018～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロイカバード (JPN) 2013 京都新聞杯-G2･3着[2019] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドミラブル (JPN) 2014 青葉賞-G2[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜アルアイン (JPN) 2014 皐月賞-G1[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ウォータービルド (JPN) 2014 3勝[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コルヴァッチ (JPN) 2014 未勝利 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サトノアレス (JPN) 2014 朝日杯フューチュリティS-G1[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サングレーザー (JPN) 2014 札幌記念-G2[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜キタノコマンドール (JPN) 2015 すみれS-OP[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンプレミアム (JPN) 2015 朝日杯フューチュリティS-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜フィエールマン (JPN) 2015 菊花賞-G1[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ヘンリーバローズ (JPN) 2015 1勝[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜マイティスピリット (JPN) 2015 地方1勝[2020] 
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     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜サトノジェネシス (JPN) 2016 3勝[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ダノンキングリー (JPN) 2016 安田記念-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ロジャーバローズ (JPN) 2016 日本ダービー-G1[2020～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ワールドプレミア (JPN) 2016 天皇賞(春)-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜コントレイル (JPN) 2017 日本ダービー-G1[2022～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜レッドベルジュール (JPN) 2017 デイリー杯２歳Ｓ[2021～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ディープサイレンス (JPN) 2002 不出走[2007～2013] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜トウカイワイルド (JPN) 2002 日経新春杯-G2 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーセンダンス (JPN) 2002 未勝利[2006～2012] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜トーヨーヒリュウ (JPN) 2002 1勝[2006～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜アドマイヤメイン (JPN) 2003 青葉賞-G2[2009] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜オンファイア (JPN) 2003 東京スポーツ杯2歳S-G3･3着[2007～2021] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜ゴールドキング (JPN) 2003 2勝[2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜サクラオールイン (JPN) 2003 2勝[2013～2018] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜タガノアイガー (JPN) 2003 2勝 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マツリダゴッホ (JPN) 2003 有馬記念-G1[2010～] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜マルカシェンク (JPN) 2003 デイリー杯2歳S-G2[2011～2017] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜モエレヴァチャス (JPN) 2003 未勝利[2009～2010] 
     ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜モエレプルトス (JPN) 2003 地方5勝[2010～2016] 
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リーディングサイアー
ＤＡＴＡ

中央競馬サイアーランキング 1924-2021

歴代リーディングサイアー 1924-2021

　中央
　中央２歳
　中央新種牡馬
　中央母の父
　地方
　地方２歳
　地方新種牡馬
　地方母の父

※1921～1948年までは勝利数、1949～1966年までは１着賞金（付加賞を含まず）の順位、1967年は平地１着賞

金のみ（付加賞を含まず）の順位、1968～1972年は入着賞金を含めた賞金順位（付加賞を含まず）、1973年以

降は付加賞を含めた産駒の収得賞金（１～５着）の順位



順位 種牡馬名 勝利数

1 *イボア 82

2 *ダイヤモンドウエッディング 65

3 *ガロン 59

4 *ウイリアムレックス 28

5 *ラシカッター 24

6 *セントフヲスチノ 23

7 *ポートランドベー 16

7 *フリーボーン 16

9 *トリニチースクエーア 14

10 *チャペルブラムプトン 7

順位 種牡馬名 勝利数

1 *イボア 96

2 *ダイヤモンドウエッディング 67

3 *ガロン 47

4 *チャペルブラムプトン 39

5 *ポートランドベー 32

6 *トリニチースクエーア 31

7 *スプレンドール 26

8 *ラシカッター 22

9 *ブラックスミス 20

10 *ウイリアムレックス 19

順位 種牡馬名 勝利数

1 *イボア 103

2 *ダイヤモンドウエッディング 62

3 *チャペルブラムプトン 48

4 *ガロン 41

5 *ブラックスミス 33

6 *トリニチースクエーア 31

7 *スプレンドール 27

8 *ポートランドベー 26

9 *セントフヲスチノ 22

10 *ウイリアムレックス 12

順位 種牡馬名 勝利数

1 *イボア 98

2 *チャペルブラムプトン 68

3 *ガロン 47

4 *ブラックスミス 46

5 *トリニチースクエーア 38

6 *ダイヤモンドウエッディング 34

7 *ポートランドベー 31

8 *スプレンドール 26

9 *ビリーゼヴェルガー 25

10 第二十七インタグリオー 18

順位 種牡馬名 勝利数

1 *イボア 119

2 *チャペルブラムプトン 58

3 *トリニチースクエーア 48

3 *ガロン 48

5 *ブラックスミス 42

6 *スプレンドール 39

7 *ロイヂュール 37

8 *ダイヤモンドウエッディング 36

9 *ペリオン 33

10 *イーストチェシャイア 30

中央競馬サイアーランキング 1924-2021

1925年（大正14年）

1924年（大正13年）

1927年（昭和２年）

1926年（大正15年）

1928年（昭和３年）

*インタグリオー

Avington

Sheen

Diamond Jubilee

Beppo

父名

Hackler

Beppo

Simon Square

St. Serf

Bill of Portland

St. Frusquin

Persimmon

Count Schomberg

Gallinule

Diamond Jubilee

Matchmaker

Gallinule

Matchmaker

Gallinule

父名

父名

父名

Hackler

Count Schomberg

Matchmaker

Persimmon

Sheen

Simon Square

Bill of Portland

Beppo

Gallinule

Diamond Jubilee

Hackler

Sheen

Simon Square

Hackler

Count Schomberg

St. Frusquin

Bill of Portland

Bill of Portland

Diamond Jubilee

Simon Square

Simon Square

Beppo

Hackler

父名

Beppo

Diamond Jubilee

Roi Herode

Sheen

Matchmaker

Gallinule

Collar

Amadis



順位 種牡馬名 父名 出走馬 勝馬数 勝利数 収得賞金

1 ディープインパクト *サンデーサイレンス 450 159 213 6,810,806,000

2 ロードカナロア キングカメハメハ 430 131 166 3,612,945,000

3 ハーツクライ *サンデーサイレンス 322 92 120 2,777,117,000

4 キズナ ディープインパクト 256 92 119 2,702,420,000

5 キングカメハメハ Kingmambo 222 77 106 2,465,762,000

6 エピファネイア *シンボリクリスエス 268 73 90 2,427,515,000

7 ルーラーシップ キングカメハメハ 335 95 128 2,417,828,000

8 オルフェーヴル ステイゴールド 246 72 100 2,279,452,000

9 ダイワメジャー *サンデーサイレンス 243 65 79 1,775,726,000

10 *ヘニーヒューズ *ヘネシー 218 71 96 1,663,682,000

11 ドゥラメンテ キングカメハメハ 273 72 91 1,552,390,000

12 モーリス スクリーンヒーロー 231 70 90 1,460,304,000

13 スクリーンヒーロー *グラスワンダー 165 46 63 1,284,406,000

14 *キンシャサノキセキ フジキセキ 189 46 52 1,194,223,000

15 *ハービンジャー Dansili 225 43 51 1,038,584,000

16 ジャスタウェイ ハーツクライ 179 41 48 953,371,000

17 *シニスターミニスター Old Trieste 129 46 56 902,724,000

18 ゴールドシップ ステイゴールド 130 26 34 877,310,000

19 *パイロ Pulpit 133 34 44 853,296,000

20 リオンディーズ キングカメハメハ 159 41 61 846,465,000

2021年（令和３年）



年度 中央 中央２歳 中央新種牡馬 中央母の父 地方 地方２歳 地方新種牡馬 地方母の父

1924 *イボア

1925 *イボア

1926 *イボア

1927 *イボア

1928 *イボア

1929 *イボア

1930 *チャペルブラムプトン

1931 *ペリオン

1932 *ペリオン

1933 *クラックマンナン

1934 *クラックマンナン

1935 *トウルヌソル

1936 *トウルヌソル

1937 *トウルヌソル

1938 *トウルヌソル

1939 *トウルヌソル

1940 *レヴューオーダー

1941 *ミンドアー

1942 *ダイオライト

1943 *ダイオライト

1944

1945

1946 *ダイオライト

1947 *セフト

1948 *セフト

1949 *セフト

1950 *セフト

1951 *セフト

1952 クモハタ

1953 クモハタ

1954 クモハタ

1955 クモハタ

1956 クモハタ

1957 クモハタ

1958 *ライジングフレーム

1959 *ライジングフレーム

1960 *ライジングフレーム

1961 *ヒンドスタン

1962 *ヒンドスタン

1963 *ヒンドスタン

1964 *ヒンドスタン

1965 *ヒンドスタン

1966 *ソロナウェー

1967 *ヒンドスタン

1968 *ヒンドスタン

1969 *ガーサント

1970 *ネヴァービート

1971 *パーソロン

1972 *ネヴァービート

1973 *チャイナロック

1974 *テスコボーイ *テスコボーイ *ライジングフレーム *チャイナロック *リマンド *リンボー

1975 *ネヴァービート *フロリバンダ *ヒンドスタン *チャイナロック アローエクスプレス *リンボー

1976 *パーソロン *パーソロン *ヒンドスタン *フィダルゴ *ファラモンド *チャイナロック

1977 *ネヴァービート *テスコボーイ トサミドリ *アザーストーンウッド *バルダスト *チャイナロック

1978 *テスコボーイ *ファバージ *ヒンドスタン *ネプテューヌス *ネプテューヌス *チャイナロック

1979 *テスコボーイ *トライバルチーフ *ヒンドスタン *アラナス *ボールドコンバタント *チャイナロック

1980 *テスコボーイ *トライバルチーフ *ネヴァービート *ファラモンド *ボールドコンバタント *チャイナロック

1981 *テスコボーイ アローエクスプレス *ネヴァービート *ボールドコンバタント *ダンシングキャップ *チャイナロック

1982 *ノーザンテースト トウショウボーイ *ネヴァービート *アレツ *ファルコン *チャイナロック

1983 *ノーザンテースト *ダンサーズイメージ *ネヴァービート *ボールドコンバタント *ボールドラッド *チャイナロック

1984 *ノーザンテースト *ノーザンテースト *ネヴァービート *ボールドコンバタント *ミルジョージ *チャイナロック

1985 *ノーザンテースト *ノーザンテースト *ネヴァービート *ミルジョージ *ダンシングキャップ *チャイナロック

1986 *ノーザンテースト *ノーザンテースト *ネヴァービート *アラナス *ボールドアンドブレーヴ *ネヴァービート

1987 *ノーザンテースト マルゼンスキー *パーソロン *ミルジョージ *ダンシングキャップ *チャイナロック

1988 *ノーザンテースト *ノーザンテースト *ジュニアス *パーソロン *ミルジョージ ホスピタリテイ ホリスキー *テスコボーイ

1989 *ノーザンテースト *ノーザンテースト ミスターシービー *パーソロン *ミルジョージ マルゼンスキー テュデナムキング アローエクスプレス

1990 *ノーザンテースト *ノーザンテースト シンボリルドルフ *ファバージ ハイセイコー サンシャインボーイ *ミルフォード *テスコボーイ

1991 *ノーザンテースト *ノーザンテースト *スリルショー *ノーザンテースト *スイフトスワロー *キングオブダービー サクラトウコウ *バーバー

1992 *ノーザンテースト *リアルシャダイ *リヴリア *ノーザンテースト ホスピタリテイ ワカオライデン ワカオライデン *パーソロン

1993 *リアルシャダイ *キンググローリアス *キンググローリアス *ノーザンテースト ミルコウジ *ロイヤルスキー *ハイブリッジスルー マルゼンスキー

1994 *トニービン *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *ノーザンテースト *パークリージェント ワカオライデン *ペイザバトラー マルゼンスキー

1995 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *ヘクタープロテクター *ノーザンテースト *ミルジョージ *パークリージェント オサイチジョージ マルゼンスキー

1996 *サンデーサイレンス *ブライアンズタイム メジロライアン *ノーザンテースト *ナグルスキー ワカオライデン *ミュージックタイム マルゼンスキー

1997 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *コマンダーインチーフ *ノーザンテースト ワカオライデン *シャーディー ミホノブルボン マルゼンスキー

1998 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *アフリート *ノーザンテースト *クリスタルグリッターズ *マジックマイルズ *アルカング トウショウボーイ

1999 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *カーネギー *ノーザンテースト ワカオライデン ワカオライデン *ヒシアリダー マルゼンスキー

2000 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス ダンスインザダーク *ノーザンテースト *パークリージェント *デュラブ トロットサンダー マルゼンスキー

2001 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス フサイチコンコルド *ノーザンテースト *アジュディケーティング *アジュディケーティング サニーブライアン マルゼンスキー

2002 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *タイキシャトル *ノーザンテースト *アジュディケーティング *シャンハイ *ディアブロ マルゼンスキー

2003 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *エンドスウィープ *ノーザンテースト *アジュディケーティング *シャンハイ *トワイニング マルゼンスキー

2004 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス *フレンチデピュティ *ノーザンテースト *アジュディケーティング *シャンハイ *マイネルラヴ *ノーザンテースト

2005 *サンデーサイレンス *サンデーサイレンス アグネスタキオン *ノーザンテースト *アジュディケーティング *アジュディケーティング ブラックタキシード マルゼンスキー

2006 *サンデーサイレンス アグネスタキオン アドマイヤコジーン *サンデーサイレンス *アジュディケーティング *ディアブロ *アメリカンボス *ノーザンテースト

2007 *サンデーサイレンス アグネスタキオン *シンボリクリスエス *サンデーサイレンス *アジュディケーティング *アジュディケーティング *サウスヴィグラス *サンデーサイレンス

2008 アグネスタキオン キングカメハメハ キングカメハメハ *サンデーサイレンス *アジュディケーティング ゴールドヘイロー *プリサイスエンド *サンデーサイレンス

2009 マンハッタンカフェ キングカメハメハ ゼンノロブロイ *サンデーサイレンス *ブライアンズタイム *サウスヴィグラス *バゴ *サンデーサイレンス

2010 キングカメハメハ ディープインパクト ディープインパクト *サンデーサイレンス ゴールドアリュール *アフリート タイムパラドックス *サンデーサイレンス

2011 キングカメハメハ ディープインパクト ダイワメジャー *サンデーサイレンス ゴールドアリュール *クロフネ *ケイムホーム *サンデーサイレンス

2012 ディープインパクト ディープインパクト ブラックタイド *サンデーサイレンス *サウスヴィグラス タイムパラドックス フサイチリシャール *ブライアンズタイム

歴代リーディングサイアー 1924-2021


