
　日頃よりキャロットクラブをご愛顧いただいております皆様、
このたびは本カタログをお手に取っていただきましたこと、誠
にありがたく厚く御礼申し上げます。今夏は酷暑や豪雨に加
え、オミクロン株ＢＡ.５が猛威を振るっていますが、変わりな
くお過ごしでしょうか。近年稀に見る災禍の最中ではあります
が、皆様の熱意に後押しされ、今年もキャロットクラブの１歳
馬募集を開始させていただきます。
　クラブライフの醍醐味。それは、カタログで、動画で、あ
るいは募集馬見学ツアーで自らが見出し、そして見染めた優
駿に出資を行い、その成長を愛で、競馬場で疾走する姿に声
援を送り、そして里帰りを果たしたあとはその仔たちに新たな
期待を寄せる、といったところにあると思いますが、近年はご
希望された募集馬への出資が叶いづらいなど、なかなか皆様
のご期待に応えることができない状況にありました。そういっ
た状況を少しでも打開すべく、今年は先に行われたセレクト
セール２０２２で１歳馬６頭を落札し、９５頭（地方入廐予定の
５頭を含む）と過去最多の頭数をラインナップすることができ
ました。
　その募集馬たちは、各々個性こそ異なるものの骨量豊富で、
丈夫でしっかりした四肢を持つものが多く、全身に目を移すと
その骨格は大きく、比例するように馬体重の数値も年を追うご
とに増加傾向にあります。これまでも繰り返しお伝えしている
とおり、近年は通年行われる昼夜放牧において理想的な成長
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を促せるように運動量の管理を徹底していることに加え、飼養
管理が徐々に進歩していることが募集馬の質の向上に直結し
ており、このあとすぐに始まる育成調教へスムーズに移行する
ことを可能にしています。
　種牡馬に目を転じると、今年の２歳戦では既成勢力に伍し
て新種牡馬の産駒が活躍していますが、そのカテゴリーは多
岐に及んでおり、実にバラエティに富んだ布陣となっています。
これは日本の種牡馬のレベルが全体的に底上げされてきた証
であり、喜ばしい事象でもあります。本募集ラインナップもこ
れに倣い、様々なカテゴリーの種牡馬の産駒を網羅すること
で、クラシックに照準を合わせることはもちろん、早期から短
距離路線で、あるいは息長くダート路線で、とあらゆるステー
ジで活躍を見せてくれそうな馬たちを揃えたことにより、あら
ゆる嗜好をお持ちの方々にご満足いただけるものと考えてい
ます。新種牡馬の中でも、レイデオロはクラブ出身ということ
で否応なしに注目が集まりますが、その産駒は総じてやや薄
目ではあるものの伸びやかなつくりで、ディープと同母系らし
く体高があり、また、キンカメ由来の良質な筋肉を纏っており、
中距離を中心に幅広く活躍できるものと期待しています。
　血統、出来映え、いずれをとっても素晴らしく、自信をもっ
てご紹介させていただく総勢９５頭の１歳馬たち。ぜひ、くま
なくカタログをご覧いただいたうえでとっておきの１頭をお選
びいただき、クラブライフを満喫いただければ幸いです。
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社台スタリオンステーション、（株）サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ、（株）ジェイエス、（株）優駿、Breeders’ Cup/Eclipse Sportswire Photo、Coolmore
カバーデザイン:(n)name design／素材写真提供:福田淳司
印刷:（株）アイワード

INDEX 1 歳馬募集のご案内

種
牡
馬
紹
介

募
集
馬
の
手
術
歴
等
に
つ
い
て

募
集
馬
の
ご
案
内（
地
方
）

募
集
馬
の
ご
案
内（
関
西
）

募
集
馬
の
ご
案
内（
関
東
）

血
統
表
・
ブ
ラ
ッ
ク
タ
イ
プ
の
見
方

主
な
活
躍
馬

ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ

海
外
遠
征

優
勝
賞
品
の
提
供
等

競
走
用
馬
フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

競
走
馬
保
険

賞
金
・
手
当
・
事
故
見
舞
金
等

第
１
次
募
集

お
申
込
み
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

２
０
２
２
年
度
会
員
募
集
要
項

募
集
馬
一
覧
表

2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 18 19 71 124123113



2

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎
1 ミリッサの21 ロードカナロア 牡 鹿 3月  1日 5,000万円 125,000円 高橋 文雅

2 ジョプリンの21 ロードカナロア メス 黒鹿 1月15日 4,000万円 100,000円 木村 哲也

3 ヒルダズパッションの21 ロードカナロア メス 鹿 2月28日 6,000万円 150,000円 手塚 貴久

4 グリューネワルトの21 ロードカナロア メス 鹿 3月  8日 5,000万円 125,000円 林 徹

5 インクルードベティの21 ハーツクライ 牡 黒鹿 1月23日 7,000万円 175,000円 堀 宣行

6 サンブルエミューズの21 エピファネイア メス 鹿 3月30日 7,000万円 175,000円 木村 哲也

7 シャルールの21 エピファネイア メス 黒鹿 5月  5日 4,000万円 100,000円 菊沢 隆徳

8 フィンレイズラッキーチャームの21 キズナ 牡 鹿 4月17日 5,000万円 125,000円 国枝 栄

9 ザズーの21 キズナ メス 芦 2月  3日 3,600万円 90,000円 池上 昌和

10 ロスヴァイセの21 キズナ メス 青鹿 3月  3日 3,200万円 80,000円 栗田 徹

11 アールブリュットの21 ドゥラメンテ 牡 鹿 2月26日 6,000万円 150,000円 国枝 栄

12 フロアクラフトの21 ドゥラメンテ メス 青鹿 4月14日 4,000万円 100,000円 宮田 敬介

13 マイハッピーフェイスの21 ドゥラメンテ メス 鹿 4月15日 2,400万円 60,000円 加藤 征弘

14 ブルーメンブラットの21 モーリス 牡 黒鹿 1月24日 5,000万円 125,000円 武井 亮

15 リカビトスの21 モーリス 牡 黒鹿 2月27日 3,200万円 80,000円 奥村 武

16 シャイントレイルの21 モーリス 牡 鹿 3月22日 4,000万円 100,000円 尾関 知人

17 ピュアブリーゼの21 モーリス メス 鹿 2月  2日 2,400万円 60,000円 古賀 慎明

18 タイムハンドラーの21 モーリス メス 鹿 2月  6日 2,000万円 50,000円 栗田 徹

19 ヴィータアレグリアの21 ニューイヤーズデイ 牡 鹿 4月  8日 3,200万円 80,000円 高柳 瑞樹

20 チアズメッセージの21 ニューイヤーズデイ 牡 栗 5月  9日 3,000万円 75,000円 中舘 英二

21 スペクトロライトの21 ニューイヤーズデイ メス 鹿 1月26日 2,400万円 60,000円 田中 剛

22 アンジュシャルマンの21 ニューイヤーズデイ メス 鹿 2月  3日 2,000万円 50,000円 伊藤 大士

23 エスティタートの21 ブリックスアンドモルタル メス 鹿 2月24日 2,000万円 50,000円 奥村 武

24 パルティトゥーラの21 ブリックスアンドモルタル メス 鹿 3月12日 2,800万円 70,000円 和田 正一郎

25 フレジェールの21 ブリックスアンドモルタル メス 栗 4月24日 2,000万円 50,000円 堀 宣行

26 ケイティーズハートの21 サトノクラウン メス 鹿 3月19日 4,000万円 100,000円 鹿戸 雄一

27 プルメリアスターの21 ハービンジャー 牡 鹿 3月29日 4,000万円 100,000円 手塚 貴久

28 マイティースルーの21 ハービンジャー 牡 芦 4月15日 3,000万円 75,000円 稲垣 幸雄

29 ヒカルアモーレの21 リアルインパクト 牡 芦 5月  7日 2,400万円 60,000円 戸田 博文

30 コケレールの21 リアルインパクト メス 栗 2月23日 1,800万円 45,000円 小島 茂之

31 アイヴィベルの21 レイデオロ 牡 鹿 2月15日 4,600万円 115,000円 栗田 徹

32 マリアライトの21 レイデオロ メス 黒鹿 2月15日 5,000万円 125,000円 久保田 貴士

33 スプリングゲイルの21 ミッキーアイル 牡 鹿 5月  7日 2,400万円 60,000円 武藤 善則

34 コナブリュワーズの21 ミッキーアイル メス 黒鹿 3月19日 2,400万円 60,000円 宮田 敬介

35 ミセスワタナベの21 オルフェーヴル 牡 栗 3月  9日 3,000万円 75,000円 木村 哲也

36 エンプレスティアラの21 シュヴァルグラン 牡 栗 4月  8日 2,000万円 50,000円 青木 孝文

37 ジンジャーパンチの21 スワーヴリチャード 牡 栗 3月29日 5,000万円 125,000円 萩原 清

38 トップライナーⅡの21 スワーヴリチャード メス 栗 4月25日 2,400万円 60,000円 大竹 正博

39 アンフィトリテⅡの21 ダイワメジャー 牡 青鹿 2月  4日 5,000万円 125,000円 田中 博康

40 シンギングメリリーの21 ダイワメジャー メス 栗 3月29日 2,000万円 50,000円 矢野 英一

41 シークレットスパイスの21 リアルスティール 牡 鹿 1月24日 4,000万円 100,000円 黒岩 陽一

42 モアザンセイクリッドの21 リアルスティール メス 鹿 5月  5日 2,000万円 50,000円 勢司 和浩

43 ビットレートの21 ドレフォン メス 栗 1月19日 2,800万円 70,000円 萩原 清

44 ウインジュビリーの21 リオンディーズ 牡 青鹿 1月21日 3,000万円 75,000円 鹿戸 雄一

45 コルコバードの21 ルーラーシップ 牡 黒鹿 4月  6日 3,600万円 90,000円 木村 哲也

46 ピースエンブレムの21 シルバーステート 牡 青鹿 2月14日 4,400万円 110,000円 宮田 敬介

47 ティンバレスの21 ヘニーヒューズ 牡 鹿 2月15日 3,000万円 75,000円 中川 公成

48 バイラオーラの21 マインドユアビスケッツ メス 栗 1月30日 1,600万円 40,000円 辻 哲英

49 ヒルダの21 ミッキーロケット 牡 鹿 4月23日 2,000万円 50,000円 西田 雄一郎

50 ◯外キャントバイミーラヴの21 No Nay Never メス 鹿 2月  7日 3,000万円 75,000円 田村 康仁

関  東

募集馬一覧表

入厩予定



3

募集馬一覧表

関  西 入厩予定

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎
51 リラヴァティの21 ロードカナロア 牡 黒鹿 2月14日 7,000万円 175,000円 池添 学

52 エリティエールの21 ロードカナロア メス 鹿 2月  5日 4,000万円 100,000円 藤岡 健一

53 バウンスシャッセの21 ロードカナロア メス 鹿 3月16日 5,000万円 125,000円 安田 隆行

54 トータルヒートの21 ハーツクライ 牡 黒鹿 2月21日 7,000万円 175,000円 藤原 英昭

55 リリサイドの21 ハーツクライ 牡 鹿 3月28日 10,000万円 250,000円 藤原 英昭

56 アルアリングスターの21 ハーツクライ メス 鹿 4月  8日 5,000万円 125,000円 斉藤 崇史

57 サトノオニキスの21 エピファネイア 牡 黒鹿 2月13日 5,000万円 125,000円 池江 泰寿

58 レーヴドゥラメールの21 エピファネイア メス 芦 1月12日 4,000万円 100,000円 須貝 尚介

59 シンハリーズの21 キズナ 牡 鹿 3月29日 6,000万円 150,000円 池添 学

60 マンビアの21 キズナ メス 鹿 4月  3日 3,000万円 75,000円 西村 真幸

61 アディクティドの21 キズナ メス 芦 4月12日 4,000万円 100,000円 高野 友和

62 ディーパワンサの21 ドゥラメンテ 牡 鹿 4月18日 4,000万円 100,000円 松下 武士

63 ビートリックスキッドの21 ドゥラメンテ メス 鹿 2月  1日 3,000万円 75,000円 西村 真幸

64 ココシュニックの21 ドゥラメンテ メス 栗 2月13日 3,200万円 80,000円 高野 友和

65 アドマイヤローザの21 モーリス 牡 鹿 1月  9日 5,000万円 125,000円 高野 友和

66 リスグラシューの21 モーリス 牡 鹿 2月  7日 12,000万円 300,000円 矢作 芳人

67 ディアデラマドレの21 モーリス 牡 鹿 3月  9日 6,000万円 150,000円 松永 幹夫

68 ペルレンケッテの21 モーリス 牡 鹿 4月14日 4,000万円 100,000円 武 英智

69 レネットグルーヴの21 モーリス メス 鹿 1月31日 2,400万円 60,000円 橋口 慎介

70 マルティンスタークの21 サトノダイヤモンド メス 鹿 3月28日 2,800万円 70,000円 松永 幹夫

71 グリューヴァインの21 ニューイヤーズデイ 牡 鹿 3月20日 3,000万円 75,000円 牧田 和弥

72 クルークハイトの21 ニューイヤーズデイ メス 黒鹿 3月  5日 2,800万円 70,000円 杉山 晴紀

73 オーマイベイビーの21 ブリックスアンドモルタル 牡 鹿 3月25日 6,000万円 150,000円 奥村 豊

74 ラプソディーアの21 ブリックスアンドモルタル メス 栗 4月24日 2,400万円 60,000円 平田 修

75 アロマドゥルセの21 ハービンジャー 牡 鹿 3月  7日 3,600万円 90,000円 渡辺 薫彦

76 レイリオンの21 ハービンジャー メス 栗 1月21日 2,800万円 70,000円 安田 翔伍

77 ヴィートマルシェの21 リアルインパクト 牡 鹿 1月17日 5,000万円 125,000円 斉藤 崇史

78 リッチダンサーの21 リアルインパクト メス 鹿 4月15日 3,000万円 75,000円 武 幸四郎

79 ヒストリックスターの21 レイデオロ 牡 鹿 1月13日 8,000万円 200,000円 友道 康夫

80 ギーニョの21 レイデオロ 牡 鹿 4月  1日 5,600万円 140,000円 中内田 充正

81 ライジングクロスの21 ミッキーアイル メス 鹿 2月25日 2,400万円 60,000円 音無 秀孝

82 カイカヨソウの21 オルフェーヴル メス 栗 2月15日 2,800万円 70,000円 池添 学

83 クイックリトルミスの21 スワーヴリチャード 牡 栗 3月24日 2,400万円 60,000円 庄野 靖志

84 アピールⅡの21 ダイワメジャー 牡 栗 4月15日 2,600万円 65,000円 高柳 大輔

85 ハーレクイーンの21 リアルスティール メス 鹿 1月20日 3,600万円 90,000円 斉藤 崇史

86 ローズノーブルの21 ドレフォン メス 黒鹿 3月21日 2,800万円 70,000円 吉岡 辰弥

87 ピエリーナの21 リオンディーズ 牡 芦 4月17日 2,800万円 70,000円 茶木 太樹

88 グレイシアブルーの21 ルーラーシップ メス 鹿 4月29日 3,200万円 80,000円 清水 久詞

89 ヴィアンローズの21 アルアイン 牡 鹿 3月25日 2,400万円 60,000円 石坂 公一

90 ムーングロウの21 ジャスタウェイ 牡 鹿 4月14日 3,000万円 75,000円 寺島 良

No. 募集馬名 父馬 性別 毛色 生月日 総額 一口の金額 予定厩舎
91 ブリトマルティスの21 オルフェーヴル 牡 栗 5月13日 1,400万円 140,000円 門別もしくは南関東

92 ココファンタジアの21 ニューイヤーズデイ メス 青鹿 3月10日 1,800万円 180,000円 門別もしくは南関東

93 ブランシェクールの21 マインドユアビスケッツ 牡 芦 4月22日 2,000万円 200,000円 門別もしくは南関東

94 ジルズパレスの21 レッドファルクス 牡 栗 3月11日 1,600万円 160,000円 門別もしくは南関東

95 ティッカーテープの21 ワールドエース メス 鹿 5月  3日 1,000万円 100,000円 門別もしくは南関東

地  方 入厩予定

※ 調教育成先は、25番は社台ファーム、18番、63番は追分ファームリリーバレー、その他はノーザンファーム早来、またはノーザンファーム
空港となります。
※ 予定厩舎欄の「門別もしくは南関東」は、南関東地区競馬場への転籍を前提として、2歳時にホッカイドウ競馬（門別・田中淳司厩舎予定）からデ
ビューさせる可能性があることを意味します。なお、南関東での所属先については、入厩、転籍が正式に決定した際に選定いたします。
※金額はいずれも消費税を含みます。



［競走馬出資金のお支払い方法］
●一括払い（2％割引）
原則的に出資お申込み（出資契約締結）の翌月に口座振替にてお支払いいただきます。
ただし、第1次募集、1.5次募集、第2次募集でお申込みの場合は、2022年11月28日に口座振替いたします。
※一括払いの2％割引の適用は、2022年12月末日までのお申込みに限らせていただきます。

●分割払い（最長8回）
※分割払いは最長8回となります。
※競走馬出資金を分割回数に応じて均等に分割し、100円未満の端数が生じた場合は初回請求金額に計上します。
分割払いの適用は2023年4月30日までのお申込みとさせていただき、お申込み時期によって分割回数が変わります。
詳しくは下記の分割回数早見表、およびお支払いの一例をご参照ください。

クラブポイント30,000ポイントをお持ちで
1口出資額￥100,000の募集馬に1口出資した場合

①一括払いをご選択の場合
￥100,000－￥2,000（2％割引）－￥30,000（クラブポイント）＝￥68,000をご請求

②分割払いをご選択の場合
￥100,000－￥30,000（クラブポイント）＝￥70,000を下記分割でご請求

お支払い月 8回の場合 7回の場合 6回の場合 5回の場合 4回の場合 3回の場合 2回の場合
2022年11月 ¥9,100
2022年12月 ¥8,700 ¥10,000
2023年  1月 ¥8,700 ¥10,000 ¥12,000
2023年  2月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000
2023年  3月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500
2023年  4月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,400
2023年  5月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,300 ¥35,000
2023年  6月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,300 ¥35,000

出資申込日（分割回数）
お支払い月

'22年11月 '22年12月 '23年1月 '23年2月 '23年3月 '23年4月 '23年5月 '23年6月
2022年10月31日まで（8回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
2022年11月30日まで（7回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
2022年12月31日まで（6回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
2023年  1月31日まで（5回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目
2023年  2月28日まで（4回） 初回 2回目 3回目 4回目
2023年  3月31日まで（3回） 初回 2回目 3回目
2023年  4月30日まで（2回） 初回 2回目

◆分割回数早見表

※金額はいずれも消費税を含みます。

［募 集 馬］ 2021年産の1歳馬

［募集頭数］95頭　

● 中央入厩予定馬 90頭 ● 地方入厩予定馬 5頭
　・関東入厩予定馬 50頭
　・関西入厩予定馬 40頭

［1頭の口数］● 中央入厩予定馬　400口
● 地方入厩予定馬　100口

［1頭の総額］1,600万円〜12,000万円 1,000万円〜2,000万円

［1口の金額］40,000円〜300,000円 100,000円〜200,000円

※ クラブポイントをお持ちの場合は、自動的に充当
されます（クラブポイント発生後の出資に限りま
す）。
※ クラブポイントを利用された場合も分割払いが可
能です。

◆クラブポイントを充当した場合の
　お支払いの一例

2022年度
会員募集要項
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お申込みスケジュール

出資に際しての主な費用
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●第1次募集のお申込み締切日時について
既存会員の第1次募集の出資お申込み締切日時は、【9月7日（水）17：00】です。
※インターネット受付限定となります。出資申込書による郵送受付は行っておりませんのでご注意ください。
　詳細につきましては、別紙に記載の既存会員のお申込み方法、第1次募集の項目をご参照ください。
なお、お申込み状況の中間発表は、9月5日（月）、6日（火）の各1回18：00頃を予定（募集総口数の半数以上お申込みがあった募集馬が対象）しております。
また、新規入会希望の方は、第2次募集【9月26日（月）10：00～9月30日（金）17：00】からの受付となります。
※ 9月22日（木）の夕刻～9月29日（木）17：00に行われる新規入会申込登録（インターネット受付のみ）を行っていただいた方のみ、第2次募集へ
のお申込みが可能となります。

●出資可能口数の制限
1募集馬につき、募集総口数の半数を超えない範囲であれば、ご希望の口数でお申込みいただくことが可能です。
ただし、第1次募集、1.5次募集、および第2次募集において、お申込み総口数が募集総口数を上回った募集馬については、出資可能口数の上限
を原則的に“5口”とさせていただきます（5口を超える口数でお申込みいただいた場合は、自動的に5口に減口したうえ、抽選対象とさせていただ
きます）。
なお、減口後のお申込み総口数が募集総口数に満たない場合は、5口以下でお申込みの方、および5口を超える口数でお申込みされた方の5口分
は当選とし、募集総口数に達するまで減口対象となったお申込み口数を1口ずつ抽選したうえで、その当落を決定します。そのため、当選者の出
資確定口数が5口を上回る場合がございます。
また、母馬出資者優先制度対象馬においては、母馬優先枠をはじめとする各ランク毎に同様の抽選を行います。

●お支払い遅延歴の有無
第1次募集において、前年8月度から当年7月度の間で2回以上、会費等のお支払いに遅延が生じている方は、抽選における優先順位が低くなり、
また、母馬出資者優先権を行使できなくなります（本年度1歳馬募集に関しては、2021年8月度から2022年7月度の間で2回以上の遅延歴があ
る方が対象となります）。
なお、対象となる方は、2021年度の第1次募集において最優先希望馬が落選となった場合でも、優先順位は“遅延歴あり”となり、落選実績は加
味されません。

●最優先希望枠落選歴の繰り越しについて
第1次募集にお申込みいただき「最優先希望枠落選」となった時点で発生する為、本年の第1次募集に参加されなかった場合、翌年度に権利を繰り
越すことはできません。
また、最優先希望馬を選択せずにお申込みいただくこともできませんので、権利をお持ちの方は必ず行使いただくことになります。
なお、1.5次募集、第2次募集、通常募集、キャンセル募集、および適宜実施される追加募集にお申込みいただいた場合でも、その結果に係わら
ず最優先希望枠落選歴は次年度に継続されます。

●母馬出資者優先制度
母馬出資者優先制度では募集総口数の50％（中央入厩予定馬200口、地方入厩予定馬50口）を上限に、募集馬の母馬に出資されていた方に優先
的に出資いただけます（第1次募集時に限る）。

母馬出資者優先制度対象馬
・   1番ミリッサの21  ・   6番サンブルエミューズの21  ・   7番シャルールの21  ・ 10番ロスヴァイセの21
・11番アールブリュットの21  ・12番フロアクラフトの21  ・14番ブルーメンブラットの21  ・15番リカビトスの21 
・16番シャイントレイルの21  ・17番ピュアブリーゼの21  ・19番ヴィータアレグリアの21  ・21番スペクトロライトの21 
・22番アンジュシャルマンの21  ・23番エスティタートの21  ・24番パルティトゥーラの21  ・26番ケイティーズハートの21 
・27番プルメリアスターの21  ・28番マイティースルーの21  ・32番マリアライトの21  ・43番ビットレートの21 
・45番コルコバードの21  ・46番ピースエンブレムの21  ・47番ティンバレスの21  ・48番バイラオーラの21 
・51番リラヴァティの21  ・52番エリティエールの21  ・53番バウンスシャッセの21  ・54番トータルヒートの21 
・62番ディーパワンサの21  ・66番リスグラシューの21  ・67番ディアデラマドレの21  ・68番ペルレンケッテの21 
・70番マルティンスタークの21  ・71番グリューヴァインの21  ・72番クルークハイトの21  ・73番オーマイベイビーの21 
・74番ラプソディーアの21  ・75番アロマドゥルセの21  ・76番レイリオンの21  ・77番ヴィートマルシェの21 
・82番カイカヨソウの21  ・86番ローズノーブルの21  ・87番ピエリーナの21  ・92番ココファンタジアの21 
・93番ブランシェクールの21   

●母馬出資者優先権をお持ちの方の最優先希望枠の使い方
出資をご希望される募集馬の母馬に出資されていた方につきましては、最優先希望枠、および一般出資申込枠に出資希望馬をご選択いただければ、
自動的に母馬出資者優先制度の対象馬として取り扱います。
ⅰ．母馬出資者優先権を行使できる募集馬を最優先希望馬に選択
　→ 従前に出資していた母馬の仔にどうしても出資したい場合に有効的です。抽選における優先順位は、前年と前々年で連続して最優先希望馬
が落選ならば最上位（7ページ・フローチャートのランク1）となり、前年の最優先希望が落選ならば第2位（7ページ・フローチャートのラン
ク2）、前年の最優先希望が当選ならば第3位（7ページ・フローチャートのランク3）の順位となります。ただし、他に最優先希望馬を選ぶこ
とはできません。

ⅱ．母馬出資者優先権を行使できる募集馬以外の募集馬を最優先希望馬に選択
　→ 従前に出資していた母馬の仔に出資はしたいが、その他にどうしても出資したい募集馬がいる場合に有効的です。ただし、母馬出資者優先

枠内での優先順位は第4位（7ページ・フローチャートのランク4）となります。

●満口馬におけるキャンセル待ち制度の廃止について
第1次募集および1.5次募集における抽選結果により付与されたキャンセル番号（キャンセル待ち制度）は、廃止とさせていただきます。なお、キャ
ンセルが生じた場合は、クラブホームページインフォメーションで適時ご案内の上、募集（優先待ちはなく、全て抽選）を行うものとします。

●第1次募集における優先順位
本抽選システムは、会員個々の従前の抽選実績（最優先希望馬の当落）、お支払い状況により毎年、優先順位が変動します。
なお、優先順位は右ページの通りとなります。

第1次募集
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❶本賞金
第1着馬～第5着馬に対し交付されます。

着順
本賞金

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
第1着本賞金に対する割合 100％ 40％ 25％ 15％ 10％

❼付加賞
特別競走登録料はその総額を7：2：1の割合で按分されたものが、第1着馬、
第2着馬、第3着馬に交付されます。

❽特別出走手当
原則的に1回の出走につき、下表のとおり交付されますが、さまざまな加
減額措置の基準が設定されています。

競走 全ての競馬場

重賞競走 463,000円

重賞競走以外の特別競走 454,000円

一般競走
1勝クラス以上の競走 452,000円

新馬・未勝利の競走 442,000円

交付対象馬 褒賞金額

皐月賞、東京優駿、菊花賞のすべての競走に優勝した内国産馬 1億円

同一年度に大阪杯、天皇賞（春）、宝塚記念のすべての競走に優
勝した馬 内国産馬　2億円

 　○外 　 　1億円同一年度に天皇賞（秋）、ジャパンカップ、有馬記念のすべての
競走に優勝した馬

競走 第1着 第2着 第3着

チャンピオンズカップ 4,000万円 1,600万円 800万円

前年度のチャンピオンズカップ施行日以降、当該年度の同競走施行日前日
までに日本国内で施行されるダートのG1競走（日本グレード格付け管理委
員会で格付けされたJpn1競走を含む。）で優勝した馬が、チャンピオンズ
カップ競走において第3着までに入着したときに、褒賞金が交付されます。

シリーズ 褒賞金額

サマースプリントシリーズ、サマー2000シリーズ 3,200万円

サマーマイルシリーズ 2,400万円

当該年度の有馬記念ファン投票順位 特別出走奨励金

1位～3位の馬 2,000万円

4位～5位の馬 1,000万円

6位～10位の馬    500万円

❻特別出走奨励金
古馬G1、および芝1,800m以上の古馬G2競走に出走した11着以下の馬に対
し交付されます。
ただし、2勝クラスとそれ以下の条件馬が格上挑戦した場合は交付されま
せん。

格付 競走 該当する競走条件 第11着以下

G1
競走

大阪杯、天皇賞（春）、宝塚記念、
天皇賞（秋）、ジャパンカップ、有馬記念

オープン馬

200万円

フェブラリーステークス、高松宮記念、ヴィクトリアマイル、
安田記念、スプリンターズステークス、エリザベス女王杯、
マイルチャンピオンシップ、チャンピオンズカップ

150万円

G2
競走

日経新春杯、アメリカジョッキークラブC、京都記念、
中山記念、金鯱賞、阪神大賞典、日経賞、目黒記念、
札幌記念、オールカマー、毎日王冠、京都大賞典、
府中牝馬S、アルゼンチン共和国杯、ステイヤーズS

オープン馬 100万円

3勝クラス 50万円

※ G2競走における最下位かつ第1着とのタイム差が距離1,800m以上
2,000m未満は4秒、2,000m以上は5秒を超えた場合は交付されません。

賞金・手当体系は日本中央競馬会の規定を要約、抜粋した原則的なも

ので、2022年度の実績です。

❷出走奨励金
第6着馬～第9着馬（重賞競走と重賞競走以外の平地オープン競走は第6着
馬～第10着馬）に交付されます。

着順
出走奨励金（第1着本賞金に対する割合）

第6着 第7着 第8着 第9着 第10着
重賞競走

重賞競走以外の平地オープン競走 8％ 7％ 6％ 3％ 2％

その他の競走 8％ 7％ 6％ 3％ －

ただし、第1着馬の走破タイムより【表①】の秒数を超えてゴールした場
合等は原則的に交付されません。
未出走馬および未勝利馬が自己条件より上位の平地競走（オープン競走を含
む）に出走し、規定の時間を超えて決勝線に到達した場合は交付されません。

【表①】

距離
右欄に掲げる競走以外の競走 平地の新馬及び未勝利競走
芝の競走 ダートの競走 芝の競走 ダートの競走

平地競走
（オープン競
走を除く）

1,400m以下 3秒 4秒
3秒 4秒1,400m超

2,000m未満 4秒 5秒

2,000m以上 5秒 6秒 4秒 5秒
障害競走（特別競走を除く） 8秒 10秒

※ 第1回中山競馬、第1回東京競馬、第2回中山競馬、第1回中京競馬、第
1回阪神競馬、第1回小倉競馬、第2回小倉競馬および第2回中京競馬第
1～4日の平地未勝利競走に未出走馬として出走した馬の馬主に対し、上
記金額（春季競馬）に加えて、下表に定める金額を交付。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着 第9着
80万円 30万円 20万円 12万円 8万円 6万円 6万円 5万円 2万円

※ 第1回中山競馬、第1回東京競馬、第2回中山競馬、第1回中京競馬、第
1回阪神競馬、第1回小倉競馬、第2回小倉競馬および第2回中京競馬第
1～4日の平地未勝利競走に未出走馬として出走した内国産牝馬の馬主に
対し、上記金額（春季競馬）に加えて、下表に定める金額を交付（牝馬
限定競走を除く）。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
50万円 20万円 12万円 7万円 5万円

※ 第1回中山競馬、第1回東京競馬、第2回中山競馬、第1回中京競馬、第1
回阪神競馬、第1回小倉競馬、第2回小倉競馬および第2回中京競馬第1～
4日の平地未勝利競走に未出走馬として出走した内国産馬の馬主に対し、
上記金額（春季競馬）に加えて、下表に定める金額を交付。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
40万円 16万円 10万円 6万円 4万円

❾褒賞金
指定された競走およびシリーズに優勝、または条件を満たした際に交付さ
れます。

❸距離別出走奨励賞
距離1,800m以上の芝の平地で行われる以下の競走の第1着～第10着馬に
対し交付されます。ただし、2歳・3歳馬限定競走では交付されません。

第1着

競走 1,800m 1,800m超
2,000m以下 2,000m超

3（4）歳以上

重賞競走以外のオープン競走
140万円 260万円 380万円3勝クラス競走

2勝クラス競走
1勝クラス競走（特別競走に限る） 80万円 140万円 200万円

第2着馬～第10着馬は上記の金額に下表の比率を乗じて得た金額を交付。

第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着 第9着 第10着
40％ 25％ 15％ 10％ 8％ 7％ 6％ 3％ 2％

❺内国産牝馬奨励賞
牝馬限定戦ではない新馬競走、および平地未勝利競走の出走馬が内国産牝
馬の場合は、以下のとおり内国産牝馬奨励賞が交付されます。

❹内国産馬奨励賞
日本国内で生まれた競走馬が以下に定める平地競走に出走し、第1着～第5
着になった際に交付されます。

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
G1競走 350万円 140万円 88万円 53万円 35万円

G1競走以外の重賞競走 250万円 100万円 63万円 38万円 25万円
リステッド競走 220万円 88万円 55万円 33万円 22万円

その他のオープン競走 200万円 80万円 50万円 30万円 20万円
3勝クラス競走 160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
2勝クラス競走 130万円 52万円 33万円 20万円 13万円

1勝クラス
競走

2・3歳 110万円 44万円 28万円 17万円 11万円
3（4）歳以上 80万円 32万円 20万円 12万円 8万円

新馬競走
2歳 190万円 76万円 48万円 29万円 19万円
3歳 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円

未勝利競走
2歳 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円

3歳
春季競馬 110万円 44万円 28万円 17万円 11万円
夏季競馬 60万円 24万円 15万円 9万円 6万円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

2歳
新馬競走 160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
未勝利競走

100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
3歳

新馬競走
未勝利競走（春季競馬において行う競走に限る）   50万円 20万円 13万円   8万円   5万円

賞金・手当
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事故見舞金

JRAの施設内（トレセン、競馬場、JRA管轄下の輸送中等）で起こった事故が元で、3ヶ月以上休養する場合は事故見舞金が支給されます。

ただし、状況によっては減額、または一部返還、支給を受けられない場合があります。

注）第3号から第12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷又は腱断裂をいう。

番号 事故の種類 見舞金の額

1 競走中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 6,450,000円

2 調教中又は輸送中の事故により死亡し、又は死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がな
された場合 6,300,000円

3 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 6,100,000円

4 調教中又は輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 5,950,000円

5 競走中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 4,050,000円

6 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,900,000円

7 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,700,000円

8 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,550,000円

9 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,200,000円

10 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,050,000円

11 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,550,000円

12 調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 2,400,000円

13 競馬会の施設内において、疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、又はそれにより死にひんし救うことの
できない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 6,200,000円

14 13号へ統合 ─

15 13号へ統合 ─

16 競馬会の施設内において発生した四肢その他の故障により中央競馬の競走馬として不適当と認められ、競走馬登録を抹消する
場合（前各号に該当する場合を除く）

2006年10月31日をもって原則終了と
なったため、本年度募集馬が適用を受
けることはありません。

17 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎（屈腱炎を除く）、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、
鼻出血、心房細動、肺炎、胸膜炎、フレグモーネ、ハ行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 1,750,000円

18 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 3,350,000円

地方交流競走での賞金

公営競馬主催の地方交流競走に出走した際の第1着本賞金は、中央未勝利クラスで450万円、中央1勝クラスで650万円、中央2勝クラスで800万円と

なります（主催者規定の賞金とJRAからの差額補助金）。

なお、特別出走手当の交付額、交付基準については中央の競走に準じるものとします。

また、ダートグレード競走に出走した場合、JRAからの差額補助金等の交付はなく、主催者規定の賞金と手当のみとなります。

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
2勝クラスの交流競走 800万円 320万円 200万円 120万円 80万円
1勝クラスの交流競走 650万円 260万円 160万円   98万円 65万円
未勝利クラスの交流競走 450万円 180万円 110万円   68万円 45万円

競走馬登録抹消給付金・同付加金

JRAの競走馬登録を抹消する際に以下の金額が支給されます。支給金額は抹消時期、出走歴によって異なります。

※初出走時にタイムオーバーとなった場合、「出走」とみなしません。（2019年9月7日以降適用）

抹消時期

出走歴

2歳
3歳

4歳
5歳

6歳以上
〜4／22 〜6／3 〜7／29 〜12／31 〜6／3 6／4〜

（110万円） （105万円） （65万円） （45万円） （70万円） （30万円） （15万円）
5回以上（125万円） 235万円 230万円 190万円 170万円 195万円 155万円 140万円
3・4回（105万円） 215万円 210万円 170万円 150万円 175万円 135万円 120万円

2回（65万円） 175万円 170万円 130万円 110万円 135万円   95万円   80万円
1回（40万円） 150万円 145万円 105万円   85万円 110万円   70万円   55万円

未出走（30万円） 140万円 135万円   95万円   75万円 100万円   60万円   45万円
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競走馬保険

●競走馬保険についての要約
❶保険加入時期
原則2歳1月1日とします。
2022年度1歳募集馬は2023年1月1日より保険加入の対象となり
ます。
ただし、追加募集を行う際はその都度、保険加入時期を新たに設
定するものとします。

❷保険料出資金のお支払い
保険加入の前年12月の時点で翌年度分の保険料相当額を通常の会
費等と併せてご請求させていただきます。

❸保険加入額と保険料率
2022年度1歳募集馬は競走馬出資金のお支払い方法（一括・分割・
クラブポイント充当）に関わらず、保険加入額は1口の募集金額の
100％とし、保険料（率）はその3％（予定）とします。ただし、
募集価格によって保険加入額は変化し、原則として2歳馬は100％、
3歳馬は70％、4歳以上馬は50％となります。
保険料の算出式は以下の通りです。
（1口の募集価格）×（保険加入額）×（保険料率）

例えば1口40,000円の募集馬の場合は…
40,000円×100％×3％＝1,200円となります。
＊ 一括払い（2％割引）特典やクラブポイントの充当により実際の出資
額が40,000円に満たない場合でも上記計算式をもって保険料出資金
を算定いたします。

●競走馬保険図解   保険の条件 ▶ 傷害・疾病が起因であること

1歳 
（保険未加入）

入厩前 〜 入厩 〜 出走 
（保険加入）

牧場調教 牧場調教 厩舎在厩 放牧

※運用開始前による引退
 

全額返金

特約補償

②能力喪失による引退
［加入額の50％給付］
④未出走での引退
［加入額の20％給付］

③能力喪失による引退
［加入額の20％給付］
④未出走での引退
［加入額の20％給付］

③能力喪失による引退
［加入額の20％給付］

⑤手術費用特約
［加入額の3％を限度として、手術当日に要した費用相当を給付］
⑥屈腱炎見舞金特約
［50万円を限度として、加入額の5％を給付］

①死亡補償［加入額の100％給付］

JRA事故見舞金支給なし JRA事故見舞金支給あり（在厩60日以上、抹消給付金支給対象）

未入厩で引退

死亡

入厩 出走

入厩後の未出走引退 出走後の能力喪失引退

愛馬の競走生活における危険負担を考慮し、2歳以降は競走馬保険に
加入いたします。死亡補償のほか、競走能力喪失や傷病により未出
走となるリスクが特約により補償されます。

●1歳末までの危険負担（競走馬保険加入前）
1歳末までに傷病などで競走用馬ファンドとしての運用を断念す
ると判断した場合は、お支払いいただいた競走馬出資金を全額返
金いたします。
※ 保険料出資金を事前にお支払いいただいた場合も全額返金いたします。

●競走馬保険の加入
競走馬は事故、疾病に備えて、2歳1月1日より競走馬保険に加入
いたします。死亡及び競走能力喪失・傷病に起因した未出走引退
などのリスクに対してはこの競走馬保険でカバーします。
競走中やJRA施設内での調教中の事故や疾病に対しては、JRAの事故
見舞金規程により症例の程度によって定められた金額が支給されます。
一方でこの事故見舞金では補えない、牧場育成時においての競走
能力喪失による引退、傷害又は疾病での未出走引退に対しての補
償も対応できる内容になっております。

●競走馬保険の補償内容
［死亡保険金］
❶ 競走馬の死亡（偶発的な事故や疾病が原因での死亡、または指
定獣医師の認定に基づく安楽死措置）

→保険加入額の100％給付

［見舞金給付特約］
❷未出走馬（いわゆる「未入厩馬」が主に該当）が競走能力喪失
と診断を受けた場合
（JRA馬主相互会からの事故見舞金［能力喪失に係る3号・4号の
見舞金］交付要件に該当しない場合に適用）
→保険加入額の50％給付

❸ 競走能力喪失と診断を受けた場合
→保険加入額の20％給付

❹ 傷害又は疾病が原因となり競走に一度も出走できないこと（未
出走）が確定した場合

→保険加入額の20％給付

❺ 「手術費用特約」傷病により全身麻酔を伴う所定の外科手術が
実施された場合

→ 保険加入額の3％を限度として、手術当日に要した費用相当を
給付

※ JRA施設内で手術し、JRA馬主相互会から診療費補助金が給付される場
合、診療費補助金相当額を差し引いた費用が特約の対象

❻「屈腱炎見舞金特約」初めて屈腱炎と診断された場合
→50万円を限度として、保険加入額の5％を給付
※ 中央入厩馬だけではなく、地方入厩馬につきましても、上記❶～❻に
準じて取り扱われます。
※ ❶❷❸❹は重複して給付されることはありません。事故内容に応じて
いずれか1つが給付となります。

❹障害競走に起因する事故の場合
障害競走（障害競走に出走のために当該競馬場に搬入した時から
搬出された時まで）に起因する事故の場合は、保険加入額にかか
わらず一律200万円が給付限度となります（特約対象事故も含む）。

❺平地の重賞競走に勝利した場合
当該出資馬が2歳のG1・Jpn1競走、もしくは3歳以上の馬齢にお
いてG1～G3の平地重賞競走（いずれも新設もしくは条件変更な
どの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、
国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国におけるG格付けの海
外競走、及び地方競馬指定交流競走（G格付け及びJpn格に限る）
を含むが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除く）に
優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の
100％を保険加入額とします。これに伴い発生した保険料の追徴
分は月々の出資と分配（ご請求明細書）にてご案内の上、ご負担
いただくことになります。

❻その他
保険契約の詳細はクラブが保険会社と締結した約款によるものと
します。
＊ 匿名組合契約であることから、死亡保険金、競走能力喪失見舞金等を
含め、分配時に利益分配額が発生した場合、源泉所得税の対象となり
ます。
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◎顧客（会員）は、愛馬会法人が別途交付する『2022 CARROT 
CLUB 1歳馬募集のご案内（募集馬カタログ）』記載のうちから
競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分
配を受けます。当該出資馬は愛馬会法人より、JRA（日本中央競
馬会）及びNAR（地方競馬全国協会）に馬主登録のあるクラブ
法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払
う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱
われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等
はすべて分配金（利益若しくは出資金の返還）として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引
退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不
振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。
したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証がされている
ものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に
基づいており、匿名組合営業者（「愛馬会法人」及び「クラブ法人」
を包括的にさし、以下「営業者」といいます）の報酬は、当該出
資馬が獲得した賞金・褒賞金の3％（その他では、賞品売却分配
金に関わる事務経費22,000円（税込）及び、競走馬の引退に際
しては、サラブレッドオークションにて売却する場合に売却代金
から控除される手数料5％の内の1％相当額、競走馬・種牡馬と
して売却する場合〔種牡馬賃貸契約を含む〕には純利益金が
500万円を超える場合、累進計算により段階的に10％～40％）
です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他
事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出
資としては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、
競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限
とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供牧場
等が募集価格の10％相当額（税込）で買い戻す特約がありま
す（死亡及び地方入厩予定馬の場合は別に規定）。当該出資馬
が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運
用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により
運用できなくなった場合を含め、いかなる理由によっても会員
は、支払方法（一括払い・分割払い）にかかわらず、募集価格
全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記
運用開始期日前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失に相
当し運用が開始できなくなった場合には、本商品投資契約は遡

競走用馬ファンドの仕組み

及的に解除となり、納入済みの出資金は会員宛に返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6（書面による解除）
の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度（契
約成立直後の一定期間内における無条件契約解除）はありませ
ん（ただし、愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く）。
また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされ
た場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資
格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務（商品投資受益権や維持費
出資義務等）を第三者に譲渡・移転できません。また、当該出
資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除
いて行うことができません。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が
内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店にお
いて縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、会員規約（2022年8月20日
改定のもの、以下「会員規約」といいます）に記載されています。
また、競走用馬の血統及び、飼養管理に係わる繋養先、出資募
集の開始前の手術歴等の公表事項については、別途交付の『2022 
CARROT CLUB 1歳馬募集のご案内（募集馬カタログ）』に記載
しています。出資募集の開始後から終了までの期間中に上記事
由が確認された場合には、これについて順次公表します。すべ
てをよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契
約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

◎会員規約は、金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前
の交付書面』及び同法第37条4に規定する『契約締結時の交付
書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用
等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。

◎出資申込みの方法と契約の締結につきましては、インターネッ
トによる出資申込みと同時に出資契約が成立する方法が基本と
なりますが、別途指定期間内にインターネットで愛馬会法人に
申込みして、抽選等を経て出資馬が確定した際（出資内容確認
書に記載の契約締結日）に出資契約が成立する方法を設けてい
ます。いずれの場合においても、出資契約成立後に愛馬会法人
は『契約締結時の交付書面』として出資会員に契約締結日の記
載された出資内容確認書を郵送で通知し、契約締結を確認する
こととします。

競走用馬ファンドを正しくご理解いただくために、お申込みの前にお読みください。

会　員

愛馬会法人
㈱キャロットクラブ

クラブ法人
㈲キャロットファーム

金銭出資
（匿名組合契約）

競走馬の現物出資
（匿名組合契約）

募　集

株式会社　キャロットクラブ
東京都渋谷区広尾1丁目3番18号
代表取締役会長　手嶋　龍一
登録番号　関東財務局長（金商）　第1583号

愛馬会法人
有限会社　キャロットファーム
東京都渋谷区広尾1丁目3番18号
代表取締役社長　秋田　博章
登録番号　関東財務局長（金商）　第1584号

クラブ法人

［ご注意点］競走用馬ファンドのリスク等特徴について

11
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優勝賞品の提供

クラブ所属馬が獲得した優勝賞品は、受賞馬の出資会員のうち希望者1名様に購入していただき、その売却代金は出資会員に出資口
数に応じて分配いたします。対象となる優勝賞品は、日本国内の競走で得た10万円を超える純金メダル、金製品などいわゆる主催者
賞品となり、海外競馬で優勝した際の賞品・寄贈賞品（カップ・レイ等）など、および日本国内で優勝した際の10万円以下の比較的
安価な純金メダル、優勝馬のレイ、冠スポンサーからの寄贈賞品、参加賞、盾、賞状、および優勝DVDなどは除かれます。なお、重
賞競走のカップ等について、生産者等から記念品として買い取りの申し出があった場合は、優先して売却させていただき、売却代金
は出資会員に分配いたします。また、地方交流重賞ではJRA賞品（金製品）が交付されます。

重賞で生産者等が希望した場合
市中時価（最低額はJRA購買価格の6割）
にて生産者等に売却します

（最低額はJRA購買価格の6割）

出
資
口
数
に
応
じ
て
分
配

＊
控
除
さ
れ
る
の
は
ク
ラ
ブ
法
人
の

　事
務
経
費
2
万
2
千
円（
消
費
税
込
）

　で
す

＊賞品の購入は取り消しができません
＊希望者が複数の場合は抽選となります

クラブ法人が市中（金製品取扱専門商社）
にて売却、換金します

購入者が不在の場合

出資者（1名様）がご購入

市中時価

市中時価

金製品

純金メダル 受
賞
馬
の
出
資
者

の
皆
様
か
ら

購
入
希
望
者
を

募
り
ま
す

優勝賞品が授与されるレースは、重賞・特別競走および一般競走となります（2022年度実績）。

※金製品以外の宝飾品等の優勝賞品は、ここ数年交付されておりませんが、交付された際はJRA購買価格の５割で購買希望者
　を募り、不在の場合はクラブ法人帰属とし、それを顧客に公開します。

賞品の購入者募集と分配について

クラブ所属馬の運用終了（引退）に際して、これを売却するケースがありますが、その売却方法としてネットオークションの活用も
その選択肢となります。このネットオークションによる売却は、運用が終了した馬を楽天競馬サイトの「サラブレッドオークション」
（主催者：サラブレッドオークション事務局）に上場することによって実施いたします。運用が終了した馬がこのネットオークショ
ンで落札された場合、売却代金から売却申込料・売却手数料・銀行振込手数料・クラブ法人の営業者報酬（500万円を超える金額で
売却できた場合に該当）を差し引いた残額から消費税を控除した金額が、出資会員様への運用終了（引退）精算分配の対象となります。
なお、ネットオークションを用いず競走馬として売却する場合、有償無償にて種牡馬もしくは乗馬に転用する場合など、ネットオー
クションの対象外とする場合がありますので、予めご了承ください。
※�牝馬につきましては、原則的に提供牧場が募集価格の10％相当額で買戻したあと、繁殖の用に供さない等の理由でこのオークションに上場す
ることがあります（分配対象とはなりません）。

運用終了（引退）時のネットオークションの活用

クラブポイント制度

このクラブポイントは、競走馬出資金の実際のお支払い額に応じて会員様に付与されるポイントで、次回以降の新規出資の際に、こ
のポイント相当額を競走馬出資金に充当できるというものです。ポイント付与率は1頭ごとの「実際にお支払いいただく競走馬代金」
の5％で、1ポイント未満は切り捨てます。このポイントは「1ポイント＝1円」換算でご利用できます。ここで言う「実際にお支払
いいただく競走馬代金」とは、1口の募集価格から、一括払いの場合は定められた2％の割引分を差し引き、またすでにお持ちのクラ
ブポイントの充当分を差し引いた、最終的にお支払いしていただく額を指します。分割払いの場合は、毎月のお支払い額に対して都
度5％のポイントが付与されます。

［ご注意点］
●��このポイントは原則として明細発行月の16日（ご出資いただいた競走馬代金のご請求月の16日）から有効となります。ご出資後、
すぐに有効となる訳ではありませんのでご注意ください。ポイントの残高は毎月のご請求明細書に記載します。

●�有効なクラブポイントは新規ご出資の際に、自動的に充当させていただきます。また、複数の馬に同時にお申込みの場合は、クラ
ブポイントを各募集価格に応じ按分して充当させていただきます。
※詳細につきましては、別冊『出資と分配の方法および会員規約』をご覧ください。

ポイント付与対象額の計算の仕方

募集
価格

ポイント
付与
対象額

－ ＝
12月末申込までの
一括払い2％割引額

クラブポイント

左記のポイント付与対象額の5％
※小数点以下は切り捨て

付与されるクラブポイント 1ポイント＝1円
換算にて次回以降の競走馬出資金に充当できます
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海外遠征

〜Past Results〜

2005年、米国・ハリウッドパーク競馬場で行われた米G1・アメリカンオークスを、4角先頭の堂々たる競馬で制したシーザリオ。
この歴史的勝利を皮切りに、キャロットクラブ所属馬は果敢に海外の競馬に挑み続けてきました。所属馬が走破した競馬場は実に7
か国13場にも及び、その結果、冒頭のシーザリオをはじめ、ハットトリック（香G1・香港マイル）、リアルインパクト（豪G1・ジョー
ジライダーS）、クリソライト（韓G1・コリアC）、ネオリアリズム（香G1・クイーンエリザベスⅡ世C）、メールドグラース（豪G1・コー
フィールドC）、リスグラシュー（豪G1・コックスプレート）、そして昨年は日本調教馬初となる米国ダートG1勝ち馬となったマル
シュロレーヌ（米G1・BCディスタフ）が、その名を競馬史に刻む偉業を成し遂げました。ポテンシャルを秘める所属馬が目指す先は、
世界有数の高い賞金水準を誇る日本の競馬であり、とりわけ日本ダービーをはじめとする国内最高峰の競走であることに今も違いあ
りません。その一方、近年は高額賞金が設定される競走が世界各国で実施されており、また、競馬主催者による違いこそあれ、費用
的負担を軽減させる招待・補助金制度が創設されるなど、遠征におけるリスクを軽減できる競走も増えてきました。所属馬の適性を
精査したうえで可能性を追求し、より輝ける場を与えるべく、そして何よりご出資されている会員の皆様の満足度を向上させること
を念頭に、キャロットクラブは遠征により生じるリスクも鑑みたうえで、今後も積極的に海外のビッグレースを視野に入れ、所属馬
をより高みへと押し上げていきたく考えています。ぜひとも趣旨をご理解いただき、この壮大なプランにご参加いただける方のお越
しをお待ちしております。

2005 American Oaks ─Hollywood Park RC─2005 American Oaks ─Hollywood Park RC─
CesarioCesario（by Special Week）

2019 Caulfield Cup ─Caulfield RC─2019 Caulfield Cup ─Caulfield RC─
Mer de Glace （by Rulership）

2019 Cox Plate ─Moonee Valley RC─2019 Cox Plate ─Moonee Valley RC─
Lys Gracieux（by Heartʼs Cry）

2021 BC Distaff ─Del Mar RC─2021 BC Distaff ─Del Mar RC─
Marche Lorraine（by Orfevre）

2016 Korea Cup ─Seoul RC─2016 Korea Cup ─Seoul RC─
ChrysoliteChrysolite（by Gold Allure）

2005 Hong Kong Mile ─Sha Tin RC─2005 Hong Kong Mile ─Sha Tin RC─
Hat TrickHat Trick（by Sunday Silence）

2017 Queen ElizabethⅡ Cup ─Sha Tin RC─2017 Queen ElizabethⅡ Cup ─Sha Tin RC─
NeorealismNeorealism（by Neo Universe）

2015 George Ryder Stakes ─Rosehill Gardens RC─2015 George Ryder Stakes ─Rosehill Gardens RC─
Real ImpactReal Impact（by Deep Impact）
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◎公式携帯・スマホサイト
【携帯】http://carrotclub.net/mob
【スマホ】https://carrotclub.net/sp
公式ホームページと同様に、所属馬の近
況等をご覧いただけます。グッズの購入、
出資申込など各種お申込みを携帯電話や
スマートフォンからも行うことができます。

◎会報誌「エクリプス」（月刊）
所属馬情報や競馬に関わる特集・コラム
など、幅広い情報を写真とともにオールカ
ラーで掲載しています。また会員の皆様
からご投稿いただいたWINNER文章、写
真の掲載など、より身近に感じていただ
けるようなページもお届けしております。

◎��各種動画配信サービス
クラブホームページにて募集馬や、北海
道の牧場およびNF天栄・NFしがらきに在
厩している現役馬、そして、クラブ出身の
牝馬、その仔の成長を綴った動画を配信
しており、大変ご好評をいただいておりま
す。調教シーンや、馬房でくつろぐ愛馬の
姿をご覧いただけます。

◎募集馬見学ツアー
北海道の牧場にて
実際に募集馬を見学
できるツアーを開催
し、多くの会員様に
ご参加いただいてお
ります。

※�2022年は9月1日
〜3日に開催予定

キャロットクラブでは会員の皆様が輪を広げていただける機会を提供しております。

CLUB LIFE ご入会後は、楽しいクラブライフが待っています。

◎プレミアムパーティー
年1回、会員の皆様とクラブ関係者との親睦パー
ティーを開催します。関東・関西と交互の開催にな
り、クラブ所属馬を管理する調教師や騎手をはじめ、
多方面で活躍している競馬サークル関係者など、数
多くの方にご参加いただいております。華やかな雰
囲気の中での立食パーティーとご歓談を、ぜひお楽
しみください。

※�新型コロナウイルス感染症の影響で2020年、2021年、
2022年は開催休止となっております

クラブライフ

◎公式ホームページ
https://carrotclub.net
募集馬情報やクラブ所属馬データをご覧
いただけます。会員でない方も所属馬の
プロフィールや戦績等のデータ閲覧が可
能で、壁紙無料提供サービス（PC用・ス
マホ用）もご利用いただけます。
会員専用ページでは、所属馬の近況、出
走予定や調教内容など、愛馬に関する情報
を随時ご提供しております。出走した際の
レースコメントは、当日中に更新いたします。
また、優勝時記念撮影（口取り）、オリジナ
ルグッズなどの各種お申込みもホームペー
ジより承っております。

愛馬情報の提供

ECLIPSE

11
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◎会員特典
会員証の提示により各種割引サービスの特典がございます。
☆宿泊施設代金割引（浅草・福島・札幌）。
☆�ニッポンレンタカー新千歳空港営業所でのレンタカー代金割引（クラブホームページからの予約申込み限定）。
☆�ノーザンホースパークの入場料免除、売店やレストランでの代金割引（一部割引対象外の商品もございます）。
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マルシュロレーヌ引退 矢作師インタビュー
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◎愛馬の馬名を皆様から
毎年皆様からのご応募により、愛馬の馬名
を決定しています。ご自身が命名した愛馬が
ターフを駆け抜ける、
そんな感動もお楽し
みいただけます。また
名づけ親となりました
会員の方には、愛馬
命名記念品を進呈し
ております。

◎優勝賞品の提供
愛馬が優勝した際に獲得した純金メダル
などの賞品を、出資会員の中から希望者
を募り、売却いたします。なお、売却代
金は当該馬の出資会員に分配されます。

◎優勝記念祝賀会の開催
G1優勝の際には、出資会員、そして調
教師や騎手など愛馬に携わった関係者を
お招きし、優勝記念祝賀会を開催する場
合があります。

◎優勝記念グッズの作成・販売
愛馬が勝利した際、記念写真やクオカード
を作成・販売します。また、重賞競走優勝
の際には、数量限定クオカード等のオリジ
ナルグッズの作成・販売も行います。

◎�優勝時記念撮影（口取り）へ
のご参加�

愛馬が優勝した際、事前にお申込みいた
だいた出資会員の方を通常時10名、重
賞時20名を上限とし、ウイナーズサーク
ルでの記念撮影にご参加いただけます。

◎牧場での愛馬見学
北海道や本州の育
成牧場在厩時に
は、近くで愛馬を
ご見学いただけま
す。競馬場では見
ることのできない
リラックスした愛
馬の姿をご覧くだ
さい。

◎愛馬写真プレゼント
愛馬優勝時には、記念品としてゴール
前＆口取り写真（キャビネサイズ）を、出
資会員の皆様へプレゼントいたします。

◎�カレンダー・
　競馬番組表の
　お届け

充実の会員サービス

◎優勝Vサイン写真プレゼント
愛馬が優勝した際、レース着用ゼッケン
を囲んで記念撮影を行います。ご参加い
ただいた方全員に、愛馬写真とともに集
合写真をプレゼントいたします。

◎G1優勝馬「引退記念品」の作成
G1（JPN1）優勝馬が引退した際、写真
集等の記念品を作成し、出資会員の方へ
プレゼントいたします。

◎馬主席へご招待�
ゆったりくつろぎながら愛馬が駆ける姿を
お楽しみいただけるよう、競馬開催中の各
競馬場の馬主席へご招待いたします。
※�2019年よりJRAの全競馬場が対象と
なりました

◎�出資者限定　� �
優勝記念品の作成

G1（JPN1）優勝の際には、出資会員の
方へのみ限定配布いたします優勝記念品
を作成いたします。通常の販売用グッズ
とは異なり、完全数量限定でお作りする
非売品の貴重なお品となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部休止等サービス内容の変更が生じています
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Catedral カテドラル

Diana Bright ダイアナブライト

Zadar ザダル

Kaikasengen カイカセンゲン Trovao トロヴァオPraelude プライルード

Namur ナミュール

Belenus ベレヌス

Nova Lenda ノーヴァレンダ Badenweiler バーデンヴァイラー

Resistencia レシステンシア

Efforia エフフォーリア

Killer Ability キラーアビリティ

Marche Lorraine マルシュロレーヌ

 主な活躍馬
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Marialite マリアライト Sinhalite シンハライト Harp Star ハープスター Leontes リオンディーズ

Alondite アロンダイト Blumenblatt ブルーメンブラット Cesario シーザリオ Hat Trick ハットトリック

Real Impact リアルインパクト Neorealism ネオリアリズムEpiphaneia エピファネイアChrysolite クリソライト

Mer de Glace メールドグラースLys Gracieux リスグラシュー

Chrysoberyl クリソベリル

Alfredo アルフレード Aventura アヴェンチュラ Gold Blitz ゴルトブリッツ Tall Poppy トールポピー

Saturnalia サートゥルナーリアRey de Oro レイデオロ 

Lei Papale レイパパレ 
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サンブルエミューズの21

牝・鹿
３/30

�
�
�
�

�
�
�

�
�
Kris S.

*シンボリクリスエス Tee Kay
エピファネイア

�
�
スペシャルウィーク

鹿 2010 シーザリオ *キロフプリミエール

�
�
�

�
�
*サンデーサイレンス

ダイワメジャー スカーレットブーケ
サンブルエミューズ

�
�
*フレンチデピュティ

栗 2010 ヴィートマルシェ キョウエイマーチ（7）
*シュリリー系

母サンブルエミューズ（10 ダイワメジャー）３勝，芙蓉Ｓ-OP（芝1600ｍ），千葉
日報杯（芝1200ｍ），フェアリーＳ-G3３着［勝ち距離1200ｍ～1600ｍ］。
産駒
ヴェスターヴァルト（17 騸 鹿 *ノヴェリスト）４勝，飛騨Ｓ（芝1400ｍ），福

島テレビオープン-OP２着，ファルコンＳ-G3３着，橘Ｓ-L３着，�
ナミュール（19 牝 鹿 *ハービンジャー）３勝，チューリップ賞-G2（芝1600
ｍ），赤松賞（芝1600ｍ），オークス-G1３着，阪神ジュベナイルフィリ
ーズ-G1４着，�

ラヴェル（20 牝 鹿キタサンブラック）１勝，�
祖母ヴィートマルシェ（02 *フレンチデピュティ）１勝。産駒
マルシュロレーヌ（牝オルフェーヴル）４勝，桜島Ｓ，四国新聞杯，平安

Ｓ-G3３着，南関東�３勝，エンプレス杯-JPN2，レディスプレリュード
-JPN2，ＴＣＫ女王盃-JPN3，ＪＢＣレディスクラシック-JPN1３着，北
海道�１勝，ブリーダーズゴールドＣ-JPN3，北米１勝，ＢＣディスタ
フ-G1

バーデンヴァイラー（牡ドゥラメンテ）５勝，総武Ｓ-OP，摩耶Ｓ，岩手�
１勝，マーキュリーＣ-JPN3，�

アヴニールマルシェ（騸ディープインパクト）１勝，東京スポーツ杯２歳Ｓ
-G3２着，新潟２歳Ｓ-G3２着，ＮＨＫマイルＣ-G1４着，共同通
信杯-G3５着，障１勝

グレナディアーズ（牡 ネオユニヴァース）５勝，釜山Ｓ，響灘特別，鳥取特
別，南関東�入着，ダイオライト記念-JPN2４着，南関東�１勝，サン
タアニタＴ５着，高知�５勝，岩手�１勝

リリーバレロ（牝ロードカナロア）４勝，トリトンＳ，高尾特別
グランマルシェ（牡フジキセキ）２勝，高知�１勝

曽祖母キョウエイマーチ（94 *ダンシングブレーヴ）８勝，桜花賞-JPN1，４歳
牝馬特別�-JPN2，ローズＳ-JPN2，阪急杯-JPN3，京都金杯-JPN3，マイ
ルチャンピオンシップ-JPN1２着，秋華賞-JPN1２着。産駒
トライアンフマーチ：３勝，キャピタルＳ-L，皐月賞-JPN1２着
インペリアルマーチ：５勝，銀嶺Ｓ，コーラルＳ-L２着，南関東�１勝

2022キャロット凡例 T0858‐47

2022‐07‐04 サンブルエミューズ

ＢＴ・産駒型／産駒型台紙３６Ｌ／ブラックタイプ 2022.07.19 12.38.59 Page 1(1)

エピファネイア
　鹿　2010

＊シンボリクリスエス
　Symboli Kris S
　黒鹿　1999

Kris S.
Roberto

Sharp Queen

Tee Kay
Gold Meridian

Tri Argo

シーザリオ
　青　2002

スペシャルウィーク
＊サンデーサイレンス

キャンペンガール

＊キロフプリミエール
Sadler's Wells

Querida

サンブルエミューズ
　栗　2010

ダイワメジャー
　栗　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

スカーレットブーケ
＊ノーザンテースト
＊スカーレットインク

ヴィートマルシェ
　鹿　2002

＊フレンチデピュティ
Deputy Minister

Mitterand

キョウエイマーチ
＊ダンシングブレーヴ

インターシャルマン

�＊サンデーサイレンス　3DX4S,�Hail�to�Reason�5SX5D,�Northern�Dancer�5SX5D

メス・鹿毛
2021年3月30日生

4代血統表
競馬はブラッドスポーツと呼ばれるように、その競走馬がもつ
血統はその馬が内包する能力を測る上で非常に重要視されてい
ます。
キャロットクラブでは募集馬が持ち合わせるその血統を4代前
まで遡り、紹介しております。

4代血統表・ブラックタイプの見方

●�上段が父系、下段が母系となります。
●�5代までにクロス（同一の馬がいること）が発生している場合
は血統表下部に表記しております。

中央：�重賞競走及び、International�Cataloguing�Standards�Book（以
下ICSB）掲載のL/LRレースの勝馬。

地方：�ダートグレード（以下DG）競走の勝馬。DG競走導入（1997
年4月）以前の南関東重賞、東海三大競走（東海ダービー、
東海菊花賞、東海桜花賞）及び、その他の主要競走（1着賞
金3000万円以上）の勝馬。

外国：�国際G1・2・3及び、加（カナダ）ローカルGレース（G制度
導入以前のこれらに準ずるレースも含む）の勝馬。ICSBのパー
トⅠに掲載されるL/LRレースとそれに準ずる北米ステークス
の勝馬。

マルシュロレーヌ …�①

中央：�オープン特別競走（1984年以降の平地競走でICSBに未掲載
のレース）の勝馬。上記競走（太ゴシック対象レース）の2・
3着馬。

地方：�DG競走2・3着馬。上記以外の主要競走（1着賞金1000万円
以上）の勝馬。

外国：�国際G1・2・3及び加ローカルGレースの2〜4着馬。ICSBの
パートⅠに掲載されるL/LRレースと、それに準ずる北米ス
テークスの2・3着馬。

マルシュロレーヌ …�②

中央：�条件特別競走（平地）の勝馬。オープン特別競走の2・3着馬。
重賞競走の4・5着馬。平地4勝以上の馬。障害オープン特別
競走の勝馬。障害3勝以上の馬。

地方：�DG競走4・5着馬。DG競走導入以前の南関東重賞、東海三大
競走及び、その他の主要競走（1着賞金3000万円以上）の2・
3着馬。前記以外の重賞競走の勝馬。

外国：�ICSBのパートⅡ・Ⅲに掲載される競走の勝馬。その他の主要
競走（平地）の勝馬。

マルシュロレーヌ …�③

その他の馬。

マルシュロレーヌ …�④

母系を把握していただくためにブラックタイプ方式を採用して
おります（競走成績は2022年8月7日まで反映）。
母、祖母、曽祖母、4代母…と母系を紐解き、その近親（子孫）
にどのような馬がいたか、その馬がどのような活躍を遂げたか
を見やすく表にしたもので、馬名の書体によって、以下のよう
に区分されます。丸囲み番号は以下に掲載いたしましたブラッ
クタイプと同じ書体であることを示しています。

JRAが2019年より『ICSブック』（国際セリ名簿基準書＝
International�Cataloguing�Standards�Book、いわゆる『ブルー
ブック』）に掲載するJRAオープン特別競走に「L」（リステッド）
格付けを導入し、「L」記号を付記することになったのを受け、
本年度募集馬カタログにおいても血統解説（ブラックタイプ）
の「リステッドレース」をGレース同様にブラックタイプ対象

レースとし、太ゴシック書体で表記します。また、該当するレー
ス名の後に「-L」記号を付記します。
対象レースはJRAオープン特別のうちの「L」格付け競走（2003
年から『ブルーブック』に掲載されたGレース以外の競走）と、
海外のリステッド格の競走（※これまで2番目に太いゴシック
で表記）となります。

※1　日本への輸入馬であることを示しています。

※2　�この場合、3代目（母系＝D）と4代目（父系＝
S）にサンデーサイレンスのクロスが生じて
いることを示しています。

記号の説明
〈レース記号〉
「-G1�-G2�-G3」........国内外の、国際格付を得た競走（国際Gレース）
「-JPN1�-JPN2�-JPN3」.... �国内（中央・地方）のICSB掲載競走のうち、パー

トⅡ時のローカルグレード格付け、及び、パー
トⅠ時の国際格付を得ていないJpn格の競走

「-CAN1�-CAN2�-CAN3」....カナダのローカルGレース（1978〜98年）
「-L」........................... �上記以外の国内及び、海外（パートⅠ）のICSB

掲載競走
「-OP」....................... �国内（中央）の、L格付けを得ていない平地オー

プン特別競走（1984年以降）
〈その他の記号〉
現：�成績の後に現のついている馬は、�
国内現役馬であることを示しています� …………………… �⑤

交：�中央と地方との交流競走における成績を示しています。�… �⑥

①

ブラックタイプ

リステッドレースについて

②

③

④
⑤

⑥
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会員の皆様に募集馬の育成時の健康状態を詳しくお知らせすべく、日本競走馬協会主催のセレクトセールにおける公表事項である下記（1）〜（8）

の項目にならい、募集馬の出資募集開始前の手術歴等について、下表のとおりご案内させていただくこととなりました。

なお、該当する募集馬につきましても、厳しいチェックのうえ、募集馬リストに名を連ねているものであり、順調に育成されていることを申し

添えます。

また、出資募集終了までの期間中に新たな該当事項が確認された場合は、順次公表いたします。

（1）悪癖（さく癖、旋回癖、熊癖）

（2）目の異常（白内障、黒内障、緑内障）、月盲

（3）上気道疾患に対する外科手術歴

（4）開腹手術歴

（5）骨折に起因する外科手術歴

（6）関節内骨関節疾患に対する外科手術歴

（7）腱及び靭帯（支持靭帯）の切断もしくは切除手術歴

（8）去勢

【用語説明】

さく癖
上歯を馬栓棒や壁板などにあてて支点にし、頸に力を入れ、空気を飲み込む癖のことです。退屈あるいは他馬のまねが原因であり、消化管に多

量の空気を飲み込むことから風気疝（腹部の疼痛を伴う疾病である疝痛の一種）へつながる場合もあります。

OCD
離断性骨軟骨症（Osteochondritis Dissecans）のことで、主に2歳以下の若駒に起こりやすく、関節（主に飛節、球節、後膝、肩）の軟骨から

軟骨片が剥離し、炎症、関節液が増えることで関節の腫脹が起きる症状です。関節鏡手術による軟骨片摘出、増量した関節液を抜いた後にヒア

ルロン酸を注入するなどで予後は良好で、早い段階で処置をすれば、術後も競走能力に影響を及ぼさないとされています。

関節炎（関節洗浄）
免疫力が低い若齢期に起こる関節内の細菌性感染のことで、関節液の増量と跛行の症状が見られます。細菌が入った関節内をきれいにするため、

関節内をよく洗い抗生物質を注入する治療が実施されます。これによりスムーズに回復し、短期間で放牧を再開することができます。治療によ

り回復した馬は後遺症を見せることもなく、また競走能力に影響をおよぼすことがないとされています。

 （2022年7月28日現在）

No. 募集馬名 悪癖 手術歴（実施日：年/月/日）

10 ロスヴァイセの21 小腸捻転により開腹手術（2021/4/16）

26 ケイティーズハートの21 腎脾間膜エントラップメントにより開腹手術（2021/10/28）

39 アンフィトリテⅡの21 左前副手根骨骨折　骨片除去手術（2022/4/26）

40 シンギングメリリーの21 右飛節OCD除去手術（2021/11/27）

56 アルアリングスターの21 右大腿膝蓋関節感染性関節炎により洗浄手術（2021/4/17）

61 アディクティドの21 両後肢球節OCD除去手術（2021/10/29）、左飛節OCD除去手術（2022/7/22）

62 ディーパワンサの21 左眼窩骨折整復手術（2021/6/25）

68 ペルレンケッテの21 さく癖

71 グリューヴァインの21 右飛節OCD除去手術（2022/2/9）

73 オーマイベイビーの21 さく癖

76 レイリオンの21 両飛節OCD除去手術（2021/11/1）

79 ヒストリックスターの21 咽頭部ポリープ切除（2021/9/21）

募集馬の手術歴等について



競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

種牡馬紹介
S t a l l i o n s

父　ディープインパクト
母　＊ドバイマジェスティ
母の父　Essence of Dubai
2014年生　鹿毛　安平産

父　ステイゴールド
母　オリエンタルアート
母の父　メジロマックイーン
2008年生　栗毛　白老産

父　＊シンボリクリスエス
母　シーザリオ
母の父　スペシャルウィーク
2010年生　鹿毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊キャットクイル
母の父　Storm Cat
2010年生　青鹿毛　新冠産

日・香港で2～5歳時20戦5勝。皐月賞-G1（芝2000m）、大阪杯-G1（芝2000m）、同3着、
毎日杯-G3（芝1800m）、千両賞（芝1600m）、オールカマー-G22着、京都記念-G22着、
セントライト記念-G22着、マイルチャンピオンシップ-G13着、天皇賞・秋-G14着、宝塚記念-G14
着、ダービー-G15着、金鯱賞-G25着

日仏で2～5歳時21戦12勝。11年年度代表馬、11年最優秀3歳牡馬、12、13年最優秀古
牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、有馬記念-G1（芝2500m）2回

日・ 香 港・UAEで2～5歳 時14戦6勝。 ジャパンC-G1（ 芝2400m）、 菊 花 賞-G1（ 芝
3000m）、神戸新聞杯-G2（芝2400m）、ラジオNIKKEI杯2歳S-G3（芝2000m）

日仏で2～5歳時14戦7勝。13年最優秀3歳牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、ニエル賞-G2
（芝2400m）、大阪杯-G2（芝2000m）、京都新聞杯-G2（芝2200m）

20年より供用。22年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

アルアイン

オルフェーヴル

エピファネイア

キズナ

Al Ain（JPN）

Orfevre（JPN）

Epiphaneia（JPN）

Kizuna（JPN）

14年より供用。マルシュロレーヌ（BCディスタフ-G1）、ラッキーライラック（大阪杯-G1、エリ
ザベス女王杯-G12回）、エポカドーロ（皐月賞-G1）、ショウナンナデシコ（かしわ記念-JPN1）、
オーソリティ（アルゼンチン共和国杯-G22回）、ショウリュウイクゾ（日経新春杯-G2）、オセア
グレイト（ステイヤーズS-G2）、ジャスティン（東京盃-JPN2）

16年より供用（北半球シーズン）。エフフォーリア（皐月賞-G1、有馬記念-G1、天皇賞・秋-G1）、デ
アリングタクト（牝馬三冠）、サークルオブライフ（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）、アリストテレス（ア
メリカJCC-G2、菊花賞-G12着）、オーソクレース（アイビーS-L、菊花賞-G12着）、フォラブリューテ

（紅梅S-L）、ディヴァインラヴ（菊花賞-G13着）、クラヴェル（エリザベス女王杯-G13着）

16年より供用。ソングライン（安田記念-G1）、アカイイト（エリザベス女王杯-G1）、ディープ
ボンド（フォワ賞-G2）、バスラットレオン（ゴドルフィンマイル-G2）、アスクワイルドモア（京都
新聞杯-G2）、マルターズディオサ（チューリップ賞-G2）、ファインルージュ（紫苑S-G3）、ビア
ンフェ（函館スプリントS-G3）、シャムロックヒル（マーメイドS-G3）、アブレイズ（フラワーC-G3）
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種牡馬紹介

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　ディープインパクト
母　＊シルヴァースカヤ
母の父　Silver Hawk
2013年生　青鹿毛　安平産

父　Marju
母　＊ジョコンダⅡ
母の父　Rossini
2012年生　黒鹿毛　安平産

父　＊サンデーサイレンス
母　スカーレットブーケ
母の父　＊ノーザンテースト
2001年生　栗毛　千歳産

父　ハーツクライ
母　シビル
母の父　Wild Again
2009年生　鹿毛　浦河産

父　ハーツクライ
母　＊ピラミマ
母の父　Unbridled's Song
2014年生　栗毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊マルペンサ
母の父　Orpen
2013年生　鹿毛　安平産

父　キングカメハメハ
母　アドマイヤグルーヴ
母の父　＊サンデーサイレンス
2012年生　鹿毛　安平産

父　ハーツクライ
母　ハルーワスウィート
母の父　Machiavellian
2012年生　栗毛　安平産

日で2～4歳時5戦4勝。垂水S（芝1800m）、オーストラリアT（芝1800m）、紫菊賞（芝2000m）

日・香港・UAEで2～6歳時20戦7勝。香港ヴァーズ-G1（芝2400m）、宝塚記念-G1（芝
2200m）、京都記念-G2（芝2200m）2回、弥生賞-G2（芝2000m）、東京スポーツ杯2歳S-G3

（芝1800m）、天皇賞・秋-G12着、ダービー-G13着

日・UAEで2～6歳時28戦9勝。06、07年最優秀短距離馬。安田記念-G1（芝1600m）、
天皇賞・秋-JPN1（芝2000m）、皐月賞-JPN1（芝2000m）

日・UAE・仏で2～5歳時22戦6勝。14年最優秀古牡馬。ドバイデューティフリー-G1（芝
1800m）、天皇賞・秋-G1（芝2000m）、安田記念-G1（芝1600m）

日・UAEで2～5歳時19戦6勝。ジャパンC-G1（芝2400m）、同3着、大阪杯-G1（芝
2000m）、金鯱賞-G2（芝2000m）、アルゼンチン共和国杯-G2（芝2500m）、共同通信杯-G3

（芝1800m）、ダービー-G12着、東京スポーツ杯2歳S-G32着、ドバイシーマクラシック-G13着、
宝塚記念-G13着、安田記念-G13着、有馬記念-G14着、中山記念-G24着

日仏で2～5歳時18戦8勝。16年最優秀3歳牡馬。有馬記念-G1（芝2500m）、菊花賞-G1（芝
3000m）、京都大賞典-G2（芝2400m）、阪神大賞典-G2（芝3000m）、神戸新聞杯-G2（芝
2400m）、きさらぎ賞-G3（芝1800m）、ダービー-G12着、皐月賞-G13着、天皇賞・春-G13
着、金鯱賞-G23着、フォワ賞-G24着

日・UAEで2～4歳時9戦5勝。15年最優秀3歳牡馬。ダービー-G1（芝2400m）、皐月賞-G1
（芝2000m）、中山記念-G2（芝1800m）、ドバイシーマクラシック-G12着

日・UAE・英で2～7歳時33戦7勝。ジャパンC-G1（芝2400m）、同3着、同4着、阪神大
賞典-G2（芝3000m）、同2着、アルゼンチン共和国杯-G2（芝2500m）、オリオンS（芝
2400m）、天皇賞・春-G12着（2回）、同3着、ドバイシーマクラシック-G12着、日経新春杯-G22
着、有馬記念-G13着（2回）、京都大賞典-G23着、同4着、京都2歳S-G33着、毎日杯-G35
着

18年より供用。ウォーターナビレラ（ファンタジーS-G3、桜花賞-G12着、阪神ジュベナイルフィ
リーズ-G13着、チューリップ賞-G25着）、セイウンハーデス（プリンシパルS-L、毎日杯-G34着）、
コムストックロード（葵S-G32着、ダリア賞-OP2着、新潟2歳S-G34着）、ベルウッドブラボー

（ダリア賞-OP、ジュニアC-L2着）、リトス（橘S-L3着、すずらん賞-OP3着）、ロン（野路菊S-OP）、
リカンカブール（京都新聞杯-G24着）、ストロングウィル（きさらぎ賞-G35着）

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。ニシノコウフク（1勝）、クラックオブドーン（1勝）

08年より供用。15年2歳チャンピオンサイアー。レーヌミノル（桜花賞-G1）、アドマイヤマーズ
（香港マイル-G1、NHKマイルC-G1）、レシステンシア（阪神ジュベナイルフィリーズ-G1）、メジャー
エンブレム（NHKマイルC-G1）、カレンブラックヒル（NHKマイルC-G1）、コパノリチャード（高
松宮記念-G1）、ノーヴァレンダ（全日本2歳優駿-JPN1）

20年より供用。22年の1歳馬が初年度産駒。

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。ダイヤモンドハンズ（1勝）

17年より供用。タイトルホルダー（菊花賞-G1、天皇賞・春-G1、宝塚記念-G1）、スターズオ
ンアース（オークス-G1、桜花賞-G1）、アリーヴォ（小倉大賞典-G3、大阪杯-G13着）、バー
デンヴァイラー（マーキュリーC-JPN3）、アスコルターレ（マーガレットS-L、もみじS-OP）、キ
ングストンボーイ（青葉賞-G22着）、ベルクレスタ（アルテミスS-G32着）

20年より供用。22年の1歳馬が初年度産駒。

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

シルバーステート

サトノクラウン

ダイワメジャー

ジャスタウェイ

スワーヴリチャード

サトノダイヤモンド

ドゥラメンテ

シュヴァルグラン

Silver State（JPN）

Satono Crown（JPN）

Daiwa Major（JPN）

Just a Way（JPN）

Suave Richard（JPN）

Satono Diamond（JPN）

Duramente（JPN）

Cheval Grand（JPN）

15年より供用。ダノンザキッド（ホープフルS-G1）、テオレーマ（JBCレディスクラシック-JPN1）、
エーポス（フィリーズレビュー-G2）、ヴェルテックス（名古屋グランプリ-JPN2）、マスターフェ
ンサー（名古屋グランプリ-JPN2）、アドマイヤジャスタ（函館記念-G3）、ロードマイウェイ（チャ
レンジC-G3）、アウィルアウェイ（シルクロードS-G3）
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　Giant's Causeway
母　Beyond the Waves
母の父　Ocean Crest
2014年生　黒鹿毛　米国産

父　Gio Ponti
母　Eltimaas
母の父　Ghostzapper
2013年生　鹿毛　米国産

父　Posse
母　Jazzmane
母の父　Toccet
2013年生　栗毛　米国産

父　＊サンデーサイレンス
母　アイリッシュダンス
母の父　＊トニービン
2001年生　鹿毛　千歳産

父　＊ヘネシー
母　Meadow Flyer
母の父　Meadowlake
2003年生　栗毛　米国産

父　Street Cry
母　Justwhistledixie
母の父　Dixie Union
2011年生　鹿毛　米国産

父　ディープインパクト
母　＊スターアイル
母の父　＊ロックオブジブラルタル
2011年生　鹿毛　安平産

父　Dansili
母　Penang Pearl
母の父　Bering
2006年生　鹿毛　英国産

米で3～5歳時13戦11勝。19年米年度代表馬、19年米芝牡馬チャンピオン。BCターフ-G1（芝
12F）、ペガサスワールドカップターフ招待S-G1（芝9.5F）、オールドフォレスターターフクラシッ
クS-G1（芝9F）、マンハッタンS-G1（芝10F）、アーリントンミリオン-G1（芝10F）、ムニス
メモリアルH-G2（芝9F）、競馬博物館名誉の殿堂S-G2（芝8.5F）、Manila S（芝8F）、ヒルプ
リンスS-G33着、サラナクS-G33着

米で2～4歳時9戦6勝。16年米牡馬チャンピオンスプリンター。BCスプリント-G1（D6F）、
キングズビショップS-G1（D7F）、フォアゴーS-G1（D7F）

米・UAEで2～5歳時25戦8勝。ドバイゴールデンシャヒーン-G1（D1200m）2回、マリブS-G1
（D7F）、ベルモントスプリント選手権S-G2（D7F）、アムステルダムS-G2（D6.5F）、ルーカス
クラシックS-G3（D9F）、BCスプリント-G12着、同3着、メトロポリタンH-G12着、ホイット
ニーS-G12着、シガーマイルH-G12着、ギャラントボブS-G32着

日・UAE・英で3～5歳時19戦5勝。05年最優秀古牡馬。ドバイシーマクラシック-G1（芝
2400m）、有馬記念-JPN1（芝2500m）、京都新聞杯-JPN2（芝2200m）

米で2～3歳時10戦6勝。ヴォスバーグS-G1（D6F）、キングズビショップS-G1（D7F）、サラ
トガスペシャルS-G2（D6F）、ジャージーショアBCS-G3（D6F）、Tremont S-L（D5.5F）

米で2歳時3戦2勝。BCジュヴェナイル-G1（D8.5F）

日・香港で2～5歳時20戦8勝。16年最優秀短距離馬。マイルチャンピオンシップ-G1（芝
1600m）、NHKマイルC-G1（芝1600m）、スワンS-G2（芝1400m）

英で3～4歳時9戦6勝。キングジョージ六世＆クイーンエリザベスS-G1（芝12F）、ハードウィッ
クS-G2（芝12F）、ゴードンS-G3（芝12F）、オーモンドS-G3（芝13F89Y）

20年より供用。22年の1歳馬が初年度産駒。

18年より供用。ジオグリフ（皐月賞-G1、札幌2歳S-G3、共同通信杯-G32着、朝日杯フューチュ
リティS-G15着）、デシエルト（若葉S-L）、タイセイドレフォン（レパードS-G32着）、ヒストリッ
クノヴァ（エーデルワイス賞-JPN32着）、カワキタレブリー（NHKマイルC-G13着）、コンシリエー
レ（カトレアS-OP、兵庫チャンピオンシップ-JPN23着）

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。フルメタルボディー（1勝）、ミラーオブマインド（1
勝）、フィンガークリック（1勝）、ワタシダケドナニカ（1勝）

14年より供用。22年の1歳馬が本邦初年度産駒。マキシマムセキュリティ（ハスキル招待S-G1、
パシフィッククラシックS-G1、フロリダダービー-G1、シガーマイルH-G1）、ファイティングマッ
ド（クレメントL.ハーシュS-G1、サンタマリアS-G2）、バーボンレゾリューション（ベンアリS-G3）、
イエスタデイズニューズ（スターレットS-G12着）、デイレイダー（加ダービー-G32着）

17年より供用。メイケイエール（京王杯スプリングC-G2、チューリップ賞-G2、シルクロードS-G3、
ファンタジーS-G3、小倉2歳S-G3）、デュアリスト（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2）、ナムラク
レア（函館スプリントS-G3、小倉2歳S-G3）、ピンハイ（チューリップ賞-G22着）、スリーパー
ダ（小倉2歳S-G32着）、ミニーアイル（フィリーズレビュー-G23着）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

＊ブリックスアンドモルタル

＊ドレフォン

＊マインドユアビスケッツ

ハーツクライ

＊ヘニーヒューズ

＊ニューイヤーズデイ

ミッキーアイル

＊ハービンジャー

Bricks and Mortar（USA）

Drefong（USA）

Mind Your Biscuits（USA）

Heart's Cry（JPN）

Henny Hughes（USA）

New Year's Day（USA）

Mikki Isle（JPN）

Harbinger（GB）

07年より供用。リスグラシュー（有馬記念-G1、MVRC W.S.コックスプレート-G1）、ドウデュー
ス（ダービー-G1）、ジャスタウェイ（ドバイデューティフリー-G1）、ワンアンドオンリー（ダー
ビー-G1）、ヌーヴォレコルト（オークス-G1）、シュヴァルグラン（ジャパンC-G1）、スワーヴリチャー
ド（ジャパンC-G1）、サリオス（朝日杯フューチュリティS-G1）

07年より供用。＊アジアエクスプレス（朝日杯フューチュリティS-G1）、＊モーニン（フェブラリー
S-G1）、アランバローズ（全日本2歳優駿-JPN1）、ワイドファラオ（かしわ記念-JPN1）、ビホ
ルダー（BCディスタフ-G12回、BCジュヴェナイルフィリーズ-G1）、メリーメドウ（プリンセスルー
ニーS-G2）、セキフウ（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2）、ウェルドーン（関東オークス-JPN2）

11年より供用。ブラストワンピース（有馬記念-G1）、ディアドラ（ナッソーS-G1、秋華賞-G1）、
ノームコア（香港C-G1、ヴィクトリアマイル-G1）、ペルシアンナイト（マイルチャンピオンシッ
プ-G1）、モズカッチャン（エリザベス女王杯-G1）、ナミュール（チューリップ賞-G2）、ドレッド
ノータス（京都大賞典-G2）、ハービンマオ（関東オークス-JPN2）
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競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

競走成績

父　キングカメハメハ
母　シーザリオ
母の父　スペシャルウィーク
2013年生　黒鹿毛　安平産

父　キングカメハメハ
母　＊マネーキャントバイミーラヴ
母の父　Pivotal
2013年生　鹿毛　安平産

父　キングカメハメハ
母　ラドラーダ
母の父　＊シンボリクリスエス
2014年生　鹿毛　安平産

父　ディープインパクト
母　＊トキオリアリティー
母の父　Meadowlake
2008年生　鹿毛　安平産

父　キングカメハメハ
母　エアグルーヴ
母の父　＊トニービン
2007年生　鹿毛　安平産

父　スクリーンヒーロー
母　メジロフランシス
母の父　＊カーネギー
2011年生　鹿毛　日高産

父　＊スウェプトオーヴァーボード
母　ベルモット
母の父　＊サンデーサイレンス
2011年生　芦毛　千歳産

父　ディープインパクト
母　＊ラヴズオンリーミー
母の父　Storm Cat
2012年生　鹿毛　安平産

日で2～3歳時5戦2勝。15年最優秀2歳牡馬。朝日杯フューチュリティS-G1（芝1600m）、
弥生賞-G22着、ダービー-G15着、皐月賞-G15着

日で2～5歳時24戦5勝。宝塚記念-G1（芝2200m）、日経新春杯-G2（芝2400m）、HTB
賞（芝2000m）、神戸新聞杯-G22着、中日新聞杯-G32着、有馬記念-G14着、天皇賞・春-G14
着、日経新春杯-G24着、京都大賞典-G24着、京都記念-G24着、菊花賞-G15着、天皇賞・
秋-G15着、スプリングS-G25着

日・UAEで2～5歳時17戦7勝。17年最優秀3歳牡馬、18年最優秀古牡馬。ダービー-G1（芝
2400m）、天皇賞・秋-G1（芝2000m）、オールカマー-G2（芝2200m）、同4着、神戸新聞杯-G2

（芝2400m）、ホープフルS-G2（芝2000m）、葉牡丹賞（芝2000m）、ジャパンC-G12着、
有馬記念-G12着、京都記念-G23着、ドバイシーマクラシック-G14着、皐月賞-G15着、宝塚
記念-G15着

日豪で2～7歳時30戦5勝。ATCジョージライダーS-G1（芝1500m）、安田記念-G1（芝
1600m）、阪神C-G2（芝1400m）2回、ATCドンカスターマイル-G12着

日・UAE・香港で2～5歳時20戦8勝。香港クイーンエリザベス二世C-G1（芝2000m）、アメ
リカJCC-G2（芝2200m）、金鯱賞-G2（芝2000m）、日経新春杯-G2（芝2400m）

日・香港で2～5歳時18戦11勝。15年年度代表馬、15年最優秀短距離馬。天皇賞・秋-G1（芝
2000m）、安田記念-G1（芝1600m）、香港C-G1（芝2000m）

日・香港で2～7歳時29戦10勝。17年最優秀短距離馬、スプリンターズS-G1（芝1200m）
2回、京王杯スプリングC-G2（芝1400m）、CBC賞-G3（芝1200m）、欅S-L（D1400m）、
テレビ静岡賞（D1400m）、トリトンS（芝1200m）、鳴海特別（D1200m）、夢見月S-OP2着、
安田記念-G13着、高松宮記念-G13着、阪急杯-G33着

日・UAEで2～6歳時17戦4勝。ドバイターフ-G1（芝1800m）、同3着、毎日王冠-G2（芝
1800m）、共同通信杯-G3（芝1800m）、皐月賞-G12着、菊花賞-G12着、天皇賞・秋-G12
着、同4着、神戸新聞杯-G22着、スプリングS-G22着、中山記念-G23着、ダービー-G14着、
ジャパンC-G15着

17年より供用。リプレーザ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2）、テーオーロイヤル（ダイヤモンドS-G3、
天皇賞・春-G13着）、アナザーリリック（福島牝馬S-G3、アネモネS-L）、ジャスティンロック（京
都2歳S-G3）、インダストリア（ジュニアC-L）、オタルエバー（ファルコンS-G33着）、タガノディ
アーナ（チューリップ賞-G24着）、ブッシュガーデン（エーデルワイス賞-JPN34着）

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。ジョウショーホープ（1勝）、ハンデンリリー（1勝）

20年より供用。22年の1歳馬が初年度産駒。

16年より供用。ラウダシオン（NHKマイルC-G1、京王杯スプリングC-G2、クロッカスS-L）、カ
ウントドルピー（BRCヴィクトリーS-G2）、ルナーインパクト（WATCウエスタンオーストラリアンオー
クス-G3）、スカイラブ（ATCローズヒルギニー-G12着）、アルムブラスト（カンナS-OP）、ゴキゲ
ンサン（函館2歳S-G34着）、エイシンチラー（メイS-OP2着）、テリオスヒメ（ダリア賞-OP2着）

13年より供用。キセキ（菊花賞-G1）、メールドグラース（MRCコーフィールドC-G1、鳴尾記念-G3、
新潟大賞典-G3）、ソウルラッシュ（マイラーズC-G2）、ワンダフルタウン（青葉賞-G2）、リオン
リオン（セントライト記念-G2、青葉賞-G2）、ダンビュライト（京都記念-G2）、ムイトオブリガー
ド（アルゼンチン共和国杯-G2）、エヒト（七夕賞-G3）、グロンディオーズ（ダイヤモンドS-G3）

17年より供用。ヒトツ（ATCダービー-G1）、マズ（BRCドゥームベン10,000-G1）、ピクシー
ナイト（スプリンターズS-G1）、ジャックドール（金鯱賞-G2）、シゲルピンクルビー（フィリーズ
レビュー-G2）、ノースブリッジ（エプソムC-G3）、カフジオクタゴン（レパードS-G3）、ルーク
ズネスト（ファルコンS-G3）、ルペルカーリア（京都新聞杯-G22着）

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。ナックブレイブ（1勝）

19年より供用。22年の2歳馬が初年度産駒。フェイト（1勝）、ニシノトキメキ（1勝）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

リオンディーズ

ミッキーロケット

レイデオロ

リアルインパクト

ルーラーシップ

モーリス

レッドファルクス

リアルスティール

Leontes（JPN）

Mikki Rocket（JPN）

Rey de Oro（JPN）

Real Impact（JPN）

Rulership（JPN）

Maurice（JPN）

Red Falx（JPN）

Real Steel（JPN）
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種牡馬紹介

競走成績

競走成績

競走成績

父　キングカメハメハ
母　レディブラッサム
母の父　Storm Cat
2008年生　鹿毛　新ひだか産

父　Scat Daddy
母　Cat's Eye Witness
母の父　Elusive Quality
2011年生　黒鹿毛　米国産

父　ディープインパクト
母　＊マンデラ
母の父　Acatenango
2009年生　鹿毛　安平産

日・香港で2～5歳時19戦13勝。13年年度代表馬、12、13年最優秀短距離馬。香港スプリ
ント-G1（芝1200m）2回、安田記念-G1（芝1600m）、スプリンターズS-G1（芝1200m）

米英仏で2～3歳時6戦4勝。モルニ賞-G1（芝1200m）、ノーフォークS-G2（芝5F）、ウッ
ドフォードS-G3（芝5.5F）、BCターフスプリント-G12着、スウェイルS-G22着

日・香港・豪で2～6歳時17戦4勝。マイラーズC-G2（芝1600m）、きさらぎ賞-G3（芝
1800m）、若葉S-L（芝2000m）、皐月賞-G12着、キャピタルS-L2着、ダービー-G14着

14年より供用。アーモンドアイ（ジャパンC-G12回、牝馬三冠）、サートゥルナーリア（皐月賞-G1、
ホープフルS-G1）、ダノンスマッシュ（香港スプリント-G1）、パンサラッサ（ドバイターフ-G1）、
ステルヴィオ（マイルチャンピオンシップ-G1）、ダノンスコーピオン（NHKマイルC-G1）、レッド
ルゼル（JBCスプリント-JPN1）、タガロア（MRCブルーダイヤモンドS-G1）

15年より供用。アルコールフリー（サセックスS-G1、ジュライC-G1、コロネーションS-G1、チェ
ヴァリーパークS-G1）、テンソヴリンズ（ジュライC-G1、ミドルパークS-G1）、ブルーク（チリオー
クス-G1）、ウィチタ（英パークS-G2）、アリゾナ（コヴェントリーS-G2）、リトルビッグベア（フィー
ニクスS-G1）、＊ユニコーンライオン（鳴尾記念-G3）

16年より供用。レッドヴェロシティ（青葉賞-G23着）、オータムレッド（クローバー賞-OP、ア
ルテミス-G35着）、ジュンブロッサム（共同通信杯-G34着、アーリントンC-G34着）、ジェラペッ
シュ（サウジアラビアロイヤルC-G34着）、シルトプレ（全日本2歳優駿-JPN15着）、アサケエー
ス（中京2歳S-OP3着）、メイショウシンタケ（摂津特別）、ユキノファラオ（隅田川特別）

種牡馬成績

種牡馬成績

種牡馬成績

ロードカナロア

ノーネイネヴァー

ワールドエース
Lord Kanaloa（JPN）

No Nay Never（USA）

World Ace（JPN）
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