
ごあいさつ

　常日頃よりキャロットクラブ、そしてキャロットクラブ所属馬に熱い眼差しをお送りいただいておりますこ
と、大変ありがたく厚く御礼申し上げます。皆様の並々ならぬ熱意に応えるべく、2021年度のキャロットク
ラブの募集を開始させていただきます。
　今年の募集ラインアップですが、これまで募集の核となった存在であり、カタログ掲載順でもトップを飾っ
たディープインパクト、キングカメハメハの名はなく、ロードカナロア、エピファネイアをはじめとする次世
代を担う種牡馬たちが顔を揃えています。産駒の活躍に比例するように種付け料が上昇していることもありま
すが、2大巨頭がいないにもかかわらず、募集馬全体の平均価格は、近年のそれと比較しても変わらないもの
となっています。その要因はどこにあるのか。そう、繁殖のレベルアップはもちろんですが、牡牝を問わず、
募集馬個々のデキが向上しているからに他なりません。牧場スタッフが日々研鑽を重ねることで馬づくりの技
術が着実に進化し、それが精神的にも肉体的にも逞しくなったサラブレッドを造り上げたのです。実際にイヤ
リングにおける昼夜放牧は、四季を通して長時間に及ぶものとなっていますが、管理技術の向上が厳しい環境
にも屈することのない馬づくりを現実のものとし、早い時期からの育成調教が可能になり、ここ数年顕著に見
られるようになった早期入厩、早期始動につながり、また、年度代表馬リスグラシューやアーモンドアイ、マ
イルの女王グランアレグリア、グランプリ3連覇のクロノジェネシスといった牡馬に伍しても引けをとらない
体力を有する牝馬の出現も可能にしました。
　さて、改めて募集ラインアップを俯瞰すると例年以上に中間価格帯の層が厚くなっています。これは総体的
なデキの良さを如実に表していますが、それ故に愛馬選びには誰しもが頭を悩ませるはずで、種牡馬や性別の
分け隔てなく良駒が潜んでいると言い換えることもできると思います。その中でも注目すべきはここ最近、目
覚ましい活躍を遂げる新種牡馬の産駒たちです。今年の2歳戦で産駒が勝ち名乗りを挙げる新種牡馬シルバー
ステート、ドレフォン、キタサンブラックに共通するのは、その各々が強烈なストロングポイントを持つ競走
馬だったことです。今年、初の募集を迎える種牡馬も同様に、比類なきパフォーマンスを発揮して頂点を極め
ており、サトノダイヤモンドは古馬シーズンにおいて体調が整わなかったものの、3歳時に見せた中長距離に
おける強さは特質できるもので、実際に自身の気品あふれる伸びやかな馬体を、リアルスティールは種牡馬を
多く輩出するミエスクを持つ血脈で、筋肉量・骨量ともに豊富な好馬体を、そして、サトノクラウンは総じて
柔らかく滑らかな動きを産駒に伝えてくれています。未知数な部分が多い新種牡馬の産駒ではありますが、現
役時のハイパフォーマンスが確実に産駒の結果に結びついている昨今の現実を目の当たりにしている皆様であ
れば、積極的に選定いただけるものと思っています。
　コロナ禍が長く続き、ストレスを感じられている方もいるかと思いますが、是非ともデキの良さを自負でき
る募集馬たちをゆっくりとご覧いただき、未来の愛馬が1年後に競馬場で躍動する姿に思いを馳せ、心を和ま
せていただければ幸いです。
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代表取締役社長　秋田博章
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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 ナスケンアイリスの20 ロードカナロア 牡 鹿 2月17日 4,800万円 120,000円 手塚 貴久

2 コケレールの20 ロードカナロア 牡 鹿 2月19日 6,000万円 150,000円 国枝 栄

3 ラドラーダの20 ロードカナロア メス 鹿 1月28日 7,000万円 175,000円 栗田 徹

4 シーザリオの20 ロードカナロア メス 黒鹿 2月 4日 7,000万円 175,000円 国枝 栄

5 アドマイヤリードの20 ロードカナロア メス 鹿 3月22日 5,000万円 125,000円 宮田 敬介

6 クルージンミジーの20 ハーツクライ 牡 芦 5月13日 3,400万円 85,000円 古賀 慎明

7 マイハッピーフェイスの20 ハーツクライ メス 芦 4月10日 3,000万円 75,000円 加藤 征弘

8 ローガンサファイアの20 エピファネイア 牡 栗 2月29日 5,000万円 125,000円 林 徹

9 バウンスシャッセの20 エピファネイア 牡 黒鹿 3月16日 8,000万円 200,000円 手塚 貴久

10 プルメリアスターの20 エピファネイア メス 青鹿 4月 5日 3,600万円 90,000円 木村 哲也

11 モアザンセイクリッドの20 ドゥラメンテ 牡 青鹿 4月24日 4,000万円 100,000円 尾関 知人

12 ステファニーズキトゥンの20 ドゥラメンテ メス 鹿 2月14日 3,600万円 90,000円 久保田 貴士

13 ブリガアルタの20 モーリス 牡 栗 2月14日 3,000万円 75,000円 高橋 文雅

14 ルージュバックの20 モーリス 牡 鹿 2月21日 6,000万円 150,000円 大竹 正博

15 ケイティーズハートの20 モーリス メス 青鹿 3月25日 5,600万円 140,000円 鹿戸 雄一

16 シュピッツェの20 モーリス メス 栗 4月 2日 2,400万円 60,000円 中舘 英二

17 エンジェルフォールの20 ドレフォン 牡 鹿 4月26日 3,000万円 75,000円 田村 康仁

18 バイラオーラの20 ドレフォン メス 鹿 1月24日 2,000万円 50,000円 和田 正一郎

19 メジロシャレードの20 ドレフォン メス 鹿 2月13日 2,600万円 65,000円 萩原 清

20 プンタステラの20 リアルスティール 牡 芦 3月18日 3,000万円 75,000円 奥村 武

21 エクストラペトルの20 リアルスティール メス 鹿 1月22日 2,000万円 50,000円 加藤 征弘

22 マイティースルーの20 リアルスティール メス 芦 1月23日 2,400万円 60,000円 黒岩 陽一

23 ワシントンレガシーの20 リアルスティール メス 鹿 2月 4日 2,200万円 55,000円 大和田 成

24 ロスヴァイセの20 キタサンブラック 牡 黒鹿 3月25日 3,400万円 85,000円 木村 哲也

25 シンハディーパの20 キタサンブラック メス 青鹿 3月17日 2,800万円 70,000円 新規開業

26 ヒカルアモーレの20 サトノダイヤモンド 牡 鹿 4月11日 4,000万円 100,000円 宮田 敬介

27 エンシェントヒルの20 サトノダイヤモンド メス 鹿 2月 2日 2,000万円 50,000円 伊藤 大士

28 アドマイヤアロマの20 ハービンジャー 牡 鹿 1月29日 2,800万円 70,000円 戸田 博文

29 フェルミオンの20 ハービンジャー メス 鹿 4月 4日 2,200万円 55,000円 勢司 和浩

30 ココファンタジアの20 ルーラーシップ 牡 鹿 2月15日 3,200万円 80,000円 宮田 敬介

31 クローバーリーフの20 キンシャサノキセキ 牡 鹿 4月13日 2,400万円 60,000円 稲垣 幸雄

32 パルティトゥーラの20 サトノクラウン 牡 鹿 3月22日 2,800万円 70,000円 堀 宣行

33 マルティンスタークの20 ジャスタウェイ メス 栗 4月 8日 2,000万円 50,000円 小島 茂之

34 ポロンナルワの20 ダイワメジャー メス 栗 5月 8日 3,000万円 75,000円 矢野 英一

35 ビットレートの20 ヘニーヒューズ メス 栗 1月29日 2,200万円 55,000円 小西 一男

36 カイゼリンの20 リオンディーズ メス 黒鹿 1月29日 2,200万円 55,000円 田中 博康

37 ユールフェストの20 オルフェーヴル メス 鹿 5月12日 2,200万円 55,000円 池上 昌和

38 レオパルディナの20 サトノアラジン 牡 黒鹿 2月 9日 2,000万円 50,000円 中舘 英二

39 アールブリュットの20 ブラックタイド メス 鹿 2月22日 2,400万円 60,000円 木村 哲也

40 スーブレットの20 マジェスティックウォリアー 牡 栗 1月29日 2,400万円 60,000円 萩原 清

41 アドヴェントスの20 ミッキーアイル メス 栗 2月 2日 2,000万円 50,000円 高柳 瑞樹

42 フォトコールの20 Quality Road 牡 鹿 4月 3日 8,000万円 200,000円 木村 哲也

43 ウィープノーモアの20 Quality Road メス 鹿 1月31日 3,000万円 75,000円 武井 亮

関  東

募集馬一覧表

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
44 アヴェンチュラの20 ロードカナロア 牡 黒鹿 3月30日 8,000万円 200,000円 安田 隆行

45 アディクティドの20 ロードカナロア メス 芦 2月 3日 4,400万円 110,000円 高野 友和

46 フロアクラフトの20 ロードカナロア メス 黒鹿 4月 7日 4,400万円 110,000円 中内田 充正

47 ワイの20 ロードカナロア メス 鹿 5月13日 4,000万円 100,000円 武 幸四郎

48 ホットスウェルの20 ハーツクライ 牡 栗 5月16日 2,800万円 70,000円 牧田 和弥

49 ハヴユーゴーンアウェイの20 ハーツクライ メス 黒鹿 3月 8日 4,000万円 100,000円 斉藤 崇史

関  西 入厩予定
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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

50 インナーレルムの20 ハーツクライ メス 鹿 4月14日 4,000万円 100,000円 安田 隆行

51 クルミナルの20 エピファネイア 牡 青鹿 4月17日 8,000万円 200,000円 藤原 英昭

52 エールデュレーヴの20 エピファネイア 牡 青鹿 5月 7日 5,000万円 125,000円 友道 康夫

53 レイリオンの20 エピファネイア メス 鹿 1月27日 3,400万円 85,000円 安田 翔伍

54 トータルヒートの20 ドゥラメンテ メス 鹿 3月 3日 3,000万円 75,000円 藤原 英昭

55 リーチングの20 ドゥラメンテ メス 黒鹿 4月26日 2,400万円 60,000円 杉山 晴紀

56 コルコバードの20 モーリス 牡 鹿 4月14日 4,000万円 100,000円 高野 友和

57 ディオジェーヌの20 モーリス 牡 青鹿 4月28日 3,200万円 80,000円 斉藤 崇史

58 スペクトロライトの20 モーリス メス 黒鹿 1月28日 2,400万円 60,000円 石坂 公一

59 グランデアモーレの20 モーリス メス 鹿 3月 7日 3,400万円 85,000円 池添 学

60 リリカルホワイトの20 ドレフォン 牡 芦 2月14日 3,400万円 85,000円 武 幸四郎

61 ラフォルジュルネの20 ドレフォン 牡 黒鹿 2月29日 3,000万円 75,000円 平田 修

62 ディアデラノビアの20 ドレフォン メス 栗 3月31日 2,000万円 50,000円 森田 直行

63 ライジングクロスの20 リアルスティール メス 鹿 2月12日 2,800万円 70,000円 松下 武士

64 ラカリフォルニーの20 キタサンブラック 牡 鹿 2月 5日 2,800万円 70,000円 奥村 豊

65 サンブルエミューズの20 キタサンブラック メス 鹿 2月14日 3,000万円 75,000円 矢作 芳人

66 プラチナブロンドの20 サトノダイヤモンド 牡 鹿 4月26日 3,200万円 80,000円 橋口 慎介

67 ピースエンブレムの20 サトノダイヤモンド メス 鹿 3月 8日 2,400万円 60,000円 池添 学

68 エレガントマナーの20 ハービンジャー 牡 鹿 3月27日 3,000万円 75,000円 藤岡 健一

69 アウェイクの20 ハービンジャー メス 鹿 2月29日 2,000万円 50,000円 須貝 尚介

70 ローズノーブルの20 ルーラーシップ 牡 青鹿 3月 3日 3,600万円 90,000円 池添 学

71 ジュモーの20 ルーラーシップ 牡 鹿 3月27日 4,000万円 100,000円 池江 泰寿

72 フォルテピアノの20 キンシャサノキセキ 牡 鹿 2月 5日 2,200万円 55,000円 音無 秀孝

73 ピュアブリーゼの20 キンシャサノキセキ メス 鹿 1月14日 1,600万円 40,000円 茶木 太樹

74 グレイシアブルーの20 サトノクラウン 牡 黒鹿 2月12日 4,000万円 100,000円 清水 久詞

75 クレオールの20 サトノクラウン メス 鹿 2月 9日 1,400万円 35,000円 渡辺 薫彦

76 エスティタートの20 ジャスタウェイ 牡 鹿 3月 4日 2,800万円 70,000円 松永 幹夫

77 ココシュニックの20 ジャスタウェイ メス 芦 1月30日 2,200万円 55,000円 大久保 龍志

78 ピンクアリエスの20 シルバーステート 牡 青鹿 4月20日 3,600万円 90,000円 松永 幹夫

79 ラテアートの20 シルバーステート メス 鹿 4月 5日 2,000万円 50,000円 池江 泰寿

80 シェルズレイの20 ダイワメジャー メス 芦 2月27日 5,000万円 125,000円 高野 友和

81 シャンドランジュの20 ヘニーヒューズ 牡 栗 2月 1日 3,000万円 75,000円 寺島 良

82 ホワイトミーティアの20 リオンディーズ メス 芦 1月23日 1,800万円 45,000円 吉岡 辰弥

83 リリウムの20 イスラボニータ 牡 芦 1月31日 2,000万円 50,000円 平田 修

84 グリューヴァインの20 キズナ メス 鹿 3月17日 2,200万円 55,000円 橋田 満

85 カニョットの20 スクリーンヒーロー メス 栗 3月 9日 1,800万円 45,000円 西園 正都

86 シンハリーズの20 リアルインパクト メス 栗 3月 2日 3,200万円 80,000円 斉藤 崇史

87 グローバルビューティの20 Gun Runner メス 栗 5月21日 2,600万円 65,000円 松永 幹夫

88 キャヴァルドレの20 War Front 牡 鹿 3月28日 5,000万円 125,000円 西村 真幸

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
89 ブリトマルティスの20 キンシャサノキセキ メス 鹿 4月27日 1,400万円 140,000円 門別もしくは南関東

90 ライクザウインドの20 トゥザワールド メス 黒鹿 4月15日 1,400万円 140,000円 門別もしくは南関東

91 ネオフレグランスの20 ルーラーシップ メス 黒鹿 4月18日 1,600万円 160,000円 門別もしくは南関東

地  方 入厩予定

※ 調教育成先は、16番は社台ファーム、47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、門別での所属先は田中淳司厩舎を予定しています。また、南関東での所属先については、転籍が正式に決定した際
に選定いたします。

※予定厩舎欄の「新規開業」は、原則的に厩舎開業時に調教師名をクラブホームページ等でお知らせいたします。
※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次募集でお申込みの場合は、2021年11月29日に口座振替いたします。
※一括払いの2％割引の適用は、2021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2022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

各馬満口になり次第締め切ります。

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
2021年11月 ¥9,100
2021年12月 ¥8,700 ¥10,000
2022年  1月 ¥8,700 ¥10,000 ¥12,000
2022年  2月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000
2022年  3月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500
2022年  4月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,400
2022年  5月 ¥8,700 ¥10,000 ¥11,600 ¥14,000 ¥17,500 ¥23,300 ¥35,000
2022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

'21年11月 '21年12月 '22年1月 '22年2月 '22年3月 '22年4月 '22年5月 '22年6月
2021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
2021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
2021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
2022年  1月31日まで（5回） 初回 2回目 3回目 4回目 5回目
2022年  2月28日まで（4回） 初回 2回目 3回目 4回目
2022年  3月31日まで（3回） 初回 2回目 3回目
2022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］ 2020年産の1歳馬

［募集頭数］91頭　

● 中央入厩予定馬 88頭 ● 地方入厩予定馬 3頭
　・関東入厩予定馬 43頭
　・関西入厩予定馬 45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］1,400万円〜8,000万円 1,400万円〜1,600万円

［1口の金額］35,000円〜200,000円 140,000円〜160,000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

2021年度
会員募集要項
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既存会員様のお申込み方法
（インターネットのみ）

新規入会希望者様のお申込み方法
（郵送のみ）

第1次募集� 【2021年9月1日（水）〜9月7日（火）】

インターネットによるお申込み�
� （2021年9月1日（水）10：00〜9月7日（火）17：00）

公式ホームページにログインしていただき、所定のフォームよりお申込みく
ださい。なお、締切日時までの追加お申込みは何度でも可能です。
クラブホームページへログインするためのパスワードがご不明の方は、新規
パスワードを郵送にてご案内させていただきますので、クラブホームページ
の『よくあるお問い合わせ』内にございます『その他のお問い合わせはこちら』
よりパスワード再発行の旨をご連絡ください。

ログインパスワードは個人情報保護の観点から、お電話でのご案内はいたし
かねます。郵送でのご案内となりますので、再発行をご希望の方は日にちに
余裕を持ってご連絡をお願い申し上げます。

【重要】既存会員様と新規入会希望者様は、それぞれお申込み方法が異なりますので、ご注意ください。

郵送によるお申込み�
� （2021年9月7日（火）クラブ必着）

所定の出資申込書の記入方法に従い、出資をご希望される募集馬
をご記入ください。（記入枠を超える頭数の出資をご希望される場
合、および追加お申込みをされる場合はクラブまでご連絡くださ
い。新たな出資申込書をお送りいたします）。
出資申込書は2枚複写になっておりますので、2枚目「②ご記入者
様控え」はお手元に置かれ、1枚目「①ご記入者様→クラブ」のみ
を専用の返信用封筒でクラブまで送付ください。
なお、専用の申込書以外でのお申込みは無効となります。

最優先希望馬
に出資できた
場合

【入会金】
新規ご加入の方は、愛馬会への入会金として22,000円（消費税込）をお支払いい
ただきます。

【一般会費】
会員1名につき、毎月3,300円（消費税込）です。
原則的に入会申込月の翌月より、出資口数・頭数に関係なくお支払いいただきます。
これはクラブの運営費などに充てられます。

【維持費出資金】
2022年1月分よりお支払いいただきます。この維持費出資金は、当該出資馬の運用
において生じる費用（育成費、厩舎預託料、各種登録料、治療費、および輸送費等）に
相当するものです。クラブ法人には2歳1月1日から当該経費の負担義務が生じますの
で、会員は愛馬会法人を通じて維持費出資金を追加出資します。維持費出資金は毎月
一定ではなく、月々の維持費によって変動します。なお、支払義務発生後に会員が出
資申込みをした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資金は遡及して、会員に
ご負担いただくこととなり、初回の競走馬出資金と合わせてお支払いいただきます。

出資に際しての主な費用
【保険料出資金】
当該出資馬は2歳1月1日より競走馬保険に加入し、毎年更新します。
本年度の募集馬は2022年1月1日より保険加入となります。2歳馬の場合は募集
価格の100％、3歳馬の場合は70％、4歳以上の場合は50％を保険加入額としま
す。所属馬に不慮の事故（死亡等）が起こった場合は、保険会社から支給された保
険金を口数に応じて分配します。所属馬に対する補償は、保険金の分配をもって
完了とします。
保険料のお支払いは毎年12月になります。また、出資のお申込みをした日が
2021年12月1日以降になる場合は、初回の競走馬出資金をお支払いいただく月
に、合わせてお支払いいただきます。

競走馬保険は死亡補償のほか、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。
→詳細につきましては10ページをご覧ください。

最優先希望馬
に出資できな
かった場合

お申込み後の出資希望馬の変更やキャンセルはお受けいたしかねます。ご選択いただいた募集馬全てを出資申込の対象とさせていた
だきますので、出資金額をよく計算の上、慎重にお申込みいただきますようお願いいたします。

お電話、メール等による抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください。ただし、2021年9月22日（水）中に結果通知書が
お手元に届かない等、抽選結果が不明な方は、9月23日（木）10：00よりお電話でお問い合わせください。
クラブ電話番号：03-6456-2853
第1次募集の抽選結果、および1.5次募集への参加資格の有無につきましてご案内させていただきます。

第1次募集で抽選により最優先希望馬へご出資できなかった方への優先受付（1.5次募集）�【2021年9月23日（木）正午〜24日（金）正午】

第2次募集� 【2021年10月1日（金）正午〜2022年8月31日（水）】

第1次募集で抽選により、最優先希望馬に出資できなかった方を対象に、満口になっていない募集馬について、お申込みを受付けます。
（先着順受付ではありません）。この期間内に募集口数を超えるお申込みをいただいた場合は、抽選にて出資者を決定いたします。なお、
本募集ではお申込み頭数に制限はありません。

お電話、メール等による抽選結果のお問い合わせはご遠慮ください。ただし、2021年9月30日（木）中に結果通知書がお手元に届か
ない等、抽選結果が不明な方は、10月1日（金）10：00よりお電話でお問い合わせください。クラブ電話番号：03-6456-2853

第1次募集、および1.5次募集にて満口にならなかった募集馬について、2021年10月1日（金）正午より先着順でお申込みを受付けます。
なお、2021年10月1日（金）正午からはインターネットのみの受付となり、お電話でのお申込みは、2021年10月4日（月）10：00よ
り受付を開始いたします。

インターネットによるお申込み（お電話での受付はございません）

抽選結果の発表について、下記の通りご案内させていただきます。
・クラブホームページメッセージ機能（2021年9月27日（月）夕刻）
・結果通知書の郵送（2021年9月28日（火）発送）

お電話によるお申込み（第1次募集で1頭も出資できなかった方が対象）�
インターネットによるお申込み（第1次募集で出資確定馬が1頭以上いる方が対象）

抽選結果の発表について、下記の通りご案内させていただきます。
・お電話によるお申込み→結果通知書の郵送（2021年9月28日（火）発送）
・ インターネットによるお申込み→クラブホームページメッセージ機能
（2021年9月27日（月）夕刻）、および結果通知書の郵送（2021年9月28日（火）発送）

インターネットとお電話によるお申込みとなります（出資申込書での受付はご
ざいません）。

出資申込書でのお申込みは、お電話と同じく2021年10月4日（月）より受付開
始となります。
また、2021年9月8日（水）以降の郵送到着分は、本募集でのお申込み扱いとな
ります。

第1次募集結果通知� 【2021年9月17日（金）】

結果通知書の郵送およびホームページメッセージ機能で結果通知いたします。 結果通知書を発送いたします。
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●第1次募集のお申込み締切日について
既存会員様の第1次募集の出資申込み締切日時は、【9月7日（火）17：00】とさせていただきます。
※インターネット受付のみとなります。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、5ページに記載の既存会員様のお申込み方法の第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3日（金）、6日（月）に各日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）行います。
新規入会希望の方は、郵送のみの受付【9月7日（火）必着】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、および1.5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、2020年8月度から2021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、2020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、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
望枠落選歴は継続されます。

●当年度新規入会者の落選実績
第1次募集において、当年度新規入会者の最優先希望馬が落選となった場合、落選実績を付与しないものとします。

●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
・   3番ラドラーダの20  ・   4番シーザリオの20  ・   8番ローガンサファイアの20  ・   9番バウンスシャッセの20
・10番プルメリアスターの20  ・14番ルージュバックの20  ・15番ケイティーズハートの20  ・17番エンジェルフォールの20
・18番バイラオーラの20  ・21番エクストラペトルの20  ・22番マイティースルーの20  ・24番ロスヴァイセの20
・27番エンシェントヒルの20  ・29番フェルミオンの20  ・30番ココファンタジアの20  ・32番パルティトゥーラの20
・33番マルティンスタークの20  ・35番ビットレートの20  ・36番カイゼリンの20  ・37番ユールフェストの20
・38番レオパルディナの20  ・39番アールブリュットの20  ・41番アドヴェントスの20  ・44番アヴェンチュラの20
・46番フロアクラフトの20  ・51番クルミナルの20  ・52番エールデュレーヴの20  ・53番レイリオンの20
・54番トータルヒートの20  ・56番コルコバードの20  ・58番スペクトロライトの20  ・59番グランデアモーレの20
・61番ラフォルジュルネの20  ・62番ディアデラノビアの20  ・65番サンブルエミューズの20  ・66番プラチナブロンドの20
・67番ピースエンブレムの20  ・69番アウェイクの20  ・70番ローズノーブルの20  ・72番フォルテピアノの20
・73番ピュアブリーゼの20  ・75番クレオールの20  ・76番エスティタートの20  ・78番ピンクアリエスの20
・81番シャンドランジュの20  ・82番ホワイトミーティアの20  ・84番グリューヴァインの20  ・91番ネオフレグランスの20

●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④）となります。

●満口馬に生じたキャンセル口数
キャンセル待ち制度を実施しております。
第1次募集で抽選の結果、最優先希望馬が落選となった方に対してランク順にキャンセル番号を付与し、当該馬にキャンセルが生じた時点で付与
した番号順にクラブから出資意思確認の連絡をいたします。なお、1.5次募集で抽選の結果、ご希望の募集馬に出資いただけなかった方に対して
も、同様の措置を採ります。また、第2次募集における満口馬に生じたキャンセル口数については適時ご案内の上、抽選による募集を行うものと
します。
※キャンセル口数は、原則的に満口馬に出資された方が退会（任意、強制）となった際に発生するものです。
※詳細につきましては、クラブホームページの『よくあるお問い合せ』に記載のキャンセル募集の項目をご参照ください。

●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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第1次募集における抽選方法
お申込み総口数が募集総口数に達しなかった場合は、お申込みいただいた方全員を出資者として決定します。
お申込み総口数が募集総口数を超えた場合は、以下の抽選順位のとおり出資者を決定します。

希望枠順位

母馬優先枠
（200口） 最優先希望枠 一般出資枠

抽選制度のイメージ

Ⅰ．母馬出資者優先権を行使できる方のお申込み総口数が200口以下の場合

同権利を行使された方全員が当選となります。その後は「→（赤矢印）」の通り、優先順（⑤→⑥→⑦…⑫）に出資者の決定を行い、400口を超え

たランクにて抽選を行います。

Ⅱ．母馬出資者優先権を行使できる方のお申込み総口数が200口を超えた場合

同制度内の優先順（①→②→③→④）に出資者の決定を行い、200口を超えたランク内で抽選を行います。同制度内で落選となった方は、「→（青

矢印）」が示す先の各ランク（①は⑤と、②は⑥と、③は⑦と、④は⑨と同ランク）に移り、優先順に出資者を決定、400口を超えたランクにて

抽選を行います。

Ⅲ．母馬出資者優先制度の非対象馬は優先順（⑤→⑥→⑦…⑫）に従い、出資者を決定していきます。

※…前年度第1次募集非申込者、および前年度募集での新規入会者を含む

※過去1年間に2回以上の会費等支払に遅延歴のある方は、母馬出資者優先権を行使できません。
※同上遅延歴のある方は、最優先希望枠、および一般出資枠内での優先順位は一番低くなります。

抽選のフローチャート

高 低

最優先希望枠に母馬優先対象馬を指名すれば抽選順位はさらに高くなります！

①母馬優先＋最優先　過去2年最優先落選

⑧最優先（過去1年間に2回以上の遅延歴あり）

⑩一般出資（過去1年間に2回以上の遅延歴あり）

⑪新規・最優先

⑫新規・一般

①母馬優先＋最優先　過去2年最優先落選　当年母馬優先枠で落選 ⑤最優先　過去2年最優先落選

②母馬優先＋最優先　前年最優先落選　当年母馬優先枠で落選 ⑥最優先　前年最優先落選

③母馬優先＋最優先　前年最優先当選　当年母馬優先枠で落選

④母馬優先（一般出資枠）　当年母馬優先枠で落選 ⑨一般出資（過去1年間に遅延歴なし）

母馬優先枠（200口）

・過去1年間に2回以上の遅延歴のある方は
母馬出資者優先権を行使できません。

・遅延歴内での優先順位はなし

最優先希望枠

一般出資枠
↑既存会員

↓新規会員

②母馬優先＋最優先　前年最優先落選

③母馬優先＋最優先　前年最優先当選

④母馬優先（一般出資枠）

前年度最優先当落による順位

詳細は下記フローチャートをご参照ください。

過去2年連続最優先希望枠落選

前年度最優先希望枠落選

前年度最優先希望枠当選

高

低

⑦最優先　前年最優先当選…※
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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の割合で案分されたものが、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 444,000円

重賞競走以外の特別競走 435,000円

一般競走
1勝クラス以上の競走 433,000円

新馬・未勝利競走 423,000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

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

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、2021年度の実績です。

❷出走奨励金
第6着馬〜第8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％ － －

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
記金額に加えて下表に定める金額を加えて交付。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着 第6着 第7着 第8着
90万円 40万円 20万円 13万円 9万円 7万円 6万円 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牝馬の馬主に
対し、上記金額に加えて下表に定める金額を加えて交付（牝馬限定競走
を除く）。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
30万円 12万円 7万円 4万円 3万円

※ 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、
左記の❹内国産馬奨励賞の金額に加えて下表に定める金額を加えて交付。

第1着 第2着 第3着 第4着 第5着
30万円 12万円 8万円 5万円 3万円

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 150万円 60万円 38万円 23万円 15万円
2勝クラス競走 120万円 48万円 30万円 18万円 12万円

1勝クラス
競走

2・3歳 100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
3（4）歳以上 70万円 28万円 18万円 11万円 7万円

新馬競走
2歳 170万円 68万円 43万円 26万円 17万円
3歳 130万円 52万円 33万円 20万円 13万円

未勝利競走
2歳 130万円 52万円 33万円 20万円 13万円

3歳
春季競馬 100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
夏季競馬 50万円 20万円 13万円 8万円 5万円

競走 第1着 第2着 第3着 第4着 第5着

2歳
新馬競走 140万円 56万円 35万円 21万円 14万円
未勝利競走   90万円 36万円 23万円 14万円   9万円

3歳
新馬競走   80万円 32万円 20万円 12万円   8万円

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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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。

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

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 6,300,000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 6,150,000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 5,900,000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 5,850,000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 3,750,000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 3,700,000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 3,400,000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 3,350,000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 3,000,000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 2,950,000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 2,350,000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 2,300,000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 6,000,000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 1,550,000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 3,100,000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
〜4／23 〜6／4 〜7／23 〜12／31 〜6／4 6／5〜

（100万円） （95万円） （60万円） （45万円） （70万円） （30万円） （15万円）
5回以上（120万円） 220万円 215万円 180万円 165万円 190万円 150万円 135万円
3・4回（100万円） 200万円 195万円 160万円 145万円 170万円 130万円 115万円

2回（65万円） 165万円 160万円 125万円 110万円 135万円   95万円   80万円
1回（40万円） 140万円 135万円 100万円   85万円 110万円   70万円   55万円

未出走（30万円） 130万円 125万円   90万円   75万円 100万円   60万円   45万円
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優勝賞品の提供競走馬保険

●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。
2021年度1歳募集馬は2022年1月1日より保険加入の対象となり
ます。
ただし、特別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
2021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『2021 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

クラブポイント制度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（2021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『2021 
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、電話（口頭）
あるい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、別途指定期間内に会員は電
話あるいはインターネット、初めて申込みされる顧客は出資申
込書を愛馬会法人に郵送し、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
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12

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
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数
に
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配

＊
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れ
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の
は
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ブ
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2
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込
）
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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
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者
を
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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（2021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、これまで海外の様々な競走へ果敢に挑み、そして躍動してきました。所属
馬が駆け抜けた競馬場は実に7か国12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）、そして、リスグラシュー（豪G1・コックスプレート）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、ボーナス賞金が
設定される競走が世界各国でその数を増しており、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減少させられ得る競走も増えてきました。さらなる可能性を追求し、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）

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。資料請求や各
種変更・出資申込も携帯電話やスマート
フォンから行うことができ、大変便利です。

◎会報誌「エクリプス」（月刊）
所属馬情報や競馬コラムなど、幅広い情
報を美しい写真とともにオールカラーで
お伝えしています。またプレゼントコー
ナーや皆様からご投稿いただいた文章、
写真の掲載など、より身近に感じていた
だけるような内容も盛りだくさんでお届
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、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。
※�写真は前回開催
の2019年時（9月
5日〜8日に実施）

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。
※写真は前回開催の2019年時

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

特集
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Lei Papale 特集 6June  2021
vol .233

募集馬の手術歴等について
POGでも注目を集めるキャロットクラブ所属馬

Cover Horse : 

Efforia
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Efforia
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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にてレンタカー代金割引。
☆�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）。

特集

7July  2021
vol .234

エフフォーリア、ダービーまでの旅路
NF天栄の馬づくりとその取り組み
募集馬の手術歴等について
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※新型コロナウイルス感染症の影響で2020年、2021年は開催休止となっております。
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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、優勝記念品としてゴー
ル前＆口取り写真（キャビネサイズ）を、
出資会員に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。ご参加頂
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、出資会員にプレ
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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Mondreise モントライゼ Centelleo センテリュオ

Marche Lorraine マルシュロレーヌ

Zadar ザダル Contra Check コントラチェックResistencia レシステンシア

Lei Papale レイパパレEfforia エフフォーリア

Chrysoberyl クリソベリル

 主な活躍馬
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Neorealism ネオリアリズム

Real Impact リアルインパクト

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

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

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

Saturnalia サートゥルナーリア

Nova Lenda ノーヴァレンダ

Epiphaneia エピファネイア

Mer de Glace メールドグラース

Rey de Oro レイデオロ 

Chrysolite クリソライト

Lys Gracieux リスグラシュー
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母ケイティーズハート（09 ハーツクライ）３勝［勝ち距離1700ｍ～1800ｍ］。産
駒
エフフォーリア（18 牡 鹿 エピファネイア）４勝，皐月賞-G1（芝2000ｍ），
共同通信杯-G3（芝1800ｍ），百日草特別（芝2000ｍ），ダービー-G1
２着，�

ヴァンガーズハート（19 牡 黒鹿 *ハービンジャー）未出走
祖母 *ケイティーズファースト Katies First（87 Kris）米国産，英３勝，Re-
membrance Day S-L，仏１勝，Prix du Cercle-L。産駒
ゴーステディ（牡 *トニービン）６勝，日本海Ｓ，魚野川特別，加治川特

別，白富士Ｓ-OP２着，中山金杯-JPN3３着，関屋記念-JPN3４着
トールハンマー（牡 *エリシオ）６勝，バレンタインＳ，千葉日報杯，潮騒特

別，浅草特別，札幌日刊スポーツ杯-L２着，ＵＨＢ杯-L２着，尾張
Ｓ-OP２着，青函Ｓ-OP２着

ケイティーズジェム（牝ディープインパクト）２勝，ファンタジーＳ-G3５着。
ヴィッテルスバッハ（牡 ルーラーシップ：ニュージーランドＴ-G2３着）
の母

ケイアース（牡 *フレンチデピュティ）３勝，牡丹賞
マイケイティーズ（牝 *サンデーサイレンス）不出走。アドマイヤムーン（牡

*エンドスウィープ：年度代表馬，ドバイデューティフリー-G1，ジャパ
ンＣ-G1，宝塚記念-G1，京都記念-G2），プレイ（牡 *ロックオブジブ
ラルタル：弥生賞-G2２着，京成杯-G3３着）の母

ケイティーズギフト（牝 *フレンチデピュティ）１勝。ダディーズビビッド（牡
キズナ：橘Ｓ-L），ケイティープライド（牡ディープインパクト：函館記念
-G3２着，チャレンジＣ-G3３着）の母

ケイティーズベスト（牝 *ファルブラヴ）３戦。グレイスアン（牝 ディープブリ
ランテ：フェアリーＳ-G3３着）の母

*クィーンズダガー Queens Dagger（牝 Rahy）英１勝。�*ダガーズアラ
ベスク（牝 *ジェイドロバリー：東京２歳優駿牝馬，ローレル賞）の母，
メイショウショウブ（牝ダイワメジャー：ニュージーランドＴ-G2２着，デ
イリー杯２歳Ｓ-G2２着，阪神Ｃ-G2３着）の祖母

モーリス
　鹿　2011

スクリーンヒーロー
　栗　2004

＊グラスワンダー
Silver Hawk

Ameriflora

ランニングヒロイン
＊サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

メジロフランシス
　鹿　2001

＊カーネギー
Sadler's Wells

Detroit

メジロモントレー
＊モガミ

メジロクインシー

ケイティーズハート
　鹿　2009

ハーツクライ
　鹿　2001

＊サンデーサイレンス
Halo

Wishing Well

アイリッシュダンス
＊トニービン
＊ビューパーダンス

＊ケイティーズファースト
　Katies First
　鹿　1987

Kris
Sharpen Up

Doubly Sure

Katies
＊ノノアルコ

Mortefontaine

� ＊サンデーサイレンス�3DX4S,�Lyphard�5SX5D

メス・青鹿毛
2020年3月25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。

エフフォーリア …�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。

エフフォーリア …�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。

エフフォーリア …�③

その他の馬。

エフフォーリア …�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2021年8月9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。

①

ブラックタイプ

リステッドレースについて

②

③

④
⑤
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本年度より、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。

旋回癖
馬房の中でぐるぐる回る癖で、馬の行動異常の中でも常同行動と呼ばれるもののひとつです。常同行動というのは、一定の動作が繰り返し行わ

れますが、目的や意味がはっきりしないため制御したり矯正したりするのは難しいとされています。ただ、旋回癖は特別な疾患に結びつくよう

な性格はありません。

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。

 （2021年7月23日現在）

No. 募集馬名 悪癖 手術歴（実施日：年/月/日）

  6 クルージンミジーの20 左腕節副手根骨骨折骨片摘出手術（2021/3/4）

17 エンジェルフォールの20 右飛節OCD除去手術（2021/2/16）

24 ロスヴァイセの20 さく癖 左飛節OCD除去手術（2020/11/20）

36 カイゼリンの20 左前球節骨片摘出手術（2020/12/24）

55 リーチングの20 さく癖 右飛節OCD除去手術（2021/2/3）

87 グローバルビューティの20 さく癖

88 キャヴァルドレの20 旋回癖

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

競走成績

種牡馬紹介
S t a l l i o n s

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

父　フジキセキ
母　＊イスラコジーン
母の父　Cozzene
2011年生　黒鹿毛　浦河産

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　ブラックタイド
母　シュガーハート
母の父　サクラバクシンオー
2012年生　鹿毛　日高産

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）、京都
2歳S-L（芝2000m）、ダービー-G12着、皐月賞-G12着、大阪杯-G23着

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）、同2着、京都新聞杯-G2（芝2200m）、毎日杯-G3（芝
1800m）、黄菊賞（芝1800m）、京都記念-G23着、ラジオNIKKEI杯2歳S-G33着、凱旋門賞-G14
着、天皇賞・春-G14着、弥生賞-G25着

日で2〜6歳時25戦8勝。14年最優秀3歳牡馬。皐月賞-G1（芝2000m）、阪神C-G2（芝
1400m）、同2着、マイラーズC-G2（芝1600m）、セントライト記念-G2（芝2200m）、共同
通信杯-G3（芝1800m）、東京スポーツ杯2歳S-G3（芝1800m）、いちょうS-L（芝1800m）、
ダービー-G12着、マイルチャンピオンシップ-G12着、同3着、同5着、富士S-G32着（2回）、
新潟2歳S-G32着、天皇賞・秋-G13着（2回）、毎日王冠-G23着、安田記念-G15着、大阪
杯-G25着、中山記念-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、宝塚記念-G1（芝
2200m）、皐月賞-G1（芝2000m）、菊花賞-G1（芝3000m）、フォワ賞-G2（芝2400m）
2回

日で3〜5歳時20戦12勝。16、17年年度代表馬、16、17年最優秀古牡馬。ジャパンC-G1（芝
2400m）、同3着、有馬記念-G1（芝2500m）、同2着、同3着、天皇賞・春-G1（芝3200m）
2回、天皇賞・秋-G1（芝2000m）、菊花賞-G1（芝3000m）、大阪杯-G1（芝2000m）、同-G22
着、京都大賞典-G2（芝2400m）、セントライト記念-G2（芝2200m）、スプリングS-G2（芝
1800m）、皐月賞-G13着、宝塚記念-G13着

16年より供用（北半球シーズン）。エフフォーリア（皐月賞-G1）、デアリングタクト（最優秀3
歳牝馬、牝馬三冠）、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）、シーズンズギフト（ニュージーランドT-G22着）、ムジカ（ローズS-G22着）、クラ
ヴェル（マーメイドS-G32着）、ワールドリバイバル（ラジオNIKKEI賞-G32着）、スカイグルー
ヴ（京成杯-G32着）、シティレインボー（ニュージーランドT-G23着）

16年より供用。ディープボンド（阪神大賞典-G2、京都新聞杯-G2）、マルターズディオサ（チュー
リップ賞-G2、紫苑S-G3）、バスラットレオン（ニュージーランドT-G2）、ビアンフェ（函館スプ
リントS-G3）、ファインルージュ（フェアリー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）、クリスタルブラック（京成杯-G3）、キメラヴェリテ（北海道2歳優
駿-JPN3）、ソングライン（紅梅S-L、NHKマイルC-G12着）

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。ニシノレバンテ（新馬）、プルパレイ（1勝）

14年より供用。ラッキーライラック（最優秀2歳牝馬、大阪杯-G1、エリザベス女王杯-G12回）、
エポカドーロ（皐月賞-G1）、ショウリュウイクゾ（日経新春杯-G2）、オーソリティ（アルゼンチ
ン共和国杯-G2）、オセアグレイト（ステイヤーズS-G2）、マルシュロレーヌ（エンプレス杯-JPN2）、
ジャスティン（東京盃-JPN2）、アンドラステ（中京記念-G3）、ラーゴム（きさらぎ賞-G3）、バ
イオスパーク（福島記念-G3）、シャインガーネット（ファルコンS-G3）、サラス（マーメイドS-G3）、
ロックディスタウン（札幌2歳S-G3）、トゥルボー（新潟ジャンプS）

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。コナブラック（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

エピファネイア

キズナ

イスラボニータ

オルフェーヴル

キタサンブラック

Epiphaneia（JPN）

Kizuna（JPN）

Isla Bonita（JPN）

Orfevre（JPN）

Kitasan Black（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
8 ローガンサファイアの20 ダイワメジャー 牡 125,000円
9 バウンスシャッセの20 ゼンノロブロイ 牡 200,000円

10 プルメリアスターの20 ゼンノロブロイ メス 90,000円
51 クルミナルの20 ディープインパクト 牡 200,000円
52 エールデュレーヴの20 ディープインパクト 牡 125,000円
53 レイリオンの20 ダイワメジャー メス 85,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
84 グリューヴァインの20 ゴールドアリュール メス 55,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
83 リリウムの20 ＊クロフネ 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
37 ユールフェストの20 More Than Ready メス 55,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
24 ロスヴァイセの20 ＊シンボリクリスエス 牡 85,000円
25 シンハディーパの20 ＊ウォーエンブレム メス 70,000円
64 ラカリフォルニーの20 Dutch Art 牡 70,000円
65 サンブルエミューズの20 ダイワメジャー メス 75,000円
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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

父　フジキセキ
母　＊ケルトシャーン
母の父　Pleasant Colony
2003年生　鹿毛　豪州産

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

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　ディープインパクト
母　＊マジックストーム
母の父　Storm Cat
2011年生　鹿毛　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　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

日で2〜8歳時31戦12勝。10年最優秀
短距離馬。高松宮記念-G1（芝1200m）
2回、同2着、阪神C-G2（芝1400m）2回、スワンS-G2（芝1400m）、オーシャンS-G3（芝
1200m）、函館スプリントS-JPN3（芝1200m）、キャピタルS-L（芝1600m）、谷川岳S-L（芝
1400m）、ジュニアC-OP（芝1600m）、スプリンターズS-G12着（2回）

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・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）、中山記念-G2（芝
1800m）、アーリントンC-G3（芝1600m）、ジャパンC-G12着、毎日王冠-G22着（2回）

日・香港で2〜6歳時29戦8勝。安田記念-G1（芝1600m）、同4着、スワンS-G2（芝
1400m）、京王杯スプリングC-G2（芝1400m）、モンゴル大統領賞-OP（芝1800m）、春興S（芝
1600m）、九州スポーツ杯（芝2000m）、茶臼山高原特別（芝2000m）、毎日王冠-G22着、
富士S-G32着、エプソムC-G32着、ダービー卿チャレンジT-G33着、共同通信杯-G33着、ラ
ジオNIKKEI杯2歳S-G33着、マイルチャンピオンシップ-G14着、同5着、神戸新聞杯-G24着、
東京スポーツ杯2歳S-G35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）

11年より供用。ガロアクリーク（スプリングS-G2）、ルフトシュトローム（ニュージーランドT-G2）、
シュウジ（阪神C-G2、小倉2歳S-G3）、モンドキャンノ（京王杯2歳S-G2）、サクセスエナジー

（さきたま杯-JPN2、黒船賞-JPN3）、ベルーガ（ファンタジーS-G3）、カシアス（函館2歳S-G3）、
ヒラボクラターシュ（佐賀記念-JPN3）、ブルベアイリーデ（オアシスS-L）、ウインユニファイド（ジュ
ライS-L）、サフィロス（京王杯2歳S-G22着）、アドマイヤモラール（京王杯2歳S-G22着）、
カイカノキセキ（函館2歳S-G32着）、リネンファッション（スパーキングレディーC-JPN32着）

19年より供用。21年の1歳馬が初年度産駒。

15年より供用。ダノンザキッド（最優秀2歳牡馬、ホープフルS-G1）、エーポス（フィリーズレ
ビュー-G2）、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）、テオレーマ（マリー
ンC-JPN3）、ヴェロックス（若葉S-L、皐月賞-G12着、ダービー-G13着）、ラブミーファイン（函
館2歳S-G32着）、レイニーデイ（JBC2歳優駿-JPN33着）、シングフォーユー（スイートピーS-L2
着）

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。レディバランタイン（新馬）

19年より供用。21年の1歳馬が初年度産駒。

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。ベルウッドブラボー（ダリア賞-OP）、コムストッ
クロード（ダリア賞-OP２着）、メリトクラシー（新馬）、ロン（新馬）、リトス（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

＊キンシャサノキセキ

サトノクラウン

ジャスタウェイ

サトノアラジン

サトノダイヤモンド

シルバーステート

Kinshasa no Kiseki（AUS）

Satono Crown（JPN）

Just a Way（JPN）

Satono Aladdin（JPN）

Satono Diamond（JPN）

Silver State（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
31 クローバーリーフの20 タニノギムレット 牡 60,000円
72 フォルテピアノの20 ＊フレンチデピュティ 牡 55,000円
73 ピュアブリーゼの20 Monsun メス 40,000円
89 ブリトマルティスの20 スペシャルウィーク メス 140,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
32 パルティトゥーラの20 マンハッタンカフェ 牡 70,000円
74 グレイシアブルーの20 ＊サンデーサイレンス 牡 100,000円
75 クレオールの20 ＊チチカステナンゴ メス 35,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
33 マルティンスタークの20 ＊シンボリクリスエス メス 50,000円
76 エスティタートの20 ドリームジャーニー 牡 70,000円
77 ココシュニックの20 ＊クロフネ メス 55,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
38 レオパルディナの20 ＊スニッツェル 牡 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
26 ヒカルアモーレの20 ＊クロフネ 牡 100,000円
27 エンシェントヒルの20 ＊エンドスウィープ メス 50,000円
66 プラチナブロンドの20 ジャングルポケット 牡 80,000円
67 ピースエンブレムの20 ＊ウォーエンブレム メス 60,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
78 ピンクアリエスの20 キングカメハメハ 牡 90,000円
79 ラテアートの20 サクラバクシンオー メス 50,000円
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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

父　＊グラスワンダー
母　ランニングヒロイン
母の父　＊サンデーサイレンス
2004年生　栗毛　千歳産

父　キングカメハメハ
母　トゥザヴィクトリー
母の父　＊サンデーサイレンス
2011年生　鹿毛　安平産

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

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　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　＊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

日で2〜5歳時23戦5勝。08年最優秀古牡馬。ジャパンC-G1（芝2400m）、アルゼンチン共
和国杯-JPN2（芝2500m）、支笏湖特別（芝2600m）、天皇賞・秋-G12着、ラジオNIKKEI賞-JPN32
着、札幌日経オープン-L2着、伏竜S-OP2着、セントライト記念-JPN23着

日豪で2〜4歳時12戦4勝。弥生賞-G2（芝2000m）、若駒S-L（芝2000m）、黄菊賞（芝
1800m）、皐月賞-G12着、有馬記念-G12着、ATCザBMW-G12着、セントライト記念-G22
着、ダービー-G15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）

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）、
マイルチャンピオンシップ-G1（芝1600m）2回、天皇賞・秋-JPN1（芝2000m）、皐月賞-JPN1

（芝2000m）、毎日王冠-G2（芝1800m）

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）、セントポーリア賞（芝1800m）、宝塚記念-G12着、
ドバイシーマクラシック-G12着、共同通信杯-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）

10年より供用。モーリス（年度代表馬、天皇賞・秋-G1、安田記念-G1、香港C-G1）、ゴール
ドアクター（有馬記念-G1、オールカマー-G2）、クールキャット（フローラS-G2）、ウインマリ
リン（日経賞-G2）、ジェネラーレウーノ（セントライト記念-G2）、マイネルグリット（小倉2歳S-G3）、
トラスト（札幌2歳S-G3）、グァンチャーレ（シンザン記念-G3）、ミュゼエイリアン（毎日杯-G3）、
クリノガウディー（安土城S-L）、マイネルウィルトス（福島民報杯-L）、ヒロイックテイル（ブリ
リアントS-L）

16年より供用。ゴールドチャリス（中京2歳S-OP、函館道新スポーツ杯、カンナS-OP3着、フェ
ニックス賞-OP3着）、ワールドリング（南関東・優駿スプリント）、ビックバレリーナ（東海・東
海クイーンC）、マナバレンシア（石川・金沢シンデレラC）、ガンバルン（高知・黒潮ジュニアチャ
ンピオンシップ）、コスモアンジュ（2勝）、ペルセウスシチー（2勝）、ミエノワールド（2勝）、メ
イショウナパワン（2勝）

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。カワキタレブリー（函館2歳S-G35着）、ジオグ
リフ（新馬）、ハイアムズビーチ（新馬）、フェズカズマ（新馬）

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
（最優秀2歳牡馬、香港マイル-G1、NHKマイルC-G1）、レシステンシア（最優秀2歳牝馬、阪
神ジュベナイルフィリーズ-G1）、メジャーエンブレム（最優秀2歳牝馬、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）、ブルドッグボス（JBCスプリント-JPN1）、モントライゼ（京王杯2歳S-G2）、
ミスパンテール（阪神牝馬S-G2）、ソルヴェイグ（フィリーズレビュー-G2）

17年より供用。タイトルホルダー（弥生賞ディープインパクト記念-G2、皐月賞-G12着）、アス
コルターレ（マーガレットS-L）、キングストンボーイ（青葉賞-G22着）、ジュンブルースカイ（東
京スポーツ杯2歳S-G33着）、ヴァリアメンテ（若駒S-L2着）、ファルヴォーレ（新潟2歳S-G34
着）、スワーヴエルメ（青葉賞-G25着）、レヴェッツァ（毎日杯-G35着）、アリーヴォ（国東特別）、
レインフロムヘヴン（フリージア賞）、アドマイヤザーゲ（黄菊賞）、ルース（デイジー賞）、アヴェラー
レ（春菜賞）

07年より供用。リスグラシュー（年度代表馬、有馬記念-G1、MVRC W.S.コックスプレート-G1）、
ジャスタウェイ（ドバイデューティフリー-G1、天皇賞・秋-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、大阪杯-G1）、サリオス（朝日杯フューチュリティS-G1）、タイムフライヤー（ホープ
フルS-G1）、アドマイヤラクティ（MRCコーフィールドC-G1）、ヨシダ（ウッドウォードS-G1）

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

スクリーンヒーロー

トゥザワールド

＊ドレフォン

ダイワメジャー

ドゥラメンテ

ハーツクライ

Screen Hero（JPN）

To the World（JPN）

Drefong（USA）

Daiwa Major（JPN）

Duramente（JPN）

Heart's Cry（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
85 カニョットの20 Sunray Spirit メス 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
90 ライクザウインドの20 ＊デインヒル メス 140,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
17 エンジェルフォールの20 ジャングルポケット 牡 75,000円
18 バイラオーラの20 ＊トワイニング メス 50,000円
19 メジロシャレードの20 マンハッタンカフェ メス 65,000円
60 リリカルホワイトの20 ダイワメジャー 牡 85,000円
61 ラフォルジュルネの20 スペシャルウィーク 牡 75,000円
62 ディアデラノビアの20 ＊サンデーサイレンス メス 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
34 ポロンナルワの20 Rahy メス 75,000円
80 シェルズレイの20 ＊クロフネ メス 125,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
11 モアザンセイクリッドの20 More Than Ready 牡 100,000円
12 ステファニーズキトゥンの20 Kitten's Joy メス 90,000円
54 トータルヒートの20 Street Cry メス 75,000円
55 リーチングの20 Dansili メス 60,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
6 クルージンミジーの20 Mizzen Mast 牡 85,000円
7 マイハッピーフェイスの20 Tiz Wonderful メス 75,000円

48 ホットスウェルの20 Fusaichi Pegasus 牡 70,000円
49 ハヴユーゴーンアウェイの20 Congrats メス 100,000円
50 インナーレルムの20 Galileo メス 100,000円
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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

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

父　＊ヘネシー
母　Meadow Flyer
母の父　Meadowlake
2003年生　栗毛　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　＊サンデーサイレンス
母　＊ウインドインハーヘア
母の父　Alzao
2001年生　黒鹿毛　早来産

父　A.P. Indy
母　Dream Supreme
母の父　Seeking the Gold
2005年生　鹿毛　米国産

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

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）

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）、BC
ジュヴェナイル-G12着、シャンペンS-G12着、ホープフルS-G12着

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）、 阪 急 杯-G3（ 芝
1400m）、同2着、アーリントンC-G3（芝1600m）、シンザン記念-G3（芝1600m）、ひいら
ぎ賞（芝1600m）、スプリンターズS-G12着、高松宮記念-G12着、同3着

日で2〜7歳時22戦3勝。スプリングS-JPN2（芝1800m）、若駒S-OP（芝2000m）、きさ
らぎ賞-JPN32着、都大路S-L2着、アンドロメダS-L2着、オーストラリアT-L2着、中山金杯-G33
着、ディセンバーS-L3着、小倉日経オープン-L3着

米で2〜3歳時7戦2勝。ホープフルS-G1（D7F）、ウッディスティーヴンスS-G24着

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）、マイルチャンピオンシップ-G1（芝1600m）、香港C-G1（芝2000m）、香港マ
イル-G1（芝1600m）、香港チャンピオンズマイル-G1（芝1600m）

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）、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）、フィリアプーラ（フェアリーS-G3）、サマーセント（マーメイド
S-G3）、プロフェット（京成杯-G3）

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）、ウェルドーン（関東オークス-JPN2）、ケイアイレオーネ（兵庫ジュニアグランプ
リ-JPN2）、レピアーウィット（マーチS-G3）、ドンフォルティス（北海道2歳優駿-JPN3）、＊ヘ
ニーハウンド（ファルコンS-G3）

17年より供用。メイケイエール（チューリップ賞-G2、ファンタジーS-G3、小倉2歳S-G3、阪
神ジュベナイルフィリーズ-G14着）、デュアリスト（兵庫ジュニアグランプリ-JPN2、昇竜S-OP2
着）、ミニーアイル（フィリーズレビュー-G23着）、アナゴサン（白百合S-L2着）、ララクリスティー
ヌ（紅梅S-L2着）、シャーレイポピー（チューリップ賞-G25着）

09年より供用。キタサンブラック（年度代表馬2回、ジャパンC-G1、菊花賞-G1、有馬記念-G1、
天皇賞・秋-G1、天皇賞・春-G12回、大阪杯-G1）、タガノエスプレッソ（デイリー杯2歳S-G2）、
テイエムイナズマ（デイリー杯2歳S-G2）、マイネルフロスト（毎日杯-G3、ダービー-G13着）、
ライジングリーズン（フェアリーS-G3）、ディープダイバー（橘S-L）、マドモアゼル（橘S-L）、
アスカビレン（六甲S-L）、シャイニーガール（スイートピーS-L）、コメート（ホープフルS-G22着）

09年より供用。＊プリンセスオブシルマー（ケンタッキーオークス-G1、アラバマS-G1、ベルデイ
ム招待S-G1、CCAオークス-G1）、＊ベストウォーリア（マイルチャンピオンシップ南部杯-JPN12
回）、＊エアアルマス（東海S-G2）、ローンロック（ブルックリンH-G2）、レンスター（シェイカー
タウンS-G2）、マイマジェスティックローズ（サマータイムオークス-G2）、レイディサベリア（バー
バラフリッチーH-G2）、ピットブル（ビセンテL.カサーレス賞-G2）、ローンセイラー（オクラホマ
ダービー-G3）、デクランズウォリア（ベイショアS-G3）、スマッシャー（ユニコーンS-G3）

17年より供用。シゲルピンクルビー（フィリーズレビュー-G2）、ピクシーナイト（シンザン記念-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）、インヴィンシブルティアーズ（BRC
スピリットオブブームクラシック-G22着）、インフィナイト（サウジアラビアロイヤルC-G32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

＊ハービンジャー

＊ヘニーヒューズ

ミッキーアイル

ブラックタイド

＊マジェスティックウォリアー

モーリス

Harbinger（GB）

Henny Hughes（USA）

Mikki Isle（JPN）

Black Tide（JPN）

Majestic Warrior（USA）

Maurice（JPN）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
28 アドマイヤアロマの20 ネオユニヴァース 牡 70,000円
29 フェルミオンの20 アグネスタキオン メス 55,000円
68 エレガントマナーの20 ＊シンボリクリスエス 牡 75,000円
69 アウェイクの20 ディープインパクト メス 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
35 ビットレートの20 スペシャルウィーク メス 55,000円
81 シャンドランジュの20 マンハッタンカフェ 牡 75,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
41 アドヴェントスの20 ジャングルポケット メス 50,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
39 アールブリュットの20 ＊マクフィ メス 60,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
40 スーブレットの20 ゴールドアリュール 牡 60,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
13 ブリガアルタの20 ＊コンデュイット 牡 75,000円
14 ルージュバックの20 マンハッタンカフェ 牡 150,000円
15 ケイティーズハートの20 ハーツクライ メス 140,000円
16 シュピッツェの20 Azamour メス 60,000円
56 コルコバードの20 ステイゴールド 牡 100,000円
57 ディオジェーヌの20 ディープインパクト 牡 80,000円
58 スペクトロライトの20 ディープインパクト メス 60,000円
59 グランデアモーレの20 ネオユニヴァース メス 85,000円
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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

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　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　レディブラッサム
母の父　Storm Cat
2008年生　鹿毛　新ひだか産

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

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　Candy Ride
母　Quiet Giant
母の父　Giant's Causeway
2013年生　栗毛　米国産

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H-G12着、朝日杯フューチュリティ
S-G12着、毎日王冠-G22着、同4着、京王杯2歳S-G22着、富士S-G32着、NHKマイルC-G13
着、中山記念-G23着、マイルチャンピオンシップ-G15着（2回）

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・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）2回、高松宮記念-G1（芝1200m）

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

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）

米・UAEで2〜5歳時19戦12勝。17年米年度代表馬、17年米古牡馬チャンピオン。BCクラシッ
ク-G1（D10F）、ペガサスワールドカップ招待S-G1（D9F）、ホイットニーS-G1（D9F）、ウッ
ドウォードS-G1（D9F）、スティーヴンフォスターH-G1（D9F）、クラークH-G1（D9F）、ルイ
ジアナダービー-G2（D9F）、リズンスターS-G2（D8.5F）、レイザーバックH-G3（D8.5F）、マッ
トウィンS-G3（D8.5F）、BCダートマイル-G12着、ドバイワールドC-G12着、ペンシルヴァニ
アダービー-G22着、ケンタッキーダービー-G13着、トラヴァーズS-G13着

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）、
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）、テリオスヒメ（ダリア賞-OP2着）、イプシ
ランテ（由布院特別）、ピーエムピンコ（秩父特別）、シャチ（両国特別）、エイシンチラー（織姫賞）

17年より供用。リプレーザ（兵庫チャンピオンシップ-JPN2、ジャパンダートダービー-JPN15着）、
アナザーリリック（アネモネS-L）、テーオーロイヤル（青葉賞-G24着）、タガノディアーナ（チュー
リップ賞-G24着）、ヴェールクレール（ききょうS-OP3着）、フォイアーロート（湯の川温泉特別）、
アビッグチア（由比ヶ浜特別）、ティアップリオン（黒竹賞）、ピンクカメハメハ（Saudi Derby）

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）、ステルヴィオ（マイルチャンピオンシッ
プ-G1）、タガロア（MRCブルーダイヤモンドS-G1）、ケイデンスコール（マイラーズC-G2）、ダ
イアトニック（スワンS-G2）、キングオブコージ（目黒記念-G2）、ファンタジスト（京王杯2歳S-G2）

19年より供用。21年の1歳馬が初年度産駒。

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）、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）、
グロンディオーズ（ダイヤモンドS-G3）、ディアンドル（福島牝馬S-G3）、ホウオウイクセル（フ
ラワーC-G3）、パッシングスルー（紫苑S-G3）、フェアリーポルカ（福島牝馬S-G3）、テトラド
ラクマ（クイーンC-G3）

18年より供用。21年の2歳馬が初年度産駒。ウィキッドヘイロー（アディロンダックS-G2、
Debutante S-L3着）、パパキャップ（ベストパルS-G2）、＊グランアプロウソ（新馬）

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

リアルインパクト

リオンディーズ

ロードカナロア

リアルスティール

ルーラーシップ

ガンランナー

Real Impact（JPN）

Leontes（JPN）

Lord Kanaloa（JPN）

Real Steel（JPN）

Rulership（JPN）

Gun Runner（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
86 シンハリーズの20 Singspiel メス 80,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
36 カイゼリンの20 アドマイヤベガ メス 55,000円
82 ホワイトミーティアの20 ゼンノロブロイ メス 45,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
1 ナスケンアイリスの20 ＊フレンチデピュティ 牡 120,000円
2 コケレールの20 Zamindar 牡 150,000円
3 ラドラーダの20 ＊シンボリクリスエス メス 175,000円
4 シーザリオの20 スペシャルウィーク メス 175,000円
5 アドマイヤリードの20 ステイゴールド メス 125,000円

44 アヴェンチュラの20 ジャングルポケット 牡 200,000円
45 アディクティドの20 ＊ディクタット メス 110,000円
46 フロアクラフトの20 フジキセキ メス 110,000円
47 ワイの20 Galileo メス 100,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
20 プンタステラの20 Elusive City 牡 75,000円
21 エクストラペトルの20 キングカメハメハ メス 50,000円
22 マイティースルーの20 ＊クロフネ メス 60,000円
23 ワシントンレガシーの20 ＊クロフネ メス 55,000円
63 ライジングクロスの20 Cape Cross メス 70,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
30 ココファンタジアの20 ステイゴールド 牡 80,000円
70 ローズノーブルの20 ディープインパクト 牡 90,000円
71 ジュモーの20 タニノギムレット 牡 100,000円
91 ネオフレグランスの20 ネオユニヴァース メス 160,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
87 グローバルビューティの20 Global Hunter メス 65,000円
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種牡馬紹介

競走成績 競走成績

父　Elusive Quality
母　Kobla
母の父　Strawberry Road
2006年生　鹿毛　米国産

父　Danzig
母　Starry Dreamer
母の父　Rubiano
2002年生　鹿毛　米国産

米で2〜4歳時13戦8勝。メトロポリタンH-G1（D8F）、ウッドウォードS-G1（D9F）、フロ
リダダービー-G1（D9F）、ドンH-G1（D9F）、ファウンテンオブユースS-G2（D8F）、アムステ
ルダムS-G2（D6.5F）、ハルズホープS-G3（D8F）

米で2〜4歳時13戦4勝。アルフレッドG.ヴァンダービルトBCH-G2（D6F）、Princelet S（D8.5F）、
ヴォスバーグS-G12着、フォアゴーS-G12着、トムフールH-G22着、ミスタープロスペクターH-G32
着、デピュティミニスターH-G32着

11年より供用。エイベルタスマン（ケンタッキーオークス-G1、CCAオークス-G1）、＊カレドニア
ロード（BCジュヴェナイルフィリーズ-G1）、シティオブライト（ペガサスワールドカップ招待S-G1、
BCダートマイル-G1）、ダンバーロード（アラバマS-G1）、ロードスター（サンタアニタダービー-G1）、
ベラフィナ（サンタアニタオークス-G1）、＊イルミナント（ゲイムリーS-G1）、クリムト（デルマー
フューチュリティ-G1）、フーテナニー（BCジュヴェナイルターフ-G1）

07年より供用。ウォーオブウィル（プリークネスS-G1）、オマハビーチ（アーカンソーダービー-G1）、
＊デクラレーションオブウォー（インタナショナルS-G1）、ユーエスネイヴィフラッグ（ジュライC-G1）、
エアフォースブルー（デューハーストS-G1）、ローリーポーリー（ファルマスS-G1）、＊ザファクター

（マリブS-G1）、＊アメリカンペイトリオット（メイカーズ46マイルS-G1）、ランカスターボンバー
（タタソールズゴールドC-G1）、ブレイヴアンナ（チェヴァリーパークS-G1）

種牡馬成績 種牡馬成績

クオリティロード ウォーフロント
Quality Road（USA） War Front（USA）

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
42 フォトコールの20 Galileo 牡 200,000円
43 ウィープノーモアの20 Mineshaft メス 75,000円

募集ナンバー 募集馬名 母の父 性別 一口出資額
88 キャヴァルドレの20 サンデーブレイク 牡 125,000円

©Claiborne Farm©Horsephotos.com
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