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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10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、コントレイル、ガレオン、

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

カフェファラオ 牡5 鹿毛 American Pharoah More Than Ready テイエムサウスダン サウスヴィグラス Langfuhr ソダシ クロフネ キングカメハメハ

ナランフレグ 牡6 栗毛 ゴールドアリュール ブライアンズタイム ロータスランド Point of Entry Scat Daddy キルロード ロードカナロア サクラバクシンオー

ポタジェ 牡5 鹿毛 ディープインパクト Awesome Again レイパパレ ディープインパクト クロフネ アリーヴォ ドゥラメンテ Harlan's Holiday

スターズオンアース 牝3 黒鹿 ドゥラメンテ Smart Strike ウォーターナビレラ シルバーステート キングヘイロー ナムラクレア ミッキーアイル Storm Cat

ジオグリフ 牡3 栗毛 ドレフォン キングカメハメハ イクイノックス キタサンブラック キングヘイロー ドウデュース ハーツクライ Vindication

タイトルホルダー 牡4 鹿毛 ドゥラメンテ Motivator ディープボンド キズナ キングヘイロー テーオーロイヤル リオンディーズ マンハッタンカフェ

ダノンスコーピオン 牡3 鹿毛 ロードカナロア Sligo Bay マテンロウオリオン ダイワメジャー キングカメハメハ カワキタレブリー ドレフォン ディープインパクト

ソダシ 牝4 白毛 クロフネ キングカメハメハ ファインルージュ キズナ ボストンハーバー レシステンシア ダイワメジャー Lizard Island

スターズオンアース 牝3 黒鹿 ドゥラメンテ Smart Strike スタニングローズ キングカメハメハ クロフネ ナミュール ハービンジャー ダイワメジャー

ドウデュース 牡3 鹿毛 ハーツクライ Vindication イクイノックス キタサンブラック キングヘイロー アスクビクターモア ディープインパクト Rainbow Quest

ソングライン 牝4 青鹿 キズナ シンボリクリスエス シュネルマイスター Kingman Soldier Hollow サリオス ハーツクライ Lomitas

タイトルホルダー 牡4 鹿毛 ドゥラメンテ Motivator ヒシイグアス ハーツクライ Bernstein デアリングタクト エピファネイア キングカメハメハ

ジャンダルム 牡7 黒鹿 Kitten's Joy サンデーサイレンス ウインマーベル アイルハヴアナザー フジキセキ ナランフレグ ゴールドアリュール ブライアンズタイム

スタニングローズ 牝3 鹿毛 キングカメハメハ クロフネ ナミュール ハービンジャー ダイワメジャー スターズオンアース ドゥラメンテ Smart Strike

アスクビクターモア 牡3 鹿毛 ディープインパクト Rainbow Quest ボルドグフーシュ スクリーンヒーロー Layman ジャスティンパレス ディープインパクト Royal Anthem

イクイノックス 牡3 青鹿 キタサンブラック キングヘイロー パンサラッサ ロードカナロア Montjeu ダノンベルーガ ハーツクライ Tizway

ジェラルディーナ 牝4 鹿毛 モーリス ディープインパクト ウインマリリン スクリーンヒーロー Fusaichi Pegasus ライラック オルフェーヴル キングカメハメハ

セリフォス 牡3 栗毛 ダイワメジャー Le Havre ダノンザキッド ジャスタウェイ Dansili ソダシ クロフネ キングカメハメハ

ヴェラアズール 牡5 青毛 エイシンフラッシュ クロフネ シャフリヤール ディープインパクト Essence of Dubai ヴェルトライゼンデ ドリームジャーニー Acatenango

ジュンライトボルト 牡5 鹿毛 キングカメハメハ スペシャルウィーク クラウンプライド リーチザクラウン キングカメハメハ ハピ キズナ キングカメハメハ

リバティアイランド 牝2 鹿毛 ドゥラメンテ All American シンリョクカ サトノダイヤモンド キングカメハメハ ドゥアイズ ルーラーシップ ディープインパクト

ドルチェモア 牡2 鹿毛 ルーラーシップ ディープインパクト ダノンタッチダウン ロードカナロア Dansili レイベリング Frankel Docksider

イクイノックス 牡3 青鹿 キタサンブラック キングヘイロー ボルドグフーシュ スクリーンヒーロー Layman ジェラルディーナ モーリス ディープインパクト

ドゥラエレーデ 牡2 黒鹿 ドゥラメンテ オルフェーヴル トップナイフ デクラレーションオブウォー スピニングワールド キングズレイン ルーラーシップ ディープインパクト

　ホープフルＳ 中山・芝2000

　マイルチャンピオンシップ 阪神・芝1600

　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

　宝塚記念 阪神・芝2200

　スプリンターズＳ 中山・芝1200

　秋華賞 阪神・芝2000

　菊花賞 阪神・芝3000

　天皇賞（秋） 東京・芝2000

　エリザベス女王杯 阪神・芝2200

　天皇賞（春） 阪神・芝3200

　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

2022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

　大阪杯 阪神・芝2000

　桜花賞 阪神・芝1600

　皐月賞 中山・芝2000

ドゥラメンテが最多の６勝 

 

 ＪＲＡ平地Ｇ１は24レース。 系統別ではサンデーサイレンス系８勝、キングカメハメハ系

10勝。サンデーサイレンス系が全体の最多ではないのは2002年以来のこととなる。 

 

 わずか６頭の２歳世代がラストクロップとなったディープインパクトは初年度産駒が３歳だった

2011年以降最低の２勝となったが、アスクビクターモアは初年度産駒から12世代連続でクラ

シックホースを送り出すという快挙を達成した。初年度産駒が３歳となった2011年から12年連

続のＪＲＡＧ１制覇でもある。 

 

 最多勝はドゥラメンテの６勝。20戦なので勝率は30％となるが、出走したレースは12レース

なので勝率50％とも言える。年間６勝はサンデーサイレンス、ディープインパクト、キングカメハメ

ハ、ロードカナロアに続く快挙。同年に２頭の２歳Ｇ１馬を出したのはキングカメハメハ、ディープ

インパクトに続く３頭目となった。 

 

 キングカメハメハのＧ１勝利は2020年チャンピオンズＣのチュウワウィザード以来２年ぶり。

芝のＧ１は2018年日本ダービーのレイデオロ以来となった。 

 

 ロードカナロアはアーモンドアイの2018年桜花賞から５年連続勝利。ディープインパクトに続く

連続年度数となっている。 

 

 ゴールドアリュール産駒のＪＲＡＧ１ホースはナランフレグで５頭目。Jpn1レースも入れると

11頭目となるが、芝は初となった。 

 

 ジオグリフの皐月賞はドレフォン産駒のＧ１初制覇。Storm Cat系としては2019年高松宮

記念のミスターメロディ（父Scat Daddy）以来で、クラシックレースは初となる。 

 

 その他、キタサンブラック、Kitten's Joy、エイシンフラッシュ産駒もＪＲＡＧ１初勝利。

母の父ではAwesome Again、Sligo Bay、Le Havre、All American、オルフェーヴ

ルが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. 生産地 生産者

1/5 京都金杯 G3 4歳上 中京 芝1600 良 ザダル 牡6 トーセンラー Lemon Drop Kid 19 新冠 新冠橋本牧場

1/5 中山金杯 G3 4歳上 中山 芝2000 良 レッドガラン 牡7 ロードカナロア シンボリクリスエス 7 千歳 社台ファーム

1/9 シンザン記念 G3 3歳 中京 芝1600 良 マテンロウオリオン 牡3 ダイワメジャー キングカメハメハ 1-l 新冠 ムラカミファーム

1/10 フェアリーS G3 3歳牝 中山 芝1600 良 ライラック 牝3 オルフェーヴル キングカメハメハ 4-d 浦河 杵臼牧場

1/15 愛知杯 G3 4歳上牝 中京 芝2000 良 ルビーカサブランカ 牝5 キングカメハメハ ダンスインザダーク 1-l 安平 ノーザンファーム

1/16 京成杯 G3 3歳 中山 芝2000 良 オニャンコポン 牡3 エイシンフラッシュ ヴィクトワールピサ 11-a 千歳 社台ファーム

1/16 日経新春杯 G2 4歳上 中京 芝2200 良 ヨーホーレイク 牡4 ディープインパクト フレンチデピュティ 4-n 安平 ノーザンファーム

1/23 アメリカJCC G2 4歳上 中山 芝2200 良 キングオブコージ 牡6 ロードカナロア Galileo 20-c 白老 社台コーポレーション白老ファーム

1/23 東海S G2 4歳上 中京 ダ1800 良 スワーヴアラミス 牡6 ハーツクライ Sligo Bay 42 白老 社台コーポレーション白老ファーム

1/30 シルクロードS G3 4歳上 中京 芝1200 良 メイケイエール 牝4 ミッキーアイル ハービンジャー 2-w 安平 ノーザンファーム

1/30 根岸S G3 4歳上 東京 ダ1400 良 テイエムサウスダン 牡5 サウスヴィグラス Langfuhr 23-b 新ひだか グランド牧場

2/6 きさらぎ賞 G3 3歳 中京 芝1800 稍 マテンロウレオ 牡3 ハーツクライ ブライアンズタイム 22-d 新ひだか 猪野毛牧場

2/6 東京新聞杯 G3 4歳上 東京 芝1600 良 イルーシヴパンサー 牡4 ハーツクライ キングカメハメハ 11-d 安平 追分ファーム

2/12 クイーンC G3 3歳牝 東京 芝1600 良 プレサージュリフト 牝3 ハービンジャー ディープインパクト 1-t 安平 ノーザンファーム

2/13 京都記念 G2 4歳上 阪神 芝2200 稍 アフリカンゴールド セ7 ステイゴールド Gone West 10-c 日高 ダーレー・ジャパン・ファーム

2/13 共同通信杯 G3 3歳 東京 芝1800 稍 ダノンベルーガ 牡3 ハーツクライ Tizway 16-a 安平 ノーザンファーム

2/19 ダイヤモンドS G3 4歳上 東京 芝3400 良 テーオーロイヤル 牡4 リオンディーズ マンハッタンカフェ A4 浦河 三嶋牧場

2/19 京都牝馬S G3 4歳上牝 阪神 芝1400 良 ロータスランド 牝5 Point of Entry Scat Daddy 3 米国 Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida

2/20 フェブラリーS G1 4歳上 東京 ダ1600 重 カフェファラオ 牡5 American Pharoah More Than Ready 1-k 米国 Paul P. Pompa

2/20 小倉大賞典 G3 4歳上 小倉 芝1800 稍 アリーヴォ 牡4 ドゥラメンテ Harlan's Holiday 3-l 安平 ノーザンファーム

2/27 阪急杯 G3 4歳上 阪神 芝1400 良 ダイアトニック 牡7 ロードカナロア サンデーサイレンス 2-d 浦河 酒井牧場

2/27 中山記念 G2 4歳上 中山 芝1800 良 パンサラッサ 牡5 ロードカナロア Montjeu 9-f 新ひだか 木村秀則

3/5 オーシャンS G3 4歳上 中山 芝1200 良 ジャンダルム 牡7 Kitten's Joy サンデーサイレンス 22-d 米国 North Hills Co. Limited

3/5 チューリップ賞 G2 3歳牝 阪神 芝1600 良 ナミュール 牝3 ハービンジャー ダイワメジャー 7-d 安平 ノーザンファーム

3/6 弥生賞ディープインパクト記念 G2 3歳 中山 芝2000 良 アスクビクターモア 牡3 ディープインパクト Rainbow Quest 1-l 千歳 社台ファーム

3/12 阪神スプリングジャンプ JG2 4歳上 阪神 障3900 良 エイシンクリック 牡8 ルーラーシップ キャロルハウス 8-c 浦河 栄進牧場

3/12 中山牝馬S G3 4歳上牝 中山 芝1800 良 クリノプレミアム 牝5 オルフェーヴル Giant's Causeway 3-n 浦河 吉田ファーム

3/13 フィリーズレビュー G2 3歳牝 阪神 芝1400 良 サブライムアンセム 牝3 ロードカナロア シンボリクリスエス 4-d 安平 ノーザンファーム

3/13 金鯱賞 G2 3歳上 中京 芝2000 良 ジャックドール 牡4 モーリス Unbridled's Song 4-k 日高 クラウン日高牧場

3/19 ファルコンS G3 3歳 中京 芝1400 稍 プルパレイ 牡3 イスラボニータ Fusaichi Pegasus 9-e 千歳 社台ファーム

3/21 フラワーC G3 3歳牝 中山 芝1800 良 スタニングローズ 牝3 キングカメハメハ クロフネ 1-w 安平 ノーザンファーム

3/20 スプリングS G2 3歳牡牝 中山 芝1800 稍 ビーアストニッシド 牡3 アメリカンペイトリオット ネオユニヴァース 7-c 日高 ヴェルサイユファーム

3/20 阪神大賞典 G2 4歳上 阪神 芝3000 良 ディープボンド 牡5 キズナ キングヘイロー 1-b 新冠 村田牧場

3/26 日経賞 G2 4歳上 中山 芝2500 稍 タイトルホルダー 牡4 ドゥラメンテ Motivator 9-c 新ひだか 岡田スタツド

3/26 毎日杯 G3 3歳 阪神 芝1800 稍 ピースオブエイト 牡3 スクリーンヒーロー Oasis Dream 8-h 安平 ノーザンファーム

3/27 マーチS G3 4歳上 中山 ダ1800 重 メイショウハリオ 牡4 パイロ マンハッタンカフェ A4 浦河 三嶋牧場

3/27 高松宮記念 G1 4歳上 中京 芝1200 重 ナランフレグ 牡6 ゴールドアリュール ブライアンズタイム 1-b 日高 坂戸節子

4/2 ダービー卿CT G3 4歳上 中山 芝1600 良 タイムトゥヘヴン 牡4 ロードカナロア アドマイヤベガ 2-r 日高 オリオンファーム

4/3 大阪杯 G1 4歳上 阪神 芝2000 良 ポタジェ 牡5 ディープインパクト Awesome Again 16-d 安平 ノーザンファーム

4/9 ニュージーランドT G2 3歳牡牝 中山 芝1600 良 ジャングロ 牡3 More Than Ready Broad Brush 8-c 米国 Nursery Place & Partners

4/9 阪神牝馬S G2 4歳上牝 阪神 芝1600 良 メイショウミモザ 牝5 ハーツクライ フレンチデピュティ 3-d 浦河 三嶋牧場

4/10 桜花賞 G1 3歳牝 阪神 芝1600 良 スターズオンアース 牝3 ドゥラメンテ Smart Strike 16-c 千歳 社台ファーム

4/16 アーリントンC G3 3歳 阪神 芝1600 良 ダノンスコーピオン 牡3 ロードカナロア Sligo Bay 9-f 新ひだか ケイアイファーム

4/16 中山グランドジャンプ JG1 4歳上 中山 障4250 稍 オジュウチョウサン 牡11 ステイゴールド シンボリクリスエス 4-i 平取 坂東牧場

4/17 アンタレスS G3 4歳上 阪神 ダ1800 良 オメガパフューム 牡7 スウェプトオーヴァーボード ゴールドアリュール 14-c 千歳 社台ファーム

4/17 皐月賞 G1 3歳牡牝 中山 芝2000 良 ジオグリフ 牡3 ドレフォン キングカメハメハ 19 安平 ノーザンファーム

4/23 福島牝馬S G3 4歳上牝 福島 芝1800 良 アナザーリリック 牝4 リオンディーズ サクラバクシンオー 7-c 安平 ノーザンファーム

4/24 フローラS G2 3歳牝 東京 芝2000 良 エリカヴィータ 牝3 キングカメハメハ フジキセキ 14 安平 ノーザンファーム

4/24 マイラーズC G2 4歳上 阪神 芝1600 稍 ソウルラッシュ 牡4 ルーラーシップ マンハッタンカフェ 8-c 日高 下河辺牧場

4/30 青葉賞 G2 3歳 東京 芝2400 良 プラダリア 牡3 ディープインパクト クロフネ 4-r 新冠 オリエント牧場

5/1 天皇賞(春) G1 4歳上 阪神 芝3200 稍 タイトルホルダー 牡4 ドゥラメンテ Motivator 9-c 新ひだか 岡田スタツド

5/7 京都新聞杯 G2 3歳 中京 芝2200 良 アスクワイルドモア 牡3 キズナ ゼンノロブロイ 6-a 千歳 社台ファーム

5/8 NHKマイルC G1 3歳牡牝 東京 芝1600 良 ダノンスコーピオン 牡3 ロードカナロア Sligo Bay 9-f 新ひだか ケイアイファーム

5/8 新潟大賞典 G3 4歳上 新潟 芝2000 良 レッドガラン 牡7 ロードカナロア シンボリクリスエス 7 千歳 社台ファーム

5/14 京王杯スプリングC G2 4歳上 東京 芝1400 良 メイケイエール 牝4 ミッキーアイル ハービンジャー 2-w 安平 ノーザンファーム

5/14 京都ハイジャンプ JG2 4歳上 中京 障3900 重 タガノエスプレッソ 牡8 ブラックタイド キングカメハメハ 9-f 新冠 新冠タガノファーム

5/15 ヴィクトリアマイル G1 4歳上牝 東京 芝1600 良 ソダシ 牝4 クロフネ キングカメハメハ 2-w 安平 ノーザンファーム

5/21 平安S G3 4歳上 中京 ダ1900 良 テーオーケインズ 牡5 シニスターミニスター マンハッタンカフェ 1-l 日高 ヤナガワ牧場

5/22 オークス G1 3歳牝 東京 芝2400 良 スターズオンアース 牝3 ドゥラメンテ Smart Strike 16-c 千歳 社台ファーム

5/28 葵S G3 3歳 中京 芝1200 良 ウインマーベル 牡3 アイルハヴアナザー フジキセキ 9-a 新冠 コスモヴューファーム

5/29 日本ダービー G1 3歳牡牝 東京 芝2400 良 ドウデュース 牡3 ハーツクライ Vindication 3-d 安平 ノーザンファーム

5/29 目黒記念 G2 4歳上 東京 芝2500 良 ボッケリーニ 牡6 キングカメハメハ ダンスインザダーク 19 安平 ノーザンファーム

6/4 鳴尾記念 G3 3歳上 中京 芝2000 良 ヴェルトライゼンデ 牡5 ドリームジャーニー Acatenango 3-d 安平 ノーザンファーム

6/5 安田記念 G1 3歳上 東京 芝1600 良 ソングライン 牝4 キズナ シンボリクリスエス B3 安平 ノーザンファーム

6/12 エプソムC G3 3歳上 東京 芝1800 重 ノースブリッジ 牡4 モーリス アドマイヤムーン 1-b 新冠 村田牧場

6/12 函館スプリントS G3 3歳上 函館 芝1200 良 ナムラクレア 牝3 ミッキーアイル Storm Cat 2-d 浦河 谷川牧場

6/19 マーメイドS G3 3歳上牝 阪神 芝2000 良 ウインマイティー 牝5 ゴールドシップ カコイーシーズ 13-c 新冠 コスモヴューファーム

6/19 ユニコーンS G3 3歳 東京 ダ1600 良 ペイシャエス 牡3 エスポワールシチー ワイルドラッシュ 5-h 様似 高村伸一

6/25 東京ジャンプS JG3 3歳上 東京 障3110 良 ケイティクレバー 牡7 ハービンジャー ディープインパクト 1-s 千歳 社台ファーム

6/26 宝塚記念 G1 3歳上 阪神 芝2200 良 タイトルホルダー 牡4 ドゥラメンテ Motivator 9-c 新ひだか 岡田スタツド

7/3 CBC賞 G3 3歳上 小倉 芝1200 良 テイエムスパーダ 牝3 レッドスパーダ アドマイヤコジーン 7 浦河 浦河小林牧場

7/3 ラジオNIKKEI賞 G3 3歳 福島 芝1800 良 フェーングロッテン 牡3 ブラックタイド キングヘイロー 3-d 安平 ノーザンファーム

7/10 プロキオンS G3 3歳上 小倉 ダ1700 稍 ゲンパチルシファー 牡6 トゥザグローリー クロフネ 4-d 浦河 カナイシスタッド

7/10 七夕賞 G3 3歳上 福島 芝2000 良 エヒト 牡5 ルーラーシップ ディープインパクト 4-k 日高 白井牧場

7/16 函館2歳S G3 2歳 函館 芝1200 稍 ブトンドール 牝2 ビッグアーサー スウィフトカレント 4-d 安平 ノーザンファーム

7/17 函館記念 G3 3歳上 函館 芝2000 重 ハヤヤッコ 牡6 キングカメハメハ クロフネ 2-w 安平 ノーザンファーム

7/24 中京記念 G3 3歳上 小倉 芝1800 良 ベレヌス 牡5 タートルボウル デュランダル 23-b 安平 ノーザンファーム

7/31 アイビスサマーダッシュ G3 3歳上 新潟 芝1000 良 ビリーバー 牝7 モンテロッソ ネオユニヴァース 2-f 浦河 ミルファーム

7/30 新潟ジャンプS JG3 3歳上 新潟 障3250 良 ホッコーメヴィウス セ6 ダイワメジャー ダンシングブレーヴ 16-h 浦河 高昭牧場

7/31 クイーンS G3 3歳上牝 札幌 芝1800 良 テルツェット 牝5 ディープインパクト Danehill Dancer 20 安平 ノーザンファーム

2022年ＪＲＡ重賞勝ち馬（日付順）

https://db.netkeiba.com/race/202207010111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016104772/
https://db.netkeiba.com/race/202206010111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015104417/
https://db.netkeiba.com/race/202207010311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019100965/
https://db.netkeiba.com/race/202206010411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019103588/
https://db.netkeiba.com/race/202207010511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017105582/
https://db.netkeiba.com/race/202206010611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104756/
https://db.netkeiba.com/race/202207010611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105012/
https://db.netkeiba.com/race/202206010811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016104376/
https://db.netkeiba.com/race/202207010811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015104526/
https://db.netkeiba.com/race/202207011011/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105069/
https://db.netkeiba.com/race/202205010211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017103513/
https://db.netkeiba.com/race/202207011211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019102879/
https://db.netkeiba.com/race/202205010411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105402/
https://db.netkeiba.com/race/202205010511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105226/
https://db.netkeiba.com/race/202209010211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015101654/
https://db.netkeiba.com/race/202205010611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105195/
https://db.netkeiba.com/race/202205010711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018106545/
https://db.netkeiba.com/race/202209010311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017110144/
https://db.netkeiba.com/race/202205010811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017110151/
https://db.netkeiba.com/race/202210020411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018104960/
https://db.netkeiba.com/race/202209010611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015103057/
https://db.netkeiba.com/race/202206020211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017106711/
https://db.netkeiba.com/race/202206020311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015110013/
https://db.netkeiba.com/race/202209010711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105213/
https://db.netkeiba.com/race/202206020411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104706/
https://db.netkeiba.com/race/202209010908/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2014103040/
https://db.netkeiba.com/race/202206020511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017103201/
https://db.netkeiba.com/race/202209011011/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105345/
https://db.netkeiba.com/race/202207020211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018100274/
https://db.netkeiba.com/race/202207020311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104911/
https://db.netkeiba.com/race/202206020811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105565/
https://db.netkeiba.com/race/202206020711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019101348/
https://db.netkeiba.com/race/202209011211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017102170/
https://db.netkeiba.com/race/202206030111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018103559/
https://db.netkeiba.com/race/202209020111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105318/
https://db.netkeiba.com/race/202206030211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017106404/
https://db.netkeiba.com/race/202207020611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016106453/
https://db.netkeiba.com/race/202206030311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018100184/
https://db.netkeiba.com/race/202209020411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017105376/
https://db.netkeiba.com/race/202206030511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019110105/
https://db.netkeiba.com/race/202209020511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017106414/
https://db.netkeiba.com/race/202209020611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104740/
https://db.netkeiba.com/race/202209020711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019103034/
https://db.netkeiba.com/race/202206030711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2011101125/
https://db.netkeiba.com/race/202209020811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015104273/
https://db.netkeiba.com/race/202206030811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105056/
https://db.netkeiba.com/race/202203010311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018104914/
https://db.netkeiba.com/race/202205020211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105448/
https://db.netkeiba.com/race/202209021011/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018100382/
https://db.netkeiba.com/race/202205020311/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019100109/
https://db.netkeiba.com/race/202209021211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018103559/
https://db.netkeiba.com/race/202207030111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104937/
https://db.netkeiba.com/race/202205020611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019103034/
https://db.netkeiba.com/race/202204010211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015104417/
https://db.netkeiba.com/race/202205020711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105069/
https://db.netkeiba.com/race/202207030308/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2012100517/
https://db.netkeiba.com/race/202205020811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105233/
https://db.netkeiba.com/race/202207030511/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017101010/
https://db.netkeiba.com/race/202205021011/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104740/
https://db.netkeiba.com/race/202207030711/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019100213/
https://db.netkeiba.com/race/202205021211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105283/
https://db.netkeiba.com/race/202205021212/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016104618/
https://db.netkeiba.com/race/202207040111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017105567/
https://db.netkeiba.com/race/202205030211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018105355/
https://db.netkeiba.com/race/202205030411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018102348/
https://db.netkeiba.com/race/202202010211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019103753/
https://db.netkeiba.com/race/202209030211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017101415/
https://db.netkeiba.com/race/202205030611/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019104245/
https://db.netkeiba.com/race/202205030708/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015104582/
https://db.netkeiba.com/race/202209030411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2018103559/
https://db.netkeiba.com/race/202210030211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019103422/
https://db.netkeiba.com/race/202203020211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2019105366/
https://db.netkeiba.com/race/202210030411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016101745/
https://db.netkeiba.com/race/202203020411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017100464/
https://db.netkeiba.com/race/202202011111/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2020103589/
https://db.netkeiba.com/race/202202011211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016104624/
https://db.netkeiba.com/race/202210030811/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017105269/
https://db.netkeiba.com/race/202204020211/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2015103875/
https://db.netkeiba.com/race/202204020108/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2016102442/
https://db.netkeiba.com/race/202201010411/
https://db.netkeiba.com/horse/ped/2017105607/


8/7 エルムS G3 3歳上 札幌 ダ1700 良 フルデプスリーダー 牡5 ヘニーヒューズ ジャングルポケット 7-f 新冠 村田牧場

8/7 レパードS G3 3歳 新潟 ダ1800 良 カフジオクタゴン 牡3 モーリス メジロベイリー 17-b 洞爺湖 レイクヴィラファーム

8/14 関屋記念 G3 3歳上 新潟 芝1600 稍 ウインカーネリアン 牡5 スクリーンヒーロー マイネルラヴ 13-e 新冠 コスモヴューファーム

8/14 小倉記念 G3 3歳上 小倉 芝2000 良 マリアエレーナ 牝4 クロフネ ディープインパクト 4-r 日高 日高大洋牧場

8/21 札幌記念 G2 3歳上 札幌 芝2000 良 ジャックドール 牡4 モーリス Unbridled's Song 4-k 日高 クラウン日高牧場

8/21 北九州記念 G3 3歳上 小倉 芝1200 良 ボンボヤージ 牝5 ロードカナロア ディープインパクト 16-g 平取 ASKSTUD

8/27 小倉サマージャンプ JG3 3歳上 小倉 障3390 良 アサクサゲンキ セ7 Stormy Atlantic Dixieland Band A4 米国 Alexander - Groves - Matz LLC.

8/28 キーンランドC G3 3歳上 札幌 芝1200 良 ヴェントヴォーチェ 牡5 タートルボウル Distant View 1-n 日高 下河辺牧場

8/28 新潟2歳S G3 2歳 新潟 芝1600 良 キタウイング 牝2 ダノンバラード アイルハヴアナザー 22 浦河 ミルファーム

9/3 札幌2歳S G3 2歳 札幌 芝1800 良 ドゥーラ 牝2 ドゥラメンテ キングヘイロー 5-g 浦河 グランデファーム

9/4 小倉2歳S G3 2歳 小倉 芝1200 良 ロンドンプラン 牡2 グレーターロンドン アフリート 2-d 日高 下河辺牧場

9/4 新潟記念 G3 3歳上 新潟 芝2000 良 カラテ 牡6 トゥザグローリー フレンチデピュティ 1-t 新冠 中地康弘

9/10 紫苑S G3 3歳牝 中山 芝2000 良 スタニングローズ 牝3 キングカメハメハ クロフネ 1-w 安平 ノーザンファーム

9/11 セントウルS G2 3歳上 中京 芝1200 良 メイケイエール 牝4 ミッキーアイル ハービンジャー 2-w 安平 ノーザンファーム

9/11 京成杯オータムH G3 3歳上 中山 芝1600 良 ファルコニア 牡5 ディープインパクト Hawk Wing 1-h 千歳 社台ファーム

9/17 阪神ジャンプS JG3 3歳上 阪神 障3140 良 ホッコーメヴィウス セ6 ダイワメジャー ダンシングブレーヴ 16-h 浦河 高昭牧場

9/18 ローズS G2 3歳牝 中京 芝2000 良 アートハウス 牝3 スクリーンヒーロー ヴィクトワールピサ 10-d 浦河 三嶋牧場

9/19 セントライト記念 G2 3歳 中山 芝2200 稍 ガイアフォース 牡3 キタサンブラック クロフネ 16-a 安平 追分ファーム

9/25 オールカマー G2 3歳上 中山 芝2200 良 ジェラルディーナ 牝4 モーリス ディープインパクト 16-f 安平 ノーザンファーム

9/25 神戸新聞杯 G2 3歳牡牝 中京 芝2200 良 ジャスティンパレス 牡3 ディープインパクト Royal Anthem 2-s 安平 ノーザンファーム

10/1 シリウスS G3 3歳上 中京 ダ1900 良 ジュンライトボルト 牡5 キングカメハメハ スペシャルウィーク 8-f 安平 ノーザンファーム

10/2 スプリンターズS G1 3歳上 中山 芝1200 良 ジャンダルム 牡7 Kitten's Joy サンデーサイレンス 22-d 米国 North Hills Co. Limited

10/8 サウジアラビアRC G3 2歳 東京 芝1600 良 ドルチェモア 牡2 ルーラーシップ ディープインパクト 9-f 日高 下河辺牧場

10/10 京都大賞典 G2 3歳上 阪神 芝2400 稍 ヴェラアズール 牡5 エイシンフラッシュ クロフネ 1-p 白老 社台コーポレーション白老ファーム

10/9 毎日王冠 G2 3歳上 東京 芝1800 良 サリオス 牡5 ハーツクライ Lomitas 16-c 安平 ノーザンファーム

10/15 府中牝馬S G2 3歳上牝 東京 芝1800 良 イズジョーノキセキ 牝5 エピファネイア キングカメハメハ 8-c 新ひだか 沖田哲夫

10/16 秋華賞 G1 3歳牝 阪神 芝2000 良 スタニングローズ 牝3 キングカメハメハ クロフネ 1-w 安平 ノーザンファーム

10/16 東京ハイジャンプ JG2 3歳上 東京 障3110 良 ゼノヴァース 牡5 ディープインパクト Beat Hollow 11-f 新冠 パカパカファーム

10/22 富士S G3 3歳上 東京 芝1600 良 セリフォス 牡3 ダイワメジャー Le Havre 9-e 安平 追分ファーム

10/23 菊花賞 G1 3歳牡牝 阪神 芝3000 良 アスクビクターモア 牡3 ディープインパクト Rainbow Quest 1-l 千歳 社台ファーム

10/29 アルテミスS G3 2歳牝 東京 芝1600 良 ラヴェル 牝2 キタサンブラック ダイワメジャー 7-d 安平 ノーザンファーム

10/29 スワンS G2 3歳上 阪神 芝1400 良 ダイアトニック 牡7 ロードカナロア サンデーサイレンス 2-d 浦河 酒井牧場

10/30 天皇賞(秋) G1 3歳上 東京 芝2000 良 イクイノックス 牡3 キタサンブラック キングヘイロー 16-b 安平 ノーザンファーム

11/5 ファンタジーS G3 2歳牝 阪神 芝1400 良 リバーラ 牝2 キンシャサノキセキ Stormy Atlantic 11-g 日高 シンボリ牧場

11/5 京王杯2歳S G2 2歳 東京 芝1400 良 オオバンブルマイ 牡2 ディスクリートキャット ディープインパクト 4-m 新ひだか サンデーヒルズ

11/6 アルゼンチン共和国杯 G2 3歳上 東京 芝2500 良 ブレークアップ 牡4 ノヴェリスト クロフネ 10-g 浦河 谷川牧場

11/6 みやこS G3 3歳上 阪神 ダ1800 良 サンライズホープ 牡5 マジェスティックウォリアー スペシャルウィーク 21-a 日高 ヤナガワ牧場

11/12 デイリー杯2歳S G2 2歳 阪神 芝1600 良 オールパルフェ 牡2 リアルスティール ルーラーシップ 7-a 新ひだか カタオカファーム

11/12 京都ジャンプS JG3 3歳上 阪神 障3140 良 ホッコーメヴィウス セ6 ダイワメジャー ダンシングブレーヴ 16-h 浦河 高昭牧場

11/12 武蔵野S G3 3歳上 東京 ダ1600 良 ギルデッドミラー 牝5 オルフェーヴル Tizway 8-h 安平 ノーザンファーム

11/13 エリザベス女王杯 G1 3歳上牝 阪神 芝2200 重 ジェラルディーナ 牝4 モーリス ディープインパクト 16-f 安平 ノーザンファーム

11/13 福島記念 G3 3歳上 福島 芝2000 良 ユニコーンライオン 牡6 No Nay Never High Chaparral 8 愛国 Desert Star Phoenix Jvc

11/19 東京スポーツ杯2歳S G3 2歳 東京 芝1800 良 ガストリック 牡2 ジャスタウェイ Curlin 12-c 浦河 栄進牧場

11/20 マイルチャンピオンシップ G1 3歳上 阪神 芝1600 良 セリフォス 牡3 ダイワメジャー Le Havre 9-e 安平 追分ファーム

11/26 京都2歳S G3 2歳 阪神 芝2000 良 グリューネグリーン 牡2 ラブリーデイ スペシャルウィーク 1-b 日高 本間牧場

11/27 ジャパンC G1 3歳上 東京 芝2400 良 ヴェラアズール 牡5 エイシンフラッシュ クロフネ 1-p 白老 社台コーポレーション白老ファーム

11/27 京阪杯 G3 3歳上 阪神 芝1200 良 トウシンマカオ 牡3 ビッグアーサー スペシャルウィーク 4-i 新ひだか 服部牧場

12/3 ステイヤーズS G2 3歳上 中山 芝3600 良 シルヴァーソニック 牡6 オルフェーヴル トニービン 3-l 千歳 社台ファーム

12/3 チャレンジC G3 3歳上 阪神 芝2000 良 ソーヴァリアント 牡4 オルフェーヴル シンボリクリスエス 16-f 千歳 社台ファーム

12/4 チャンピオンズC G1 3歳上 中京 ダ1800 良 ジュンライトボルト 牡5 キングカメハメハ スペシャルウィーク 8-f 安平 ノーザンファーム

12/10 中日新聞杯 G3 4歳上 中京 芝2000 良 キラーアビリティ 牡3 ディープインパクト Congaree 1-s 安平 ノーザンファーム

12/11 カペラS G3 3歳上 中山 ダ1200 良 リメイク 牡3 ラニ キングカメハメハ 14-f 新冠 ノースヒルズ

12/11 阪神JF G1 2歳牝 阪神 芝1600 良 リバティアイランド 牝2 ドゥラメンテ All American 5-h 安平 ノーザンファーム

12/17 ターコイズS G3 3歳上牝 中山 芝1600 良 ミスニューヨーク 牝5 キングズベスト マンハッタンカフェ 4-d 浦河 高昭牧場

12/18 朝日杯FS G1 2歳牡牝 阪神 芝1600 良 ドルチェモア 牡2 ルーラーシップ ディープインパクト 9-f 日高 下河辺牧場

12/24 阪神C G2 3歳上 阪神 芝1400 良 ダイアトニック 牡7 ロードカナロア サンデーサイレンス 2-d 浦河 酒井牧場

12/24 中山大障害 JG1 3歳上 中山 障4100 良 ニシノデイジー 牡6 ハービンジャー アグネスタキオン 2-s 浦河 谷川牧場

12/25 有馬記念 G1 3歳上 中山 芝2500 良 イクイノックス 牡3 キタサンブラック キングヘイロー 16-b 安平 ノーザンファーム

12/28 ホープフルS G1 2歳牡牝 中山 芝2000 良 ドゥラエレーデ 牡2 ドゥラメンテ オルフェーヴル 1-w 安平 ノーザンファーム

葵SがG3に昇格 

 

 前年と変わらず139レースを実施。葵SがG3に昇格した。 

 

 京都競馬場改修の影響で多くの重賞がイレギュラー開催。G1では2021年に続き、天皇賞

(春)、秋華賞、菊花賞、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップが阪神で行われた。2023

年からは京都に戻る。 
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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 160 10 450171.6 1 アスクビクターモア

2 ロードカナロア 2008 キングカメハメハ Mr. Prospector 182 12 390867.3 2 ダイアトニック

3 ハーツクライ 2001 サンデーサイレンス Halo 125 7 309229.2 3 ドウデュース

4 キズナ 2010 ディープインパクト Halo 131 3 300356.3 4 ソングライン

5 ドゥラメンテ 2012 キングカメハメハ Mr. Prospector 127 9 296496.1 11 タイトルホルダー

6 キングカメハメハ 2001 Kingmambo Mr. Prospector 93 9 257147.1 5 スタニングローズ

7 ルーラーシップ 2007 キングカメハメハ Mr. Prospector 90 5 217687.3 7 ソウルラッシュ

8 モーリス 2011 スクリーンヒーロー Roberto 111 6 217529.8 12 ジェラルディーナ

9 エピファネイア 2010 シンボリクリスエス Roberto 100 1 201702.8 6 イズジョーノキセキ

10 ダイワメジャー 2001 サンデーサイレンス Halo 92 6 199720.2 9 セリフォス

11 オルフェーヴル 2008 ステイゴールド Halo 69 5 189814.7 8 ライラック

12 ヘニーヒューズ(USA) 2003 ヘネシー Storm Cat 83 1 164438.0 10 フルデプスリーダー

13 ハービンジャー(GB) 2006 Dansili Danzig 70 4 154361.8 15 ナミュール

14 キタサンブラック 2012 ブラックタイド Halo 57 4 152902.2 85 イクイノックス

15 スクリーンヒーロー 2004 グラスワンダー Roberto 43 3 149089.5 13 ボルドグフーシュ

16 ドレフォン(USA) 2013 Gio Ponti Storm Cat 78 1 124322.8 43 ジオグリフ

17 キンシャサノキセキ(AUS) 2003 フジキセキ Halo 53 1 107728.1 14 ケイアイターコイズ

18 エイシンフラッシュ 2007 キングズベスト Mr. Prospector 32 3 105038.4 23 ヴェラアズール

19 ミッキーアイル 2011 ディープインパクト Halo 39 4 104344.8 27 メイケイエール

20 リオンディーズ 2013 キングカメハメハ Mr. Prospector 52 2 101985.3 20 テーオーロイヤル

21 ジャスタウェイ 2009 ハーツクライ Halo 57 1 98341.8 16 ダノンザキッド

22 シニスターミニスター(USA) 2003 Old Trieste Bold Ruler 65 1 97413.4 17 テーオーケインズ

23 ゴールドシップ 2009 ステイゴールド Halo 48 1 95781.0 18 ウインマイティー

24 パイロ(USA) 2005 Pulpit Bold Ruler 38 1 75971.5 19 メイショウハリオ

25 マジェスティックウォリアー(USA) 2005 A.P. Indy Bold Ruler 41 1 73742.5 28 シゲルタイタン

26 ホッコータルマエ 2009 キングカメハメハ Mr. Prospector 46 0 71323.1 37 シダー

27 シルバーステート 2013 ディープインパクト Halo 41 0 69415.1 59 ウォーターナビレラ

28 ディスクリートキャット(USA) 2003 Forestry Storm Cat 33 1 61066.0 36 メイショウユズルハ

29 イスラボニータ 2011 フジキセキ Halo 43 1 60591.5 79 バトルクライ

30 ブラックタイド 2001 サンデーサイレンス Halo 27 2 59471.5 21 フェーングロッテン

31 マクフィ(GB) 2007 Dubawi Mr. Prospector 32 0 57708.9 33 ヴァルツァーシャル

32 アイルハヴアナザー(USA) 2009 Flower Alley Mr. Prospector 20 1 56630.4 25 ウインマーベル

33 ビッグアーサー 2011 サクラバクシンオー Princely Gift 31 2 56175.6 110 トウシンマカオ

34 クロフネ(USA) 1998 フレンチデピュティ Deputy Minister 13 2 53173.0 22 ソダシ

35 ヴィクトワールピサ 2007 ネオユニヴァース Halo 25 0 52836.1 24 ディヴィナシオン

36 ゴールドアリュール 1999 サンデーサイレンス Halo 9 1 52145.7 26 ナランフレグ

37 アメリカンペイトリオット(USA) 2013 War Front Danzig 33 1 47797.6 106 ビーアストニッシド

38 エスポワールシチー 2005 ゴールドアリュール Halo 26 1 45860.4 45 ケイアイドリー

39 アジアエクスプレス(USA) 2011 ヘニーヒューズ Storm Cat 28 0 44266.8 46 ボイラーハウス

40 ノヴェリスト(IRE) 2009 Monsun Blandford 17 1 43620.8 34 ブレークアップ

41 ザファクター(USA) 2008 War Front Danzig 33 0 42061.3 103 ショウナンマグマ

42 サウスヴィグラス(USA) 1996 エンドスウィープ Mr. Prospector 11 1 38143.1 30 テイエムサウスダン

43 ワールドエース 2009 ディープインパクト Halo 14 0 36346.7 50 ジュンブロッサム

44 サトノアラジン 2011 ディープインパクト Halo 25 0 35914.6 116 ディパッセ

45 ラブリーデイ 2010 キングカメハメハ Mr. Prospector 23 1 35657.8 75 セブンデイズ

46 カレンブラックヒル 2009 ダイワメジャー Halo 20 0 35236.1 35 ヒロノシュン

47 リアルインパクト 2008 ディープインパクト Halo 16 0 35056.9 39 エイシンチラー

48 ステイゴールド 1994 サンデーサイレンス Halo 7 2 34497.9 32 オジュウチョウサン

49 メイショウサムソン 2003 オペラハウス Sadler's Wells 14 0 33923.1 52 タイセイサムソン

50 トゥザグローリー 2007 キングカメハメハ Mr. Prospector 11 2 33826.7 54 カラテ

2022年ＪＲＡサイアーランキング

ディープインパクトが11年連続リーディング 

 

 ディープインパクトが11年連続リーディングを獲得。賞金の約45億は前年から約23億円

ダウン。約32億円差だった２位との差は約６億円差と一気に縮まった。この年が最後のリー

ディング獲得である可能性は高い。 

 

 ロードカナロアは前年比約３億円増で３年連続２位。３位との差も約９億円差と縮

まっていないが、ディープインパクトの23億円を思いの外獲得できていない印象。ディープイン

パクトが首位陥落してもそのまま首位、とは単純に考えにくい状態と言える。ダノンスコーピオン

のＮＨＫマイルＣ勝利で５年連続Ｇ１勝利＆重賞10勝となった。 

 

 ハーツクライは前年比約３億円増で３年連続３位。ドウデュースの日本ダービー制覇は

2014年のワンアンドオンリー以来８年ぶり２勝目となった。今年デビューの２歳馬がラストク

ロップとなる。 

 

 キズナも前年比約３億円増で２年連続４位。１～４位までは前年のままだった。重賞

勝ちは前年比５勝減。ソングラインの安田記念を最後に、下半期の勝利はなかった。 

 

 ドゥラメンテは前年比約14億円増で６ランクアップ。産駒デビューから３年目で約29億

6000万円の賞金額はロードカナロアには及ばないが、キズナやエピファネイアを超える数字。

2023年のリーディング獲得の可能性も十分だ。 

 

 キングカメハメハは３歳がラストクロップで２歳馬はいなかったが、前年比１億円増。若い

来駕瑠が増えている中、よく持ちこたえている印象だ。 

 

 モーリスは３世代目にして初のトップ10入りも、同期の種牡馬デビューだったドゥラメンテと

は大きな差を付けられた。 

 

 エピファネイアは前年比約４億円減。約７億円稼いだエフフォーリアが4000万円に終わっ

たのが大きかった。Ｇ１で25戦してデアリングタクトの宝塚記念３着が最高だった。２歳戦は

最多の35勝でリーディング２位と好調だっただけに巻き返す可能性は十分。 

 

 キタサンブラックは実に71ランクアップ。これは日本供用馬では2014年に前年の130位か

ら49位と81ランクアップだったスクリーンヒーロー以来の急上昇。イクイノックスは約７億6100

万円を獲得し、この年のリーディングホースとなった。 
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