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ご 挨 拶 2019年度募集馬会員募集のご案内

平素よりYGGオーナーズクラブをご愛顧いただき、またクラブ所属馬
への暖かいご声援、ご鞭撻を賜り誠にありがとうございます。
この度2019年1歳馬（2018年産駒）募集を開始させていただく運び
となりました。

本年度の募集馬は12頭、少数精鋭ではありますが非常にバラエティに
富んだ、自信をもってお薦めできる良駒を揃える事が出来ました。
ドゥラメンテ、モーリス、リオンディーズ、ディスクリートキャット、
ダノンシャーク、アジアエクスプレスといった大注目の新種牡馬産駒
から、ラストクロップとなるサウスヴィグラスまで、良い意味でご覧
になる皆様を悩ませる募集馬が揃えられたと自負しております。
「悩んだ時は全頭買い」
非常に低額な募集価格設定と1000口募集のYGGなら、そんな楽しみ
方も可能です。

ディープインパクト、キングカメハメハが亡くなり、時代は平成から
令和へ、競馬の世界も新時代の幕開けを予感させますが、YGGの本年
度の募集馬のテーマは「縁」です。
ブルーインベスターズ時代から繋がりがある牧場からの提供やクラブ
所属馬の産駒、母馬や母系の繋がりからの調教師への預託など、これ
まで繋がれてきた「縁」と、新種牡馬産駒や初めて預託させていただ
く調教師との新しく生まれた「縁」。
募集馬の選定から預託先の決定まで、様々な「縁」を感じずにはいら
れない本年度の募集馬がこれから会員の皆様とどんな「縁」を繋いで
くれるのか、今から楽しみでなりません。

いつまでも変わらぬご愛顧をくださる会員様も、新たにYGGを選んで
くださった新規入会の会員様も、是非、YGGとの「縁」を感じていた
だき、クラブライフをお楽しみください。
皆様のご入会、ご出資を心よりお待ちしております。

株式会社YGGオーナーズクラブ

CONTENTS
これまでの活躍馬たち

50戦15勝2着9回　

獲得賞金：約 97,781万円

2006年ダートグレード競走最優秀馬
NARグランプリ2006特別表彰馬

主な勝鞍
●東京大賞典（JpnⅠ）
●JBCマイル（JpnⅠ）
●JBCスプリント（JpnⅠ）
●マイルCS南部杯（JpnⅠ）3回
●かしわ記念（JpnⅠ）
●京王杯2歳S（JpnⅡ）
●プロキオンS（GⅢ）
●シリウスS（JpnⅢ）
●黒船賞（JpnⅢ）

ブルーコンコルド

68戦7勝2着6回　

獲得賞金：約 22,646万円
主な勝鞍
●阪急杯（JpnⅢ） 
●六甲アイランドS 
●桂川S 
●清水S 
●キーンランドC 

ブルーショットガン

【2000年産駒】

【1999年産駒】

30戦7勝2着6回　

獲得賞金：約 13,519万円
主な勝鞍
●名古屋城Ｓ2回
●渡利特別 

ブルーフランカー

【2002年産駒】

これまでの活躍馬 
募集馬一覧
募集馬ページの見方
　

・ブーケドロゼブルーの18
・ノボレインボーの18
・ピサノキャニオンの18
・ハンドオブフェイトの18
・アガサの18
・ボムシェルの18 
・ブルーフェアプレーの18
・マートンパークの18
・ブルーインザスカイの18
・シーユーサンデーの18
・サトノアスカの18
・デルマオサキの18

種牡馬解説／母父解説
競走馬出資金支払分割表
会員システム
会員システムQ&A
クラブポイント
クラブサービス
ご入会・出資申し込みの手順
入会申込書記入例
匿名組合契約における
利益分配の際の源泉徴収について
確定申告について
賞金システム
事故見舞金・
競走馬登録抹消給付金・付加金
クラブポイント利用規定
競走用馬ファンド会員規約
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レース登録

一口会員のシステム

2019年1歳募集馬（2018年産駒）一覧

募集馬ページの見方

現物出資

競走馬預託

愛馬出資

賞金分配

出走賞金

分配金愛馬情報

競走馬

月会費／競走馬出資金
維持費出資金／保険料出資金

愛馬状況報告

振込みホームページ運営
会報誌発送／会員サービス

美浦・栗東トレセン
関東・関西　JRA中央競馬
調教師（各廐舎預託） 
所属馬管理・調教

JRA
東京・中山・京都・阪神・福島・
新潟・中京・小倉・函館・札幌　

全国の地方競馬

会員の皆様

株式会社YGGホースクラブ
法人馬主・競走馬の管理運営／調教師との折衝

株式会社YGGオーナーズクラブ
競走馬の購入、顧客・情報管理

募集馬の情報
今回募集する馬の馬番号、募集
馬名、入廐予定先、性別、毛色、
生年月日を紹介しています。

血統解説
血統評論家の水上
学氏による血統解
説です。

母系情報
競走馬にとって母
系は大変重要な要
素となります。

募集馬の血統表

馬体診断
競馬雑誌編集長・
治郎丸敬之氏によ
る馬体診断です。

募集馬の価格
価格および保険料を記載
しています。

募集馬の写真
募集馬の全身を横・前・
後から撮影しています。
撮影は2019年8月下旬～
9月上旬に行いました。

牧場コメント

調教師コメント
クラブコメント

ブーケドロゼブルーの18
P4

No. 201801  

ノボレインボーの18
P6

No. 201802  

ピサノキャニオンの18
P8

No. 201803  

ハンドオブフェイトの18
P10

No. 201804  

アガサの18
P12

No. 201805  

ボムシェルの18
P14

No. 201806  

ブルーフェアプレーの18
P16

No. 201807  

マートンパークの18
P18

No. 201851  

ブルーインザスカイの18
P20

No. 201852  

シーユーサンデーの18
P22

No. 201853  

サトノアスカの18
P24

No. 201854  

デルマオサキの18
P26

No. 201855  

YEARLINGS 2019

募集馬写真撮影：©Photostud , ©松村勇
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血統表

Famiiy

Point

ブーケドロゼブルーの18
20,000円一口価格：

2018年3月6日生 │ 芦毛 │ 美浦・畠山吉宏廐舎 │ 加野牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201801

水 上 学 の
血 統 解 説

ブーケドロゼブルー（2007 青鹿 ロージズインメイ）2勝, カーネーションC
ポッシビリタース（2014 牡 鹿 プリサイスエンド）［兵庫･東海］2勝,○現
ブラウローゼット（2015 牡 青鹿 アイルハヴアナザー）1勝,［南関東］入着,○現
プラスアルファー（2017 牡 鹿 アイルハヴアナザー）［北海道］出走,○現

イセノトウショウ（1993 鹿 トウシヨウボーイ）
ガンジュライコー（1997 牡 黒鹿 リンドシェーバー）［北海道･兵庫］2勝
マイネルプリンス（1999 牡 鹿 シンボリルドルフ）1勝,種牡馬
キタノスリーナイン（2000 牡 鹿 ダイナガリバー）［南関東］1勝
コスモバルク（2001 牡 鹿 ザグレブ）4勝, セントライト記念 G2, 弥生賞 G2, ジャパンC G1 2着, 皐月

賞 G12着,Rたんぱ杯2歳S G3,シンガポール国際C G1,NAR2歳最優秀馬,NAR年度代表馬,
NAR最優秀ターフ馬,特別賞,NAR最優秀ターフ馬,NAR最優秀ターフ馬,NAR特別表彰馬

コスモローランド（2002 牡 鹿 シンボリルドルフ）出走,［兵庫］2勝
ブルーハピネス（2004 牝 青鹿 エイシンサンディ）出走

エルウェーオージャ（2008 セン 青 マイネルセレクト）1勝,［石川･兵庫･高知･南関東･東海］8
勝,兵庫ジュニアGP○交 Jpn2

ネクタルブルー（2010 牡 青鹿 マイネルセレクト）入着,［南関東］1勝
ユメウメサクラ（2012 牝 黒鹿 マイネルセレクト）［北海道･兵庫･南関東･東海］13勝
プリサイスブルー（2013 牝 鹿 プリサイスエンド）［北海道･南関東］2勝
ブルーグリュック（2014 牡 青鹿 プリサイスエンド）出走,［高知］2勝
デゴイチ（2015 牡 黒鹿 プリサイスエンド）［南関東］1勝
マリガン（2016 牡 黒鹿 プリサイスエンド）出走,［北海道･南関東］1勝

ブルーアンビシャス（2005 牡 青鹿 フサイチコンコルド）入着,［東海］2勝
ロゼブルー（2008 牝 鹿 ダンスインザダーク）出走,［東海］2勝
マイネルイルソーレ（2010 牡 黒鹿 プリサイスエンド）1勝

マルミチーフ（1987 鹿 ビツグデイザイアー）［石川］入着
フジノアサブキ（1992 牝 鹿 コトノアサブキ）［山形］1勝

トキワアイゼン（1981 鹿 キタノカチドキ）
ソーエームテキ（1988 牡 鹿 コトノアサブキ）3勝, NHK杯 G2 3着, 日本ダービー G1 5着,京都3歳S 

OP,種牡馬

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic
ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
メジロアサマ
シエリル
リマンド
メジロアイリス
The Minstrel
Cambretta
トライバルチーフ
アイアンルビー
Halo
Ballade
Raise a Cup
Li'l Puss
Prince John
Nuit de Folies
Clandestine
Retirement
Princely Gift
Suncourt
Your Host
Wisteria
トライバルチーフ
クリアヤメ
キタノカチドキ
トキノマサト

Halo：S4×M5 , トライバルチーフ：S5×M5

Halo

Wishing Well

デイクタス

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

プルラリズム

トクノエイテイー

Devil's Bag

Plenty O'Toole

Speak John

Secret Retreat

テスコボーイ

ソシアルバターフライ

ビツグデイザイアー

トキワアイゼン

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

パストラリズム

Devil His Due

Tell a Secret

トウシヨウボーイ

マルミチーフ

ステイゴールド
黒鹿毛　1994

ポイントフラッグ
芦毛　1998

ロージズインメイ
青鹿毛　2000

イセノトウショウ
鹿毛　1993

ゴールドシップ
芦毛　2009

ブーケドロゼブルー
青鹿毛　2007

父ゴールドシップは、本年初年度から重賞
勝ち馬を送り出し、種牡馬として期待通り
の好スタートを切った。本馬は、父がヘイ
ローとトライバルチーフの４×５、母が同じ
組み合わせの５×５ということで、かなり強
いクロスを持つ。そのため気性的には前向
きなところが出そうで、強いクロスの馬に
多いスピードタイプと思われる。ゴールド
シップ産駒のイメージとしては異色の、や
や短い所で走りそうな組成だ。本クラブで
はおなじみ、イセノトウショウの在来牝系で、
体質のタフさは折り紙付き。伯父にコスモ
バルクがいる。仕上がりは早く、順調なら
2歳夏から芝で戦線を賑わせてくれることを
期待したい。

まだ数少ないサンプルの中で言うのは気が
引けるのですが、ゴールドシップ産駒には
２つのタイプがあると考えています。ひとつ
はゴールドシップの特徴を受け継いでいる
タイプ、もうひとつはゴールドシップの父ス
テイゴールドのそれが隔世遺伝しているタ
イプです。前者であれば、雄大な馬体を有
しており、手脚も長く、大きなフットワーク
で走る。気性はズブくて、なかなか前に進
んで行かず、それゆえに追われてからジワ
ジワと伸びてバテない。後者であれば、馬
体はそれほど大きくないが、ビックリするよ
うなバネの強さとパワーがあって、一瞬の
脚の鋭さや心肺機能の高さで他馬を圧する。
そして、両者に共通するのは、気性の激し
さや難しさであり、それに伴う闘争心です。
個人的には、ブーケドロゼブルーの18は
前者だと見ています。芦毛だからというこ
とではなく、馬体が大きくなりそうというこ
とでもなく、ゴールドシップらしい武骨な雰
囲気をまとっているからです。前後躯にバ
ランス良く実が入って、首の長さや太さも
理想的です。胴部にはもっと長さが出ても
らいたいところですが、現状の馬体ですと
芝の2000m前後が適距離になるのではな
いでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

母ブーケドロゼブルーは自廐舎でやらせてもらいましたが、能力がある馬
で東京の芝1600ｍと芝1800ｍで２勝してくれました。その産駒である本
馬も距離の融通は利くのではないでしょうか。父ゴールドシップの産駒は
そんなに仕上がりが早いイメージはないので、長めの距離が増えてきてか
ら始動するかたちになるのではないかと思います。しかしながら、札幌２
歳ステークスでは父の産駒がワンツーを決めており、母のデビューも遅く
はありませんでしたから、本馬も順調にいけば早めの始動も可能でしょう。
ブーケドロゼブルーの仔をやらせていただいくことになり、血統的にすごく
楽しみにしています。

スラリと伸びた四肢と脚捌きの柔らかさが目を引く本馬。馬体に窮屈なところがなく、
良質な筋肉が付くべき余地を残しています。父ゴールシップ、伯父コスモバルクがそう
だったように、芝の中長距離路線を賑わせてくれることでしょう。これからどんどん白
く美しくなるであろう芦毛にも注目です。

調教師コメント（美浦・畠山吉宏調教師）

ロージズインメイの肌にステイゴールド系は相性がいいと思い配合を決め
ました。本馬は父ゴールドシップ譲りの気の強いところがあって、放牧地
では２本脚で立ち上がったりして群れのリーダーのような雰囲気を漂わせ
ていました。それでも人に対しては素直なところがあって、手入れなどで
苦労をしたことはありませんでした。馬体は母と父の良いところを受け継い
だような印象。体高は順調に伸びてくれています。普段から素軽い動きを
見せているので、芝で良いところが出るのではないかと思っています。ゆく
ゆくはクラシック路線に乗るような馬に育ってほしいですね。

生産牧場コメント（加野牧場・加野氏）

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

四代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。4



血統表

Famiiy

Point

ブーケドロゼブルーの18
20,000円一口価格：

2018年3月6日生 │ 芦毛 │ 美浦・畠山吉宏廐舎 │ 加野牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201801

水 上 学 の
血 統 解 説

ブーケドロゼブルー（2007 青鹿 ロージズインメイ）2勝, カーネーションC
ポッシビリタース（2014 牡 鹿 プリサイスエンド）［兵庫･東海］2勝,○現
ブラウローゼット（2015 牡 青鹿 アイルハヴアナザー）1勝,［南関東］入着,○現
プラスアルファー（2017 牡 鹿 アイルハヴアナザー）［北海道］出走,○現

イセノトウショウ（1993 鹿 トウシヨウボーイ）
ガンジュライコー（1997 牡 黒鹿 リンドシェーバー）［北海道･兵庫］2勝
マイネルプリンス（1999 牡 鹿 シンボリルドルフ）1勝,種牡馬
キタノスリーナイン（2000 牡 鹿 ダイナガリバー）［南関東］1勝
コスモバルク（2001 牡 鹿 ザグレブ）4勝, セントライト記念 G2, 弥生賞 G2, ジャパンC G1 2着, 皐月

賞 G12着,Rたんぱ杯2歳S G3,シンガポール国際C G1,NAR2歳最優秀馬,NAR年度代表馬,
NAR最優秀ターフ馬,特別賞,NAR最優秀ターフ馬,NAR最優秀ターフ馬,NAR特別表彰馬

コスモローランド（2002 牡 鹿 シンボリルドルフ）出走,［兵庫］2勝
ブルーハピネス（2004 牝 青鹿 エイシンサンディ）出走

エルウェーオージャ（2008 セン 青 マイネルセレクト）1勝,［石川･兵庫･高知･南関東･東海］8
勝,兵庫ジュニアGP○交 Jpn2

ネクタルブルー（2010 牡 青鹿 マイネルセレクト）入着,［南関東］1勝
ユメウメサクラ（2012 牝 黒鹿 マイネルセレクト）［北海道･兵庫･南関東･東海］13勝
プリサイスブルー（2013 牝 鹿 プリサイスエンド）［北海道･南関東］2勝
ブルーグリュック（2014 牡 青鹿 プリサイスエンド）出走,［高知］2勝
デゴイチ（2015 牡 黒鹿 プリサイスエンド）［南関東］1勝
マリガン（2016 牡 黒鹿 プリサイスエンド）出走,［北海道･南関東］1勝

ブルーアンビシャス（2005 牡 青鹿 フサイチコンコルド）入着,［東海］2勝
ロゼブルー（2008 牝 鹿 ダンスインザダーク）出走,［東海］2勝
マイネルイルソーレ（2010 牡 黒鹿 プリサイスエンド）1勝

マルミチーフ（1987 鹿 ビツグデイザイアー）［石川］入着
フジノアサブキ（1992 牝 鹿 コトノアサブキ）［山形］1勝

トキワアイゼン（1981 鹿 キタノカチドキ）
ソーエームテキ（1988 牡 鹿 コトノアサブキ）3勝, NHK杯 G2 3着, 日本ダービー G1 5着,京都3歳S 

OP,種牡馬

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic
ノーザンテースト
ロイヤルサツシユ
メジロアサマ
シエリル
リマンド
メジロアイリス
The Minstrel
Cambretta
トライバルチーフ
アイアンルビー
Halo
Ballade
Raise a Cup
Li'l Puss
Prince John
Nuit de Folies
Clandestine
Retirement
Princely Gift
Suncourt
Your Host
Wisteria
トライバルチーフ
クリアヤメ
キタノカチドキ
トキノマサト

Halo：S4×M5 , トライバルチーフ：S5×M5

Halo

Wishing Well

デイクタス

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

プルラリズム

トクノエイテイー

Devil's Bag

Plenty O'Toole

Speak John

Secret Retreat

テスコボーイ

ソシアルバターフライ

ビツグデイザイアー

トキワアイゼン

サンデーサイレンス

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

パストラリズム

Devil His Due

Tell a Secret

トウシヨウボーイ

マルミチーフ

ステイゴールド
黒鹿毛　1994

ポイントフラッグ
芦毛　1998

ロージズインメイ
青鹿毛　2000

イセノトウショウ
鹿毛　1993

ゴールドシップ
芦毛　2009

ブーケドロゼブルー
青鹿毛　2007

父ゴールドシップは、本年初年度から重賞
勝ち馬を送り出し、種牡馬として期待通り
の好スタートを切った。本馬は、父がヘイ
ローとトライバルチーフの４×５、母が同じ
組み合わせの５×５ということで、かなり強
いクロスを持つ。そのため気性的には前向
きなところが出そうで、強いクロスの馬に
多いスピードタイプと思われる。ゴールド
シップ産駒のイメージとしては異色の、や
や短い所で走りそうな組成だ。本クラブで
はおなじみ、イセノトウショウの在来牝系で、
体質のタフさは折り紙付き。伯父にコスモ
バルクがいる。仕上がりは早く、順調なら
2歳夏から芝で戦線を賑わせてくれることを
期待したい。

まだ数少ないサンプルの中で言うのは気が
引けるのですが、ゴールドシップ産駒には
２つのタイプがあると考えています。ひとつ
はゴールドシップの特徴を受け継いでいる
タイプ、もうひとつはゴールドシップの父ス
テイゴールドのそれが隔世遺伝しているタ
イプです。前者であれば、雄大な馬体を有
しており、手脚も長く、大きなフットワーク
で走る。気性はズブくて、なかなか前に進
んで行かず、それゆえに追われてからジワ
ジワと伸びてバテない。後者であれば、馬
体はそれほど大きくないが、ビックリするよ
うなバネの強さとパワーがあって、一瞬の
脚の鋭さや心肺機能の高さで他馬を圧する。
そして、両者に共通するのは、気性の激し
さや難しさであり、それに伴う闘争心です。
個人的には、ブーケドロゼブルーの18は
前者だと見ています。芦毛だからというこ
とではなく、馬体が大きくなりそうというこ
とでもなく、ゴールドシップらしい武骨な雰
囲気をまとっているからです。前後躯にバ
ランス良く実が入って、首の長さや太さも
理想的です。胴部にはもっと長さが出ても
らいたいところですが、現状の馬体ですと
芝の2000m前後が適距離になるのではな
いでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

母ブーケドロゼブルーは自廐舎でやらせてもらいましたが、能力がある馬
で東京の芝1600ｍと芝1800ｍで２勝してくれました。その産駒である本
馬も距離の融通は利くのではないでしょうか。父ゴールドシップの産駒は
そんなに仕上がりが早いイメージはないので、長めの距離が増えてきてか
ら始動するかたちになるのではないかと思います。しかしながら、札幌２
歳ステークスでは父の産駒がワンツーを決めており、母のデビューも遅く
はありませんでしたから、本馬も順調にいけば早めの始動も可能でしょう。
ブーケドロゼブルーの仔をやらせていただいくことになり、血統的にすごく
楽しみにしています。

スラリと伸びた四肢と脚捌きの柔らかさが目を引く本馬。馬体に窮屈なところがなく、
良質な筋肉が付くべき余地を残しています。父ゴールシップ、伯父コスモバルクがそう
だったように、芝の中長距離路線を賑わせてくれることでしょう。これからどんどん白
く美しくなるであろう芦毛にも注目です。

調教師コメント（美浦・畠山吉宏調教師）

ロージズインメイの肌にステイゴールド系は相性がいいと思い配合を決め
ました。本馬は父ゴールドシップ譲りの気の強いところがあって、放牧地
では２本脚で立ち上がったりして群れのリーダーのような雰囲気を漂わせ
ていました。それでも人に対しては素直なところがあって、手入れなどで
苦労をしたことはありませんでした。馬体は母と父の良いところを受け継い
だような印象。体高は順調に伸びてくれています。普段から素軽い動きを
見せているので、芝で良いところが出るのではないかと思っています。ゆく
ゆくはクラシック路線に乗るような馬に育ってほしいですね。

生産牧場コメント（加野牧場・加野氏）

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

四代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。 5



血統表

Famiiy

ノボレインボーの18
10,000円一口価格：

2018年4月5日生 │ 芦毛 │ 美浦・大和田成廐舎 │ サンバマウンテンファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,000万円】※2020年保険料 320円

募集馬番号　201802

水 上 学 の
血 統 解 説

ノボレインボー（2006 芦 ノボジャック）3勝
ノボサプライズ（2015 牝 栗 ノボトゥルー）出走,［北海道･東海］3勝,○現
ノボガンコ（2016 牝 鹿 ノボトゥルー）出走

ガルデーニエ（1998 芦 タマモクロス）2勝,［北海道･石川］入着
カミンスルーザライ（2003 牡 芦 アジュディケーティング）出走,［北海道］3勝
ジェットコマチ（2004 牝 鹿 ホワイトマズル）［南関東･東海］8勝
ユノエスクード（2008 牝 栗 トワイニング）［広島］4勝,
カシノレインボー（2009 牝 芦 スウェプトオーヴァーボード）出走,［佐賀･南関東］24勝
カシノグリップ（2010 牡 鹿 ブラックホーク）出走,［佐賀］3勝

クラシーグリーン（1986 栗 Vice Regent）［USA］出走
ノーバジェラソン（1990 牡 栗 ビゼンニシキ）［北関東］10勝
ビブラマリー（1991 牝 芦 パーフライト）［北関東］11勝
ビブラジュン（1992 牝 栗 ハープアイル）［大分･北関東］5勝
ビブラママン（1993 牝 栗 ハープアイル）［北海道･岩手･大分･佐賀］14勝
クラシーグロー（1997 牝 栗 キンググローリアス）

キタノカガヤキ（2002 牡 鹿 ロイヤルタッチ）［石川］10勝
オフィシャル（2003 牡 栗 ダンツシアトル）1勝, 釧路湿原特別 ［北海道］3勝

ケイティグリーン（2000 牝 鹿 タイトスポット）出走,［石川･東海］8勝,サラブレッドヤングCh
ケイティクラシー（2003 牝 栗 キンググローリアス）出走,［石川･兵庫･東海］18勝
ププッピドゥ（2016 牝 栗 エスポワールシチー）1勝,○現

Thasos（1982 鹿 Vaguely Noble）

Kamicia（1974 黒鹿 Kashmir）［USA･FR］4勝,ヴェルメイユ賞 G1,クリテリヨムデプーリッシュ G1,
ノネット賞 G3

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lyphard
Lady Rebecca
Busted
Highclere
Northern Dancer
Flaming Page
Round Table
Regal Gleam
Mill Reef
Hardiemma
Tennyson
Adele Toumignon
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
Mr.Prospector
Polite Lady
Drone
Naughty Intentions
フォルティノ
ズイシヨウ
シャトーゲイ
クインビー
Northern Dancer
Victoria Regina
Vaguely Noble
Kamicia

Vice Regent：M4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Nijinsky

Foreseer

Shirley Heights

Toute Cy

Deputy Minister

Mitterand

アフリート

Intently

シービークロス

グリーンシャトー

Vice Regent

Thasos

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Caerleon

Jabali 

フレンチデピュティ

フライトオブエンジェルス

タマモクロス 

クラシーグリーン

ディープインパクト
鹿毛　2002

カーラパワー
鹿毛　1998

ノボジャック
栗毛　1997

ガルデーニエ
芦毛　1998

ダノンシャーク
鹿毛　2008

ノボレインボー
芦毛　2006

2020年新種牡馬となるダノンシャークの初
年度産駒。ダノンシャークはディープインパ
クト産駒で、マイルを中心に切れ味を発揮
し安定した競走生活を送った。血統組成は
欧州の要素が強い馬で、おそらく産駒も芝
のマイルから短距離が主戦場となりそうだ。
母ノボレインボーは、ノボジャックの子らし
くダート短距離で3勝を挙げ、準オープンで
息の長い走りを見せていた。父が芝馬、母
がダート短距離という配合は、得てして軽
い馬場に強く、母のパワーが父方の切れを
長持ちさせる効果をもたらす傾向がある。
本格化までに少し時間はかかるかもしれな
いが、軌道に乗れば父母双方の長所だった
堅実さを武器に、長く楽しませてくれそうだ。

ディープインパクトの最大の後継者はどの馬
になるのかという議論になることがあります
が、僕は１頭の馬が後継者になるのではな
く、それぞれが棲み分けをしながら、網の
目のようにディープインパクト系を広げてい
くと信じています。ディープ産駒は母系の長
所が引き出されている馬ほど成功しやすく、
ダノンシャークも母父のカーリアンなどの母
系から受け継いだマイラーとしての資質を発
揮した馬でした。そして、産駒には自身の
母系の長所をそのまま伝える種牡馬になり
ますので、ダノンシャーク産駒は芝のマイル
から2000mぐらいまでを得意とするはずで
す。キングカメハメハでいう、ロードカナロ
アのような万能性を持った最大の後継者で
はなく、ディープの後継者たちは自分の母
系というバックグラウンドを専門性として、
一点突破して数多くが生き残っていくはずで
す。本馬はいかにもマイラーというバランス
の非常に良い馬体です。やや胴部が詰まっ
ていますので、芝の1400mからマイル戦が
適鞍でしょう。何よりもこの馬の良いところ
は、馬体にマイナス材料がなくて健康という
こと。顔つきからは気性の良さが伝わってき
ますし、しっかりとした腹袋は健康さを物語
っています。父のように長く走り続けてくれ
るのではないかと期待しています。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

馬体を見るとまだ小ぶりですが、バランスの取れた良い体をしているなと
いう印象です。歩きには柔らかみもあって、良い身のこなしをしてくれそう
ですね。気性が勝っていて前向きさがありそうな雰囲気なので、距離適性
としてはマイルから短距離向きなイメージをしています。コースは不問で芝
ダート問わずにこなしてくれるのではないかなと思っています。スピードが
ありそうなので、少し短めの距離でそのスピード能力を活かした競馬をし
て欲しいなと思います。クラブ所属馬を初めて預託していただくので、会
員の皆様に喜んでいただけるよう息の長い活躍をさせてあげたいですね。

調教師コメント（美浦・大和田成調教師）

本馬の姉のワールドエース産駒が良いかたちに出たので、ディープ系が合
いそうだと思いダノンシャークを配合しました。狙い通り良い馬が生まれて
くれて、生まれてすぐの体型がとても良かったのを覚えています。放牧地で
は周りを追い払いながら餌を食べるタイプで、幼いころから気性と食欲に
は強いものがありましたね。１歳夏の時点ではそこまで大きくありませんが、
母は馬格があるのでこれからの成長が期待できるでしょう。見た目や走り
っぷりからはダートが合うような印象ですが、条件を問わず、上のクラス
まで行って活躍してほしいです。

生産牧場コメント（サンバマウンテンファーム・矢野氏）

Point
幼さを残す立ち姿にも映りますが、その分、これからの成長に期待が膨らみます。放
牧地をしっかりと掴んで走るフットワークからは芝ダート不問の力強さが感じられ、首
を器用に使った歩様にはバランスの良さが現れています。脚元に狂いがなく健康状態
も良好そのもので、これから先たくさんのレースを見せてくれることでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。6



血統表

Famiiy

ノボレインボーの18
10,000円一口価格：

2018年4月5日生 │ 芦毛 │ 美浦・大和田成廐舎 │ サンバマウンテンファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,000万円】※2020年保険料 320円

募集馬番号　201802

水 上 学 の
血 統 解 説

ノボレインボー（2006 芦 ノボジャック）3勝
ノボサプライズ（2015 牝 栗 ノボトゥルー）出走,［北海道･東海］3勝,○現
ノボガンコ（2016 牝 鹿 ノボトゥルー）出走

ガルデーニエ（1998 芦 タマモクロス）2勝,［北海道･石川］入着
カミンスルーザライ（2003 牡 芦 アジュディケーティング）出走,［北海道］3勝
ジェットコマチ（2004 牝 鹿 ホワイトマズル）［南関東･東海］8勝
ユノエスクード（2008 牝 栗 トワイニング）［広島］4勝,
カシノレインボー（2009 牝 芦 スウェプトオーヴァーボード）出走,［佐賀･南関東］24勝
カシノグリップ（2010 牡 鹿 ブラックホーク）出走,［佐賀］3勝

クラシーグリーン（1986 栗 Vice Regent）［USA］出走
ノーバジェラソン（1990 牡 栗 ビゼンニシキ）［北関東］10勝
ビブラマリー（1991 牝 芦 パーフライト）［北関東］11勝
ビブラジュン（1992 牝 栗 ハープアイル）［大分･北関東］5勝
ビブラママン（1993 牝 栗 ハープアイル）［北海道･岩手･大分･佐賀］14勝
クラシーグロー（1997 牝 栗 キンググローリアス）

キタノカガヤキ（2002 牡 鹿 ロイヤルタッチ）［石川］10勝
オフィシャル（2003 牡 栗 ダンツシアトル）1勝, 釧路湿原特別 ［北海道］3勝

ケイティグリーン（2000 牝 鹿 タイトスポット）出走,［石川･東海］8勝,サラブレッドヤングCh
ケイティクラシー（2003 牝 栗 キンググローリアス）出走,［石川･兵庫･東海］18勝
ププッピドゥ（2016 牝 栗 エスポワールシチー）1勝,○現

Thasos（1982 鹿 Vaguely Noble）

Kamicia（1974 黒鹿 Kashmir）［USA･FR］4勝,ヴェルメイユ賞 G1,クリテリヨムデプーリッシュ G1,
ノネット賞 G3

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lyphard
Lady Rebecca
Busted
Highclere
Northern Dancer
Flaming Page
Round Table
Regal Gleam
Mill Reef
Hardiemma
Tennyson
Adele Toumignon
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
Mr.Prospector
Polite Lady
Drone
Naughty Intentions
フォルティノ
ズイシヨウ
シャトーゲイ
クインビー
Northern Dancer
Victoria Regina
Vaguely Noble
Kamicia

Vice Regent：M4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

Alzao

Burghclere

Nijinsky

Foreseer

Shirley Heights

Toute Cy

Deputy Minister

Mitterand

アフリート

Intently

シービークロス

グリーンシャトー

Vice Regent

Thasos

サンデーサイレンス

ウインドインハーヘア

Caerleon

Jabali 

フレンチデピュティ

フライトオブエンジェルス

タマモクロス 

クラシーグリーン

ディープインパクト
鹿毛　2002

カーラパワー
鹿毛　1998

ノボジャック
栗毛　1997

ガルデーニエ
芦毛　1998

ダノンシャーク
鹿毛　2008

ノボレインボー
芦毛　2006

2020年新種牡馬となるダノンシャークの初
年度産駒。ダノンシャークはディープインパ
クト産駒で、マイルを中心に切れ味を発揮
し安定した競走生活を送った。血統組成は
欧州の要素が強い馬で、おそらく産駒も芝
のマイルから短距離が主戦場となりそうだ。
母ノボレインボーは、ノボジャックの子らし
くダート短距離で3勝を挙げ、準オープンで
息の長い走りを見せていた。父が芝馬、母
がダート短距離という配合は、得てして軽
い馬場に強く、母のパワーが父方の切れを
長持ちさせる効果をもたらす傾向がある。
本格化までに少し時間はかかるかもしれな
いが、軌道に乗れば父母双方の長所だった
堅実さを武器に、長く楽しませてくれそうだ。

ディープインパクトの最大の後継者はどの馬
になるのかという議論になることがあります
が、僕は１頭の馬が後継者になるのではな
く、それぞれが棲み分けをしながら、網の
目のようにディープインパクト系を広げてい
くと信じています。ディープ産駒は母系の長
所が引き出されている馬ほど成功しやすく、
ダノンシャークも母父のカーリアンなどの母
系から受け継いだマイラーとしての資質を発
揮した馬でした。そして、産駒には自身の
母系の長所をそのまま伝える種牡馬になり
ますので、ダノンシャーク産駒は芝のマイル
から2000mぐらいまでを得意とするはずで
す。キングカメハメハでいう、ロードカナロ
アのような万能性を持った最大の後継者で
はなく、ディープの後継者たちは自分の母
系というバックグラウンドを専門性として、
一点突破して数多くが生き残っていくはずで
す。本馬はいかにもマイラーというバランス
の非常に良い馬体です。やや胴部が詰まっ
ていますので、芝の1400mからマイル戦が
適鞍でしょう。何よりもこの馬の良いところ
は、馬体にマイナス材料がなくて健康という
こと。顔つきからは気性の良さが伝わってき
ますし、しっかりとした腹袋は健康さを物語
っています。父のように長く走り続けてくれ
るのではないかと期待しています。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

馬体を見るとまだ小ぶりですが、バランスの取れた良い体をしているなと
いう印象です。歩きには柔らかみもあって、良い身のこなしをしてくれそう
ですね。気性が勝っていて前向きさがありそうな雰囲気なので、距離適性
としてはマイルから短距離向きなイメージをしています。コースは不問で芝
ダート問わずにこなしてくれるのではないかなと思っています。スピードが
ありそうなので、少し短めの距離でそのスピード能力を活かした競馬をし
て欲しいなと思います。クラブ所属馬を初めて預託していただくので、会
員の皆様に喜んでいただけるよう息の長い活躍をさせてあげたいですね。

調教師コメント（美浦・大和田成調教師）

本馬の姉のワールドエース産駒が良いかたちに出たので、ディープ系が合
いそうだと思いダノンシャークを配合しました。狙い通り良い馬が生まれて
くれて、生まれてすぐの体型がとても良かったのを覚えています。放牧地で
は周りを追い払いながら餌を食べるタイプで、幼いころから気性と食欲に
は強いものがありましたね。１歳夏の時点ではそこまで大きくありませんが、
母は馬格があるのでこれからの成長が期待できるでしょう。見た目や走り
っぷりからはダートが合うような印象ですが、条件を問わず、上のクラス
まで行って活躍してほしいです。

生産牧場コメント（サンバマウンテンファーム・矢野氏）

Point
幼さを残す立ち姿にも映りますが、その分、これからの成長に期待が膨らみます。放
牧地をしっかりと掴んで走るフットワークからは芝ダート不問の力強さが感じられ、首
を器用に使った歩様にはバランスの良さが現れています。脚元に狂いがなく健康状態
も良好そのもので、これから先たくさんのレースを見せてくれることでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。 7



血統表

Famiiy

ピサノキャニオンの18
20,000円一口価格：

2018年4月21日生 │ 鹿毛│ 美浦・武井亮廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201803

水 上 学 の
血 統 解 説

ピサノキャニオン（2000 鹿 サンデーサイレンス）2勝, ニセコ特別,［東海］1勝
シンキ（2007 牡 鹿 フレンチデピュティ）出走
レッドグランディス（2008 牡 黒鹿 タニノギムレット）出走
キャニオンランズ（2009 牝 青 シンボリクリスエス）出走,［岩手］4勝
キャニオンバレー（2010 牝 青鹿 シンボリクリスエス）4勝, 丹沢S, 麒麟山特別
ネオヴァシュラン（2012 牝 黒鹿 エンパイアメーカー）2勝
ブライトエンジェル（2014 牝 黒鹿 ハービンジャー）入着,［岩手］4勝,○現
ストイクス（2016 牝 黒鹿 ノヴェリスト）入着

オーパスワン（1991 鹿 Theatrical）3勝
エクシードワン（1999 牝 青鹿 ナリタブライアン）2勝, 湯沢特別
アナモリ（2005 牝 鹿 トワイニング）5勝, 内房S, 天王山特別,［南関東］出走
キングオブヘイロー（2006 牡 鹿 ゴールドアリュール）3勝, オーロラ特別, 伊良湖特別,［南関東］2勝

サンライズベガ（2004 牡 鹿 アドマイヤベガ）6勝, 小倉大賞典 G3, 京都新聞杯 G2 3着, 新潟記念 
G3 2着2回, 新潟大賞典 G3 3着, 新潟記念 G3 3着, 七夕賞 G3 3着

サンライズクラウド（2009 牡 鹿 ネオユニヴァース）1勝,［佐賀］2勝

ティルティング（1981 鹿 Seattle Slew）［USA］出走
Dawn Quixote（1987 牡 栗 Grey Dawn）［USA］6勝,パームビーチS G3,米フュチュリティS G1 

3着,ランプライターH G3 2着,チョイスH G3 3着
Seattle Morn（1990 牡 栗 Grey Dawn）［USA］8勝,イリノイダービー G2 2着,エクワポイズマイル 

G3 2着

Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Utrillo
Ethane
Tom Cat
Needlebug
Speak John
Blue Moon
Raise a Native
Be Suspicious
Olden Times
Teo Pepi
Harvest Singing
Wild Cloud
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Northern Dancer
Special
Sassafras
Sensibility
Bold Reasoning
My Charmer
Bold Bidder
Petite Rouge

Northern Dancer：S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Hawaii

T. C. Kitten

Hold Your Peace

Suspicious Native

Hagley

Short Winded

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Nureyev

ツリーオブノレッジ

Seattle Slew

Aldonza

Storm Cat

Island Kitty 

Meadowlake 

Shortley 

Halo 

Wishing Well 

Theatrical 

ティルティング

ヘネシー
栗毛　1993

Meadow Flyer 
鹿毛　1989

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

オーパスワン 
鹿毛　1991

ヘニーヒューズ
栗毛　2003

ピサノキャニオン
鹿毛　2000

父ヘニーヒューズの産駒は仕上がりの早さ
で知られ、朝日杯ＦＳ馬アジアエクスプレ
スを筆頭に、ファルコンＳ勝ち馬ヘニーハ
ウンド、兵庫ジュニアＧ勝ち馬ケイアイレオ
ーネなど、3歳春までに結果を出せる子を
輩出している。若駒のうちは芝でも走れる
が、基本的には産駒がダートマイル以下で
活躍する種牡馬だ。本馬の近親にはダート
で走った馬、あるいはサンライズベガのよ
うに小倉大賞典をはじめローカル芝重賞で
稼いだ馬もおり、適性は父方次第となりそ
う。ということは、ヘニーヒューズ産駒で
あることを踏まえると、活躍の舞台はダー
トとなりそうだ。底力のある牝系なので、
ダートでかなり上級へ行ける可能性が見込
める。

ヘニーヒューズはアメリカ産馬としては比較
的、スラリとしたバランスの良い馬体でした
が、その産駒は胴部が詰まって、全体的に
ガッチリとした体型の馬が多く誕生してい
ます。そのため、ダートの短距離を得意と
する、分かりやすい種牡馬として馬産地で
は人気を集めています。ところが、大物と
いうか、重賞クラスで活躍できるヘニーヒ
ューズ産駒、たとえばアジアエクスプレスや
モーニン、ワイドファラオなどの馬たちの馬
体を見ると、意外と手脚が長く、軽さがあ
ります。たとえば、アジアエクスプレスが芝
の朝日杯フューチュリティステークス、ワイ
ドファラオがニュージーランドトロフィーを
勝ったように、芝のレースでも走ることがで
きそうな、馬体全体のバランスが良い馬も
出ています。そのような視点で本馬を見て
みると、手脚がスラリと長く、馬体に窮屈
なところは全くないばかりか、トモにはパン
と張るような筋肉がつき、首もスラリと長い。
ヘニーヒューズの産駒としては、大物に出
る可能性のある馬体です。ダートで堅実に
稼ぐのであればサウスヴィグラス産駒です
が、一か八か大物を手にしてみたいと考え
る方には最適な馬です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

ヘニーヒューズ産駒はダートでも芝でも走っていますし、堅実に走るので
しっかり賞金を稼いでくれるというイメージを持っています。本馬を見ると、
いかにもヘニーヒューズだなという馬体をしていて、ダートのマイル戦あた
りで力を発揮してくれそうなタイプに見受けられます。芝の長いところやク
ラシック路線とは少し違うかもしれませんが、ダートで堅実に勝ち星を重
ねてくれるのではないでしょうか。たくさん走ってたくさん稼いでもらい、
会員の皆様に喜んでいただければいいなと思っています。

調教師コメント（美浦・武井亮調教師）

きょうだいの生誕時は母父サンデーサイレンスを彷彿させる、胴伸びのある
線のきれいな馬体で誕生し、その後成長するに従い、父馬の特徴を出して
きていました。本馬も生誕時から動きが柔らかく、一見華奢に思える馬体
で誕生し、牝馬らしい体の線がきれいな馬体に成長していきました。離乳後、
体の柔らかさはそのままに順調に成長し、１歳春先までは体高の伸びが目
立っていましたが、徐々に後肢の踏み込みが深くなり、夏にかけて歩様に
躍動感が出てきました。立ち姿は線のきれいな馬体に映りますが、トモに力
強さが加わり、動きに迫力が出てきています。まだまだ成長の余地を残す
馬体をしており、今後さらなるパワーアップが期待できます。父ヘニーヒュ
ーズは現在ダートでの活躍馬が目立っていますが、母父にサンデーサイレン
スを迎えたことで、ダートの期待値はもちろんのこと、馬体・血統からも芝
の中距離までをこなしてくれる競走馬に成長してくれることを期待しています。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。※1歳5月に右後肢飛節部OCDの骨片除去手術を行いました。すでに治癒しており、競走能力に影響はありません。

Point
アメリカ色の強い血統構成ながら、軽さを感じさせる馬体とフットワークにはサラブレ
ッドとしての奥深さを感じずにはいられません。無駄なことをしない賢さ、利発そうな
表情もセールスポイントと言えるでしょう。父ヘニーヒューズは芝ダートを問わず重賞
馬を輩出しており、本馬もそれに続く活躍を期待したくなります。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

ピサノキャニオンの18
20,000円一口価格：

2018年4月21日生 │ 鹿毛│ 美浦・武井亮廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201803

水 上 学 の
血 統 解 説

ピサノキャニオン（2000 鹿 サンデーサイレンス）2勝, ニセコ特別,［東海］1勝
シンキ（2007 牡 鹿 フレンチデピュティ）出走
レッドグランディス（2008 牡 黒鹿 タニノギムレット）出走
キャニオンランズ（2009 牝 青 シンボリクリスエス）出走,［岩手］4勝
キャニオンバレー（2010 牝 青鹿 シンボリクリスエス）4勝, 丹沢S, 麒麟山特別
ネオヴァシュラン（2012 牝 黒鹿 エンパイアメーカー）2勝
ブライトエンジェル（2014 牝 黒鹿 ハービンジャー）入着,［岩手］4勝,○現
ストイクス（2016 牝 黒鹿 ノヴェリスト）入着

オーパスワン（1991 鹿 Theatrical）3勝
エクシードワン（1999 牝 青鹿 ナリタブライアン）2勝, 湯沢特別
アナモリ（2005 牝 鹿 トワイニング）5勝, 内房S, 天王山特別,［南関東］出走
キングオブヘイロー（2006 牡 鹿 ゴールドアリュール）3勝, オーロラ特別, 伊良湖特別,［南関東］2勝

サンライズベガ（2004 牡 鹿 アドマイヤベガ）6勝, 小倉大賞典 G3, 京都新聞杯 G2 3着, 新潟記念 
G3 2着2回, 新潟大賞典 G3 3着, 新潟記念 G3 3着, 七夕賞 G3 3着

サンライズクラウド（2009 牡 鹿 ネオユニヴァース）1勝,［佐賀］2勝

ティルティング（1981 鹿 Seattle Slew）［USA］出走
Dawn Quixote（1987 牡 栗 Grey Dawn）［USA］6勝,パームビーチS G3,米フュチュリティS G1 

3着,ランプライターH G3 2着,チョイスH G3 3着
Seattle Morn（1990 牡 栗 Grey Dawn）［USA］8勝,イリノイダービー G2 2着,エクワポイズマイル 

G3 2着

Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Utrillo
Ethane
Tom Cat
Needlebug
Speak John
Blue Moon
Raise a Native
Be Suspicious
Olden Times
Teo Pepi
Harvest Singing
Wild Cloud
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
Northern Dancer
Special
Sassafras
Sensibility
Bold Reasoning
My Charmer
Bold Bidder
Petite Rouge

Northern Dancer：S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Hawaii

T. C. Kitten

Hold Your Peace

Suspicious Native

Hagley

Short Winded

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Nureyev

ツリーオブノレッジ

Seattle Slew

Aldonza

Storm Cat

Island Kitty 

Meadowlake 

Shortley 

Halo 

Wishing Well 

Theatrical 

ティルティング

ヘネシー
栗毛　1993

Meadow Flyer 
鹿毛　1989

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

オーパスワン 
鹿毛　1991

ヘニーヒューズ
栗毛　2003

ピサノキャニオン
鹿毛　2000

父ヘニーヒューズの産駒は仕上がりの早さ
で知られ、朝日杯ＦＳ馬アジアエクスプレ
スを筆頭に、ファルコンＳ勝ち馬ヘニーハ
ウンド、兵庫ジュニアＧ勝ち馬ケイアイレオ
ーネなど、3歳春までに結果を出せる子を
輩出している。若駒のうちは芝でも走れる
が、基本的には産駒がダートマイル以下で
活躍する種牡馬だ。本馬の近親にはダート
で走った馬、あるいはサンライズベガのよ
うに小倉大賞典をはじめローカル芝重賞で
稼いだ馬もおり、適性は父方次第となりそ
う。ということは、ヘニーヒューズ産駒で
あることを踏まえると、活躍の舞台はダー
トとなりそうだ。底力のある牝系なので、
ダートでかなり上級へ行ける可能性が見込
める。

ヘニーヒューズはアメリカ産馬としては比較
的、スラリとしたバランスの良い馬体でした
が、その産駒は胴部が詰まって、全体的に
ガッチリとした体型の馬が多く誕生してい
ます。そのため、ダートの短距離を得意と
する、分かりやすい種牡馬として馬産地で
は人気を集めています。ところが、大物と
いうか、重賞クラスで活躍できるヘニーヒ
ューズ産駒、たとえばアジアエクスプレスや
モーニン、ワイドファラオなどの馬たちの馬
体を見ると、意外と手脚が長く、軽さがあ
ります。たとえば、アジアエクスプレスが芝
の朝日杯フューチュリティステークス、ワイ
ドファラオがニュージーランドトロフィーを
勝ったように、芝のレースでも走ることがで
きそうな、馬体全体のバランスが良い馬も
出ています。そのような視点で本馬を見て
みると、手脚がスラリと長く、馬体に窮屈
なところは全くないばかりか、トモにはパン
と張るような筋肉がつき、首もスラリと長い。
ヘニーヒューズの産駒としては、大物に出
る可能性のある馬体です。ダートで堅実に
稼ぐのであればサウスヴィグラス産駒です
が、一か八か大物を手にしてみたいと考え
る方には最適な馬です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

ヘニーヒューズ産駒はダートでも芝でも走っていますし、堅実に走るので
しっかり賞金を稼いでくれるというイメージを持っています。本馬を見ると、
いかにもヘニーヒューズだなという馬体をしていて、ダートのマイル戦あた
りで力を発揮してくれそうなタイプに見受けられます。芝の長いところやク
ラシック路線とは少し違うかもしれませんが、ダートで堅実に勝ち星を重
ねてくれるのではないでしょうか。たくさん走ってたくさん稼いでもらい、
会員の皆様に喜んでいただければいいなと思っています。

調教師コメント（美浦・武井亮調教師）

きょうだいの生誕時は母父サンデーサイレンスを彷彿させる、胴伸びのある
線のきれいな馬体で誕生し、その後成長するに従い、父馬の特徴を出して
きていました。本馬も生誕時から動きが柔らかく、一見華奢に思える馬体
で誕生し、牝馬らしい体の線がきれいな馬体に成長していきました。離乳後、
体の柔らかさはそのままに順調に成長し、１歳春先までは体高の伸びが目
立っていましたが、徐々に後肢の踏み込みが深くなり、夏にかけて歩様に
躍動感が出てきました。立ち姿は線のきれいな馬体に映りますが、トモに力
強さが加わり、動きに迫力が出てきています。まだまだ成長の余地を残す
馬体をしており、今後さらなるパワーアップが期待できます。父ヘニーヒュ
ーズは現在ダートでの活躍馬が目立っていますが、母父にサンデーサイレン
スを迎えたことで、ダートの期待値はもちろんのこと、馬体・血統からも芝
の中距離までをこなしてくれる競走馬に成長してくれることを期待しています。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。※1歳5月に右後肢飛節部OCDの骨片除去手術を行いました。すでに治癒しており、競走能力に影響はありません。

Point
アメリカ色の強い血統構成ながら、軽さを感じさせる馬体とフットワークにはサラブレ
ッドとしての奥深さを感じずにはいられません。無駄なことをしない賢さ、利発そうな
表情もセールスポイントと言えるでしょう。父ヘニーヒューズは芝ダートを問わず重賞
馬を輩出しており、本馬もそれに続く活躍を期待したくなります。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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ハンドオブフェイトの18
14,000円一口価格：

2018年2月28日生 │ 栗毛 │ 美浦・田島俊明廐舎 │ 奥山博生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,400万円】※2020年保険料 448円

募集馬番号　201804

水 上 学 の
血 統 解 説

ハンドオブフェイト（2004 鹿 ジェイドロバリー）［GB］出走
キズマ（2009 牡 鹿 ディスクリートキャット）5勝, ペルセウスS ［L］2着, 昇竜S OP 2着
プロフェシー（2010 牡 栗 フジキセキ）出走,［北海道･佐賀］4勝
アサバスカ（2012 牝 黒鹿 コマンズ）入着,［岩手･南関東］3勝
ビービーアヴィド（2014 牡 黒鹿 パイロ）1勝,［北海道･高知］入着,○現
ヤマミライオン（2016 牡 鹿 ネオユニヴァース）［石川］1勝,○現

Destiny Dance（1986 鹿 Nijinsky）［USA･GB］4勝,シープスヘッドベイH G3
Dearly（1998 牝 鹿 Rahy）［IRE］3勝,ブランドフォードS G3

True Cause（2003 牡 栗 Storm Cat）［USA･GB］3勝,マックディアミダH G2 2着,レッドスミ
スH G2 2着z

Londolozi（2004 牝 黒鹿 Forest Wildcat）［GB］入着
K P Wildcat（2013 牝 黒鹿 Include）［USA］13勝,現役,ラカニャーダS G3 2着

Balletto（2002 牝 栗 ティンバーカントリー）［USA］3勝,フリゼットS G1 ,BCディスタフ G1 3着,ベルダ
ムS G1 2着,メイトロンS G1 2着,BCジュヴェナイルフィリーズ G1 2着,パーソナルエンサインS G1 2着
Villanesca（2009 牝 栗 Distorted Humor）［USA］4勝,バレリーナS G1 3着

Althea（1981 栗 Alydar）［USA］8勝,ハリウッドスターレットS G1,サンタスサーナS G1,アーカンソーダー
ビー G1,デルマーデビュタントS G2,ハリウッドジュヴェナイルCh G2,デルマーフュチュリティ G2
Aurora（1988 牝 鹿 Danzig）［USA］7勝,ボーゲイH G3 2着,

Arch（1995 牡 黒鹿 Kris S.）［USA］5勝,スーパーダービー G1,ファイエットS G3,種牡馬
Festival of Light（1997 セン 鹿 A.P. Indy）［UAE･USA］3勝,ゴドルフィンマイル G3
Antics（1998 牝 鹿 Unbridled）
アルビアーノ（2012 牝 鹿 Harlan's Holiday）4勝, スワンS G2, フラワーC G3, NHKマイル

C G1 2着, 高松宮記念 G1 3着, マイルChS G1 5着
Acoma（2005 牝 鹿 エンパイアメーカー）［USA］9勝,スピンスターS G1,ミセズリヴィアS G2

ヤマニンパラダイス（1992 牝 鹿 Danzig）4勝, 阪神3歳牝馬S G1, 京王杯スプリングC G2 3着, マイ
ラーズC G2 3着, 京都牝馬特別 G3 2着, 最優秀2歳牝馬
ヤマニンセラフィム（1999 牡 栗 サンデーサイレンス）3勝, 京成杯 G3,種牡馬

父ディスクリートキャットの産駒は、母方に
かかわらず、ダート適性が強く出る。距離
はマイル以下がベターだ。仕上がりが早く、
勝ち上がりがとても多い。本馬の母方は北
米の上質牝系で、全兄キズマはダート短距
離のオープンで活躍した実績のある好配合
だ。さらに近親には、ＢＣディスタフなどを
制した北米一流牝馬のバレット、一族には
スワンＳやフラワーCを制したアルビアーノ、
阪神ＪＦ（当時は阪神3歳牝馬Ｓ）を勝った
ヤマニンパラダイスらがいるというかなりの
良血だ。牝馬の方が出世する傾向があり、
この点も本馬への期待を膨らませてくれる。
ダートでの活躍は必至、仕上がりも早く、
実に楽しみな1頭だ。

種牡馬としてのディスクリートキャットには、
お尻が大きいという特徴があり、産駒には
筋肉量の多さをしっかりと伝えています。
筋肉がつきやすいということは、必ずしも
良い面だけではなく悪い面もあり、それは
動きが重くなってしまうということです。走
るために必要な筋肉量を超えてついてしま
うと、走りが鈍くなってしまうのは直感的
に理解してもらえるでしょう。アメリカ血統
の馬たちが早熟だと言われるゆえんは、年
齢を重ねるにつれて筋肉量が多くなってし
まい、速く走れなくなるということにありま
す。ディスクリートキャット産駒の本馬を見
てもらうと分かるように、この時期の牝馬
としては筋肉の豊富さやメリハリという点に
おいて目を見張るものがあります。背中か
ら腰、尻にかけてのトップラインも素晴らし
いです。そして何と言っても、父の最大の
長所であるお尻の大きさを受け継いでいま
す。現時点においては、非のつけどころの
ない好馬体を誇っていますね。胴部は詰ま
っているため、マイル戦は少し長くて
1400mまでのダート戦が主戦場となるは
ずです。精神的にも成熟しているので、で
きるだけ早い時期にデビューして、オープ
ンまで上り詰め、筋肉が重くなりすぎる前
にできるだけ稼いでもらいたいです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

１歳夏の段階としては、牝馬のわりに体格がいいなという印象があります。
牝系にはダートで活躍する馬が多いですし、本馬も馬格を生かしてダート
で走ってくれるタイプではないでしょうか。体が大きいので仕上がり早なタ
イプではないかもしれませんが、ダートの番組が増えてくる秋ごろのデビュ
ーがちょうどいいのかなと思っています。健康そうな体付きをしているのが
ポイントで、使い減りはしないような印象があります。中距離ダートをこな
してくれればレース選択には困らないので、長く楽しめる馬になるのではな
いでしょうか。

調教師コメント（美浦・田島俊明調教師）

仔出しの良さから馬産地で人気を集める父の日本繋養初年度産駒にあた
り、評判通り、産まれた当初からしっかりとした体つきが印象的でした。
生後３ヶ月より夜間放牧を行っており、精神面、基礎体力の強化に努めて
きました。人間に従順で全く手がかからず、性格的にもどっしりとしていま
す。健康状態、脚元に関しても何の心配もありません。飼葉喰いも良好で、
１歳秋を迎えてさらに身が詰まってくるものと思いますし、将来的には
400kg後半で競馬を迎えられるのではないかと思っています。父の持込
産駒であるエアハリファや全兄にあたるキズマ等がダートのマイル前後で結
果を出しているように、本馬にもダートのマイル路線での活躍を期待して
おります。さらに、気性の良さからもう少し距離は持つと思いますし、牝
馬限定の交流重賞などでも走りが見られたらと期待しています。

生産牧場コメント（奥山博氏）

Point
父譲りの筋肉質で雄大な馬体からは成長の確かさを感じられます。前向きな気性を有
しており、2歳戦から活躍できそうな素地を有しています。発達した胸前、大容量のト
モを見るとダートでの活躍を期待せずにはいられません。ダートの短距離戦で5勝を挙
げた全兄キズマのように、砂煙をあげて出世街道を駆け上がっていく姿が楽しみです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
His Majesty
Sun Colony
Dr. Fager
Bold Sequence
Sword Dancer
Kerala
Buckpasser
Intriguing
In Reality
Breakfast Bell
Tom Rolfe
Christmas Whishes
Native Dancer
Raise You
Nashua
Sequence
Northern Dancer
Flaming Page
Forli
Thong
Nearctic
Natalma
Bull Page
Flaring Top
Raise a Native
Sweet Tooth
Never Bend
Tulle

Nijinsky：M3×M4、Raise a Native：M4×M5、Northern Dancer：M4×S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Pleasant Colony

Surgery

Damascus

Numbered Account

Believe It

Bury the Hatchet

Raise a Native

Gold Digger

Nijinsky

Special

Northern Dancer

Flaming Page

Alydar

Courtly Dee

Storm Cat

Shared Interest 

Private Account 

Pretty Persuasive 

Mr.Prospector 

Number 

Nijinsky 

Althea 

Forestry 
鹿毛　1996

Pretty Discreet 
鹿毛 1992

ジェイドロバリー
黒鹿毛　1987

Destiny Dance 
鹿毛　1986

ディスクリートキャット
鹿毛　2003

ハンドオブフェイト
鹿毛　2004
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Famiiy

ハンドオブフェイトの18
14,000円一口価格：

2018年2月28日生 │ 栗毛 │ 美浦・田島俊明廐舎 │ 奥山博生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,400万円】※2020年保険料 448円

募集馬番号　201804

水 上 学 の
血 統 解 説

ハンドオブフェイト（2004 鹿 ジェイドロバリー）［GB］出走
キズマ（2009 牡 鹿 ディスクリートキャット）5勝, ペルセウスS ［L］2着, 昇竜S OP 2着
プロフェシー（2010 牡 栗 フジキセキ）出走,［北海道･佐賀］4勝
アサバスカ（2012 牝 黒鹿 コマンズ）入着,［岩手･南関東］3勝
ビービーアヴィド（2014 牡 黒鹿 パイロ）1勝,［北海道･高知］入着,○現
ヤマミライオン（2016 牡 鹿 ネオユニヴァース）［石川］1勝,○現

Destiny Dance（1986 鹿 Nijinsky）［USA･GB］4勝,シープスヘッドベイH G3
Dearly（1998 牝 鹿 Rahy）［IRE］3勝,ブランドフォードS G3

True Cause（2003 牡 栗 Storm Cat）［USA･GB］3勝,マックディアミダH G2 2着,レッドスミ
スH G2 2着z

Londolozi（2004 牝 黒鹿 Forest Wildcat）［GB］入着
K P Wildcat（2013 牝 黒鹿 Include）［USA］13勝,現役,ラカニャーダS G3 2着

Balletto（2002 牝 栗 ティンバーカントリー）［USA］3勝,フリゼットS G1 ,BCディスタフ G1 3着,ベルダ
ムS G1 2着,メイトロンS G1 2着,BCジュヴェナイルフィリーズ G1 2着,パーソナルエンサインS G1 2着
Villanesca（2009 牝 栗 Distorted Humor）［USA］4勝,バレリーナS G1 3着

Althea（1981 栗 Alydar）［USA］8勝,ハリウッドスターレットS G1,サンタスサーナS G1,アーカンソーダー
ビー G1,デルマーデビュタントS G2,ハリウッドジュヴェナイルCh G2,デルマーフュチュリティ G2
Aurora（1988 牝 鹿 Danzig）［USA］7勝,ボーゲイH G3 2着,

Arch（1995 牡 黒鹿 Kris S.）［USA］5勝,スーパーダービー G1,ファイエットS G3,種牡馬
Festival of Light（1997 セン 鹿 A.P. Indy）［UAE･USA］3勝,ゴドルフィンマイル G3
Antics（1998 牝 鹿 Unbridled）
アルビアーノ（2012 牝 鹿 Harlan's Holiday）4勝, スワンS G2, フラワーC G3, NHKマイル

C G1 2着, 高松宮記念 G1 3着, マイルChS G1 5着
Acoma（2005 牝 鹿 エンパイアメーカー）［USA］9勝,スピンスターS G1,ミセズリヴィアS G2

ヤマニンパラダイス（1992 牝 鹿 Danzig）4勝, 阪神3歳牝馬S G1, 京王杯スプリングC G2 3着, マイ
ラーズC G2 3着, 京都牝馬特別 G3 2着, 最優秀2歳牝馬
ヤマニンセラフィム（1999 牡 栗 サンデーサイレンス）3勝, 京成杯 G3,種牡馬

父ディスクリートキャットの産駒は、母方に
かかわらず、ダート適性が強く出る。距離
はマイル以下がベターだ。仕上がりが早く、
勝ち上がりがとても多い。本馬の母方は北
米の上質牝系で、全兄キズマはダート短距
離のオープンで活躍した実績のある好配合
だ。さらに近親には、ＢＣディスタフなどを
制した北米一流牝馬のバレット、一族には
スワンＳやフラワーCを制したアルビアーノ、
阪神ＪＦ（当時は阪神3歳牝馬Ｓ）を勝った
ヤマニンパラダイスらがいるというかなりの
良血だ。牝馬の方が出世する傾向があり、
この点も本馬への期待を膨らませてくれる。
ダートでの活躍は必至、仕上がりも早く、
実に楽しみな1頭だ。

種牡馬としてのディスクリートキャットには、
お尻が大きいという特徴があり、産駒には
筋肉量の多さをしっかりと伝えています。
筋肉がつきやすいということは、必ずしも
良い面だけではなく悪い面もあり、それは
動きが重くなってしまうということです。走
るために必要な筋肉量を超えてついてしま
うと、走りが鈍くなってしまうのは直感的
に理解してもらえるでしょう。アメリカ血統
の馬たちが早熟だと言われるゆえんは、年
齢を重ねるにつれて筋肉量が多くなってし
まい、速く走れなくなるということにありま
す。ディスクリートキャット産駒の本馬を見
てもらうと分かるように、この時期の牝馬
としては筋肉の豊富さやメリハリという点に
おいて目を見張るものがあります。背中か
ら腰、尻にかけてのトップラインも素晴らし
いです。そして何と言っても、父の最大の
長所であるお尻の大きさを受け継いでいま
す。現時点においては、非のつけどころの
ない好馬体を誇っていますね。胴部は詰ま
っているため、マイル戦は少し長くて
1400mまでのダート戦が主戦場となるは
ずです。精神的にも成熟しているので、で
きるだけ早い時期にデビューして、オープ
ンまで上り詰め、筋肉が重くなりすぎる前
にできるだけ稼いでもらいたいです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

１歳夏の段階としては、牝馬のわりに体格がいいなという印象があります。
牝系にはダートで活躍する馬が多いですし、本馬も馬格を生かしてダート
で走ってくれるタイプではないでしょうか。体が大きいので仕上がり早なタ
イプではないかもしれませんが、ダートの番組が増えてくる秋ごろのデビュ
ーがちょうどいいのかなと思っています。健康そうな体付きをしているのが
ポイントで、使い減りはしないような印象があります。中距離ダートをこな
してくれればレース選択には困らないので、長く楽しめる馬になるのではな
いでしょうか。

調教師コメント（美浦・田島俊明調教師）

仔出しの良さから馬産地で人気を集める父の日本繋養初年度産駒にあた
り、評判通り、産まれた当初からしっかりとした体つきが印象的でした。
生後３ヶ月より夜間放牧を行っており、精神面、基礎体力の強化に努めて
きました。人間に従順で全く手がかからず、性格的にもどっしりとしていま
す。健康状態、脚元に関しても何の心配もありません。飼葉喰いも良好で、
１歳秋を迎えてさらに身が詰まってくるものと思いますし、将来的には
400kg後半で競馬を迎えられるのではないかと思っています。父の持込
産駒であるエアハリファや全兄にあたるキズマ等がダートのマイル前後で結
果を出しているように、本馬にもダートのマイル路線での活躍を期待して
おります。さらに、気性の良さからもう少し距離は持つと思いますし、牝
馬限定の交流重賞などでも走りが見られたらと期待しています。

生産牧場コメント（奥山博氏）

Point
父譲りの筋肉質で雄大な馬体からは成長の確かさを感じられます。前向きな気性を有
しており、2歳戦から活躍できそうな素地を有しています。発達した胸前、大容量のト
モを見るとダートでの活躍を期待せずにはいられません。ダートの短距離戦で5勝を挙
げた全兄キズマのように、砂煙をあげて出世街道を駆け上がっていく姿が楽しみです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
His Majesty
Sun Colony
Dr. Fager
Bold Sequence
Sword Dancer
Kerala
Buckpasser
Intriguing
In Reality
Breakfast Bell
Tom Rolfe
Christmas Whishes
Native Dancer
Raise You
Nashua
Sequence
Northern Dancer
Flaming Page
Forli
Thong
Nearctic
Natalma
Bull Page
Flaring Top
Raise a Native
Sweet Tooth
Never Bend
Tulle

Nijinsky：M3×M4、Raise a Native：M4×M5、Northern Dancer：M4×S5×M5

Storm Bird

Terlingua

Pleasant Colony

Surgery

Damascus

Numbered Account

Believe It

Bury the Hatchet

Raise a Native

Gold Digger

Nijinsky

Special

Northern Dancer

Flaming Page

Alydar

Courtly Dee

Storm Cat

Shared Interest 

Private Account 

Pretty Persuasive 

Mr.Prospector 

Number 

Nijinsky 

Althea 

Forestry 
鹿毛　1996

Pretty Discreet 
鹿毛 1992

ジェイドロバリー
黒鹿毛　1987

Destiny Dance 
鹿毛　1986

ディスクリートキャット
鹿毛　2003

ハンドオブフェイト
鹿毛　2004
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アガサの18
12,000円一口価格：

2018年3月19日生 │ 青毛 │ 美浦・小野次郎廐舎 │ 前谷武志生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,200万円】※2020年保険料 384円

募集馬番号　201805

水 上 学 の
血 統 解 説

アガサ（2010 青 マンハッタンカフェ）1勝
チェリーレッド（2016 牝 青鹿 ヴァーミリアン）1勝,○現
イバル（2017 牡 青鹿 パイロ）出走,○現

ソプラニーノ（1997 栗 Theatrical）［IRE］1勝
オリーブブランチ（2002 牝 鹿 Machiavellian）出走
クイーンオリーブ（2008 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）4勝, 秩父特別, 熊野特別

My Darling One（1981 栗 Exclusive Native）［USA］5勝,ファンタジーS G1,フェアグラウンズオークス 
G3,ケンタッキーオークス G1 3着
Ostora（1986 牝 栗 Blushing Groom）［GB］入着

Labirinto（1998 セン 栗 Theatrical）［SPA･SWE･USA･FR］8勝,ストックホルム国際C G3
ミアカーラ（1988 牝 栗 Nijinsky）［FR］1勝
バーシャ（1989 牝 鹿 Chief's Crown）［GB］出走

ベルスリーブ（2005 牝 鹿 シンボリクリスエス）3勝
ベルラップ（2012 牡 鹿 ハーツクライ）3勝, R－NIKKEI杯京都2歳S G3, 黄菊賞

ハートレイク（1991 牡 栗 Nureyev）2勝, 安田記念 G1, 京王杯スプリングC G2,4勝,コンコルドS 
G3,香港国際ボウル G3 3着,種牡馬

Darling Flame（1993 牝 鹿 Capote）［USA･GB･FR］2勝,チェリーヒントンS G3 2着

父リオンディーズの初年度産駒となる。リ
オンディーズはいうまでもなく、母シーザリ
オが日米のオークスを勝った名牝で、半兄
エピファネイア、半弟サートゥルナーリアと
いう超良血である。そして本馬の母アガサ
は、牝系にケンタッキーオークス馬マイダ
ーリングワン、また安田記念を勝った英国
馬ハートレイク、京都2歳Ｓ勝ち馬ベルラッ
プ、上級条件で活躍したタカラサイレンス
らがいるという質の良い牝系で、リオンデ
ィーズの血がこの牝系の長所を覚醒できれ
ば、初年度から水準以上の活躍が見込め
る逸材である。2歳時から走った馬が一族
に多く、本馬も早くから勇姿を見せてくれ
るはずだ。

名牝シーザリオは競走馬としてはもちろん、
繁殖牝馬として最大級の功績を残していま
す。現時点で、自身の仔であるエピファネ
イア（父シンボリクリスエス）とリオンディー
ズ（父キングカメハメハ）は種牡馬となり、
サートゥルナーリア（父ロードカナロア）も
間違いなく種牡馬入りすることでしょう。年
間で200頭以上もの産駒を誕生させること
のできる種牡馬と比べ、１年でたった１頭し
か仔を生むことのできない繁殖牝馬が、す
でに３頭のG1ホースであり種牡馬を生み出
していることが驚きです。変なたとえ話です
が、もしシーザリオが牡馬であり種牡馬に
なったとしたら、どれだけの名馬と名牝がこ
の世に登場するかを想像するだけで、その
遺伝力と血の素晴らしさが分かるはずです。
シーザリオ系の１頭である父リオンディーズ
は、おそらく自身を強く伝える種牡馬なので
しょう、その特徴は産駒にもそのまま伝わ
っています。本馬もいかにもリオンディーズ
産駒らしく、馬体はコンパクトですが、トモ
の筋肉が強靭で、一瞬の爆発力で勝負をす
る馬体です。距離適性はマイルまでがベスト。
そして、シーザリオ系に共通している、燃え
るところのある気性も表情から見て取れます
ので、その闘争心を燃料にして、爆発的な
末脚を発揮してもらいましょう。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

この血統は初仔からよく見させてもらっていて、３番仔になる本馬も生ま
れた時から見ていた馬でした。生まれた時から良いイメージを持っていた
のですが、そのままのイメージを持って成長してくれています。ヴァーミリア
ン産駒の姉が廐舎におりますが、芝で走って距離も持つタイプ。本馬は父
がリオンディーズに変わって、よりスピードが増して芝に向くタイプになっ
ているのではないでしょうか。母アガサを管理していたのでとても思い入れ
がある血統です。私自身も期待しているので、ぜひ会員の皆様にも期待し
ていただければと思います。

調教師コメント（美浦・小野次郎調教師）

産駒のデキの良さが馬産地で評価され、種付け料・頭数ともに着実に上
昇する父のリオンディーズ。初年度産駒である本馬のボリューム感のある
筋肉質な馬体は、大地を力強く蹴り上げる強靭な脚捌きを実現しています。
放牧地で見せるフォームは見た目と同様にしなやかであり、それに加え生
まれ持った運動能力の高さで、瞬く間にトップスピードまで到達します。昼
夜放牧では常に他の馬を引き連れて駆け回る活発なところを見せています。
愛くるしい顔と人懐っこい性格に、ぜひ注目してほしいです。母アガサは２
歳新馬勝ち。姉チェリーレッドも２歳時に２戦目で勝利し、早い時期から
の活躍が期待できる血統背景です。母、姉と同じ廐舎に入廐予定なこと
も心強いですね。

生産牧場コメント（前谷武志氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
レディーシラオキ
Northern Dancer
Fairy Bridge
Habitat
Principia
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Alleged
Bold Bikini
Luciano
Suleika
Northern Dancer
Special
Sassafras
Sensibility
Raise a Native
Exclusive
Prince John
Marshua

サンデーサイレンス：M3×S4、Nureyev：M4×S5、Raise a Native：S5×M5、Northern Dancer：S5×M5 

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

Halo

Wishing Well

Law Society

Santa Luciana

Nureyev

ツリーオブノレッジ

Exclusive Native

Princess Marshua

Kingmambo

マンファス

スペシャルウィーク 

キロフプリミエール

サンデーサイレンス

サトルチェンジ

Theatrical 

My Darling One 

キングカメハメハ 
鹿毛　2001

シーザリオ 
青毛　2002

マンハッタンカフェ 
青鹿毛　1998

ソプラニーノ
栗毛　1997

リオンディーズ 
黒鹿毛　2013

アガサ 
青毛　2010

Point
超良血馬にして２歳GⅠを制した父の初年度産駒です。馬産地では産駒のデキの良さ
に注目が集まっているように、本馬の均整の取れた馬体にも光るものを秘めているの
がわかります。垢抜けない立ち姿をしていますが、血統に裏打ちされた確かな成長力
で、競馬場でビルドアップした姿を見せてくれるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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アガサの18
12,000円一口価格：

2018年3月19日生 │ 青毛 │ 美浦・小野次郎廐舎 │ 前谷武志生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,200万円】※2020年保険料 384円

募集馬番号　201805

水 上 学 の
血 統 解 説

アガサ（2010 青 マンハッタンカフェ）1勝
チェリーレッド（2016 牝 青鹿 ヴァーミリアン）1勝,○現
イバル（2017 牡 青鹿 パイロ）出走,○現

ソプラニーノ（1997 栗 Theatrical）［IRE］1勝
オリーブブランチ（2002 牝 鹿 Machiavellian）出走
クイーンオリーブ（2008 牝 青鹿 マンハッタンカフェ）4勝, 秩父特別, 熊野特別

My Darling One（1981 栗 Exclusive Native）［USA］5勝,ファンタジーS G1,フェアグラウンズオークス 
G3,ケンタッキーオークス G1 3着
Ostora（1986 牝 栗 Blushing Groom）［GB］入着

Labirinto（1998 セン 栗 Theatrical）［SPA･SWE･USA･FR］8勝,ストックホルム国際C G3
ミアカーラ（1988 牝 栗 Nijinsky）［FR］1勝
バーシャ（1989 牝 鹿 Chief's Crown）［GB］出走

ベルスリーブ（2005 牝 鹿 シンボリクリスエス）3勝
ベルラップ（2012 牡 鹿 ハーツクライ）3勝, R－NIKKEI杯京都2歳S G3, 黄菊賞

ハートレイク（1991 牡 栗 Nureyev）2勝, 安田記念 G1, 京王杯スプリングC G2,4勝,コンコルドS 
G3,香港国際ボウル G3 3着,種牡馬

Darling Flame（1993 牝 鹿 Capote）［USA･GB･FR］2勝,チェリーヒントンS G3 2着

父リオンディーズの初年度産駒となる。リ
オンディーズはいうまでもなく、母シーザリ
オが日米のオークスを勝った名牝で、半兄
エピファネイア、半弟サートゥルナーリアと
いう超良血である。そして本馬の母アガサ
は、牝系にケンタッキーオークス馬マイダ
ーリングワン、また安田記念を勝った英国
馬ハートレイク、京都2歳Ｓ勝ち馬ベルラッ
プ、上級条件で活躍したタカラサイレンス
らがいるという質の良い牝系で、リオンデ
ィーズの血がこの牝系の長所を覚醒できれ
ば、初年度から水準以上の活躍が見込め
る逸材である。2歳時から走った馬が一族
に多く、本馬も早くから勇姿を見せてくれ
るはずだ。

名牝シーザリオは競走馬としてはもちろん、
繁殖牝馬として最大級の功績を残していま
す。現時点で、自身の仔であるエピファネ
イア（父シンボリクリスエス）とリオンディー
ズ（父キングカメハメハ）は種牡馬となり、
サートゥルナーリア（父ロードカナロア）も
間違いなく種牡馬入りすることでしょう。年
間で200頭以上もの産駒を誕生させること
のできる種牡馬と比べ、１年でたった１頭し
か仔を生むことのできない繁殖牝馬が、す
でに３頭のG1ホースであり種牡馬を生み出
していることが驚きです。変なたとえ話です
が、もしシーザリオが牡馬であり種牡馬に
なったとしたら、どれだけの名馬と名牝がこ
の世に登場するかを想像するだけで、その
遺伝力と血の素晴らしさが分かるはずです。
シーザリオ系の１頭である父リオンディーズ
は、おそらく自身を強く伝える種牡馬なので
しょう、その特徴は産駒にもそのまま伝わ
っています。本馬もいかにもリオンディーズ
産駒らしく、馬体はコンパクトですが、トモ
の筋肉が強靭で、一瞬の爆発力で勝負をす
る馬体です。距離適性はマイルまでがベスト。
そして、シーザリオ系に共通している、燃え
るところのある気性も表情から見て取れます
ので、その闘争心を燃料にして、爆発的な
末脚を発揮してもらいましょう。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

この血統は初仔からよく見させてもらっていて、３番仔になる本馬も生ま
れた時から見ていた馬でした。生まれた時から良いイメージを持っていた
のですが、そのままのイメージを持って成長してくれています。ヴァーミリア
ン産駒の姉が廐舎におりますが、芝で走って距離も持つタイプ。本馬は父
がリオンディーズに変わって、よりスピードが増して芝に向くタイプになっ
ているのではないでしょうか。母アガサを管理していたのでとても思い入れ
がある血統です。私自身も期待しているので、ぜひ会員の皆様にも期待し
ていただければと思います。

調教師コメント（美浦・小野次郎調教師）

産駒のデキの良さが馬産地で評価され、種付け料・頭数ともに着実に上
昇する父のリオンディーズ。初年度産駒である本馬のボリューム感のある
筋肉質な馬体は、大地を力強く蹴り上げる強靭な脚捌きを実現しています。
放牧地で見せるフォームは見た目と同様にしなやかであり、それに加え生
まれ持った運動能力の高さで、瞬く間にトップスピードまで到達します。昼
夜放牧では常に他の馬を引き連れて駆け回る活発なところを見せています。
愛くるしい顔と人懐っこい性格に、ぜひ注目してほしいです。母アガサは２
歳新馬勝ち。姉チェリーレッドも２歳時に２戦目で勝利し、早い時期から
の活躍が期待できる血統背景です。母、姉と同じ廐舎に入廐予定なこと
も心強いですね。

生産牧場コメント（前谷武志氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Halo
Wishing Well
マルゼンスキー
レディーシラオキ
Northern Dancer
Fairy Bridge
Habitat
Principia
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Alleged
Bold Bikini
Luciano
Suleika
Northern Dancer
Special
Sassafras
Sensibility
Raise a Native
Exclusive
Prince John
Marshua

サンデーサイレンス：M3×S4、Nureyev：M4×S5、Raise a Native：S5×M5、Northern Dancer：S5×M5 

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

サンデーサイレンス

キャンペンガール

Sadler's Wells

Querida

Halo

Wishing Well

Law Society

Santa Luciana

Nureyev

ツリーオブノレッジ

Exclusive Native

Princess Marshua

Kingmambo

マンファス

スペシャルウィーク 

キロフプリミエール

サンデーサイレンス

サトルチェンジ

Theatrical 

My Darling One 

キングカメハメハ 
鹿毛　2001

シーザリオ 
青毛　2002

マンハッタンカフェ 
青鹿毛　1998

ソプラニーノ
栗毛　1997

リオンディーズ 
黒鹿毛　2013

アガサ 
青毛　2010

Point
超良血馬にして２歳GⅠを制した父の初年度産駒です。馬産地では産駒のデキの良さ
に注目が集まっているように、本馬の均整の取れた馬体にも光るものを秘めているの
がわかります。垢抜けない立ち姿をしていますが、血統に裏打ちされた確かな成長力
で、競馬場でビルドアップした姿を見せてくれるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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Famiiy

ボムシェルの18
8,000円一口価格：

2018年3月1日生 │ 栗毛 │ 美浦・畠山吉宏廐舎 │ エムエム、ヤマダファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 800万円】※2020年保険料 256円

募集馬番号　201806

水 上 学 の
血 統 解 説

ボムシェル（2003 栃栗 キャプテンスティーヴ）2勝, 飛竜特別 500万下
ビルバオ（2011 牝 青鹿 ワイルドラッシュ）出走,［高知］1勝
ケンブリッジノア（2012 牝 栃栗 パイロ）出走
アジロ（2013 牝 栗 タイキシャトル）入着,［東海］3勝
マイネルトルペード（2014 牡 栗 キャプテントゥーレ）入着,［佐賀］出走,○現
ミスターエフワン（2015 牡 鹿 モンテロッソ（GB））出走,［佐賀］1勝
ファンシャン（2016 牝 栃栗 トーセンラー）1勝,○現
マオノドラジェ（2017 牝 栗 タイムパラドックス）,○現

マチカネナナエヤエ（1995 鹿 Rahy）1勝
マイネルオクテット（2001 牡 鹿 バブルガムフェロー）1勝,［南関東］出走

ウイダード（1980 黒鹿 Mr. Prospector）［GB］2勝,クイーンメアリーS G2,フライイングチルダーズS G2 3着
Tahdeed（1990 牡 栗 Shadeed）［IRE･GB］3勝
Chieftress（1992 牝 栗 Chief's Crown）

Futuristic（1995 セン 栗 Future Storm）［USA］4勝,サンラファエルS G2 3着
Deed of Love（1993 牡 黒鹿 Shadeed）［IRE･USA］3勝
バズライン（2001 牡 栗 バトルライン）3勝, 御池特別

Attache Case（1970 鹿 Diplomat Way）［USA］5勝
［曾孫］エフワンナカヤマ（1995 牡 鹿 Skip Trial）2勝, 京成杯 G3 2着

Songandaprayer（1998 牡 鹿 Unbridled's Song）［USA］3勝,ファウンテンオヴユースS G1,ブ
ルーグラスS G1 2着,ジャージーショアS G3 3着,種牡馬

父カレンブラックヒルは現役時、3歳1月デ
ビューと仕上がりは遅れたが、そこから5
連勝。その中にはニュージーランドＴ、ＮＨ
ＫマイルＣ、毎日王冠と3つの重賞を含んで
いる。当時の安定感とそつのないレースぶ
りは、まぎれもなく現役最強マイラーのレ
ベルに達していた。本馬の母は新潟直線競
馬での特別勝ちもあるスピード血統で、
代々短距離色の濃い血を重ねられている。
父はマイラーだったが、スピードがより強
調された配合で、おそらく1400ｍ以下で
の活躍となるだろう。適性が芝ダートどち
らに出るかは分からないが、息の長い走り
はできそうだ。仕上がりは少し遅めかもし
れない。

新種牡馬カレンブラックヒルの父ダイワメジ
ャーの産駒は、走る馬もそうでない馬も、
同じような馬体の特徴を示すため、細かな
差異がほとんどありませんでした。金太郎
飴のようでもあり、とても安定的に確実に、
自身の特徴を伝えました。産駒の馬体を見
ると、父ダイワメジャーのそれをコピーペー
ストしたように感じるぐらいの分かりやすさ
です。具体的には、骨格が雄大で、がっし
りとした設計になっていること。筋肉量が豊
富であること。額から鼻梁にかけて曲線を
描くように膨れた兎頭。牡馬牝馬を問わず、
腹袋がしっかりとしていて、いかにも健康そ
うであること。脚元が丈夫な馬が多く、調
教でも必要な負荷を掛けることができ、し
かも仕上がりが早い。カレンブラックヒルは
ダイワメジャー産駒としては、やや異質な前
駆が勝っていて、コロンとした馬体が特徴
でした。しかし、その産駒たちを見る限り、
自身の特徴を安定的に確実に伝えるところ
はしっかりと受け継いでいるようです。毛色
こそ違え、父カレンブラックヒルに似た馬体
で、顔つきからしっかりした腹袋、おそらく
仕上がりの早さや脚元の健康さも伝わって
いるのではないでしょうか。早い時期からデ
ビューして、マイル戦を中心にスピードを生
かした走りを見せてくれるはずです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

トーセンラー産駒の姉を管理していますが、本馬は父がカレンブラックヒ
ルに変わっても雰囲気が似ていますね。どうやら母系の特徴が出ているよ
うな印象で、そうなると距離的には短いところが主戦場になるのではない
かと思います。半姉はスピードを生かして堅実に走ってくれるタイプで、早
い時期に勝ち上がってくれました。本馬も半姉と同様の育成過程になる予
定で、移動した先の育成場では『半姉に似ている』との評価。夏の北海道
開催で勝ち上がった半姉を意識するわけではないですが、早い段階での
デビュー、そして勝ち上がりを実現させて、さらに上のクラスを目指したい
と思っています。

調教師コメント（美浦・畠山吉宏調教師）

ダート馬が多い母系ですが、芝馬を配合するとかたちの良い馬が出る傾向
にあるのでカレンブラックヒルを相手に選びました。直線競馬や短距離戦
で勝ち星を挙げたスピードタイプの母にカレンブラックヒルですから、小細
工なしにスピードで勝負できるような馬になってくれるのではないでしょう
か。今の競馬には、早い時期からスピードで勝負できる馬には利点がある
と思っています。幼いころからしっかり手を掛けて育ててきたので、扱いや
すい馬に育ってくれていますよ。しっかりと我慢が利きますが、それでいて
スイッチが入るとピリッとしたところを見せるので競走馬向きの性格をして
いると思います。早い時期から走れる血統ということもあって、２歳戦から
バリバリ走ってほしいですね。

生産牧場コメント（エムエム、ヤマダファーム 山田氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Lady Victoria
Crimson Satan
Consentida
Fappiano
Gana Facil
Drone
Chateaupavia
Storm Bird
Terlingua
Great Nephew
Tananarive
Damascus
Resolver
Stevward
Dancing Lark
Northern Dancer
Victoria Regina
Jacinto
Alotoffun
Red God
Runaway Bride
Halo
Ballade
Raise a Native
Gold Digger
Diplomat Way
Old Bess

Halo：S4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

ノーザンテースト

スカーレットインク

Unbridled

Buzz My Bell

Storm Cat

Mrs. Penny

Time for a Change

Free to Fly

Vice Regent

Sparkling Topaz

Blushing Groom

Glorious Song

Mr.Prospector

Attache Case

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ 

Grindstone 

Penny's Valentine 

Fly So Free 

Sparkling Delite 

Rahy 

ウイダード

ダイワメジャー 
栗毛　2001

チャールストンハーバー
鹿毛　1998

キャプテンスティーヴ
栃栗毛　1997

マチカネナナエヤエ
鹿毛　1995

カレンブラックヒル 
黒鹿毛　2009

ボムシェル 
栃栗毛　2003

Point
適度にシェイプアップされた馬体を持つ本馬は、放牧地で見せていたスピード感のあ
る走りが武器になりそうです。直線1000ｍの競馬を勝利した母を筆頭に、近親には
短距離で結果を出した馬が多数。順調に育成が進むにつれて、２歳の夏から競馬場
を疾走する姿が鮮明になってくるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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Famiiy

ボムシェルの18
8,000円一口価格：

2018年3月1日生 │ 栗毛 │ 美浦・畠山吉宏廐舎 │ エムエム、ヤマダファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 800万円】※2020年保険料 256円

募集馬番号　201806

水 上 学 の
血 統 解 説

ボムシェル（2003 栃栗 キャプテンスティーヴ）2勝, 飛竜特別 500万下
ビルバオ（2011 牝 青鹿 ワイルドラッシュ）出走,［高知］1勝
ケンブリッジノア（2012 牝 栃栗 パイロ）出走
アジロ（2013 牝 栗 タイキシャトル）入着,［東海］3勝
マイネルトルペード（2014 牡 栗 キャプテントゥーレ）入着,［佐賀］出走,○現
ミスターエフワン（2015 牡 鹿 モンテロッソ（GB））出走,［佐賀］1勝
ファンシャン（2016 牝 栃栗 トーセンラー）1勝,○現
マオノドラジェ（2017 牝 栗 タイムパラドックス）,○現

マチカネナナエヤエ（1995 鹿 Rahy）1勝
マイネルオクテット（2001 牡 鹿 バブルガムフェロー）1勝,［南関東］出走

ウイダード（1980 黒鹿 Mr. Prospector）［GB］2勝,クイーンメアリーS G2,フライイングチルダーズS G2 3着
Tahdeed（1990 牡 栗 Shadeed）［IRE･GB］3勝
Chieftress（1992 牝 栗 Chief's Crown）

Futuristic（1995 セン 栗 Future Storm）［USA］4勝,サンラファエルS G2 3着
Deed of Love（1993 牡 黒鹿 Shadeed）［IRE･USA］3勝
バズライン（2001 牡 栗 バトルライン）3勝, 御池特別

Attache Case（1970 鹿 Diplomat Way）［USA］5勝
［曾孫］エフワンナカヤマ（1995 牡 鹿 Skip Trial）2勝, 京成杯 G3 2着

Songandaprayer（1998 牡 鹿 Unbridled's Song）［USA］3勝,ファウンテンオヴユースS G1,ブ
ルーグラスS G1 2着,ジャージーショアS G3 3着,種牡馬

父カレンブラックヒルは現役時、3歳1月デ
ビューと仕上がりは遅れたが、そこから5
連勝。その中にはニュージーランドＴ、ＮＨ
ＫマイルＣ、毎日王冠と3つの重賞を含んで
いる。当時の安定感とそつのないレースぶ
りは、まぎれもなく現役最強マイラーのレ
ベルに達していた。本馬の母は新潟直線競
馬での特別勝ちもあるスピード血統で、
代々短距離色の濃い血を重ねられている。
父はマイラーだったが、スピードがより強
調された配合で、おそらく1400ｍ以下で
の活躍となるだろう。適性が芝ダートどち
らに出るかは分からないが、息の長い走り
はできそうだ。仕上がりは少し遅めかもし
れない。

新種牡馬カレンブラックヒルの父ダイワメジ
ャーの産駒は、走る馬もそうでない馬も、
同じような馬体の特徴を示すため、細かな
差異がほとんどありませんでした。金太郎
飴のようでもあり、とても安定的に確実に、
自身の特徴を伝えました。産駒の馬体を見
ると、父ダイワメジャーのそれをコピーペー
ストしたように感じるぐらいの分かりやすさ
です。具体的には、骨格が雄大で、がっし
りとした設計になっていること。筋肉量が豊
富であること。額から鼻梁にかけて曲線を
描くように膨れた兎頭。牡馬牝馬を問わず、
腹袋がしっかりとしていて、いかにも健康そ
うであること。脚元が丈夫な馬が多く、調
教でも必要な負荷を掛けることができ、し
かも仕上がりが早い。カレンブラックヒルは
ダイワメジャー産駒としては、やや異質な前
駆が勝っていて、コロンとした馬体が特徴
でした。しかし、その産駒たちを見る限り、
自身の特徴を安定的に確実に伝えるところ
はしっかりと受け継いでいるようです。毛色
こそ違え、父カレンブラックヒルに似た馬体
で、顔つきからしっかりした腹袋、おそらく
仕上がりの早さや脚元の健康さも伝わって
いるのではないでしょうか。早い時期からデ
ビューして、マイル戦を中心にスピードを生
かした走りを見せてくれるはずです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

トーセンラー産駒の姉を管理していますが、本馬は父がカレンブラックヒ
ルに変わっても雰囲気が似ていますね。どうやら母系の特徴が出ているよ
うな印象で、そうなると距離的には短いところが主戦場になるのではない
かと思います。半姉はスピードを生かして堅実に走ってくれるタイプで、早
い時期に勝ち上がってくれました。本馬も半姉と同様の育成過程になる予
定で、移動した先の育成場では『半姉に似ている』との評価。夏の北海道
開催で勝ち上がった半姉を意識するわけではないですが、早い段階での
デビュー、そして勝ち上がりを実現させて、さらに上のクラスを目指したい
と思っています。

調教師コメント（美浦・畠山吉宏調教師）

ダート馬が多い母系ですが、芝馬を配合するとかたちの良い馬が出る傾向
にあるのでカレンブラックヒルを相手に選びました。直線競馬や短距離戦
で勝ち星を挙げたスピードタイプの母にカレンブラックヒルですから、小細
工なしにスピードで勝負できるような馬になってくれるのではないでしょう
か。今の競馬には、早い時期からスピードで勝負できる馬には利点がある
と思っています。幼いころからしっかり手を掛けて育ててきたので、扱いや
すい馬に育ってくれていますよ。しっかりと我慢が利きますが、それでいて
スイッチが入るとピリッとしたところを見せるので競走馬向きの性格をして
いると思います。早い時期から走れる血統ということもあって、２歳戦から
バリバリ走ってほしいですね。

生産牧場コメント（エムエム、ヤマダファーム 山田氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

血統表
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Lady Victoria
Crimson Satan
Consentida
Fappiano
Gana Facil
Drone
Chateaupavia
Storm Bird
Terlingua
Great Nephew
Tananarive
Damascus
Resolver
Stevward
Dancing Lark
Northern Dancer
Victoria Regina
Jacinto
Alotoffun
Red God
Runaway Bride
Halo
Ballade
Raise a Native
Gold Digger
Diplomat Way
Old Bess

Halo：S4×M5、Northern Dancer：S5×M5

Halo

Wishing Well

ノーザンテースト

スカーレットインク

Unbridled

Buzz My Bell

Storm Cat

Mrs. Penny

Time for a Change

Free to Fly

Vice Regent

Sparkling Topaz

Blushing Groom

Glorious Song

Mr.Prospector

Attache Case

サンデーサイレンス

スカーレットブーケ 

Grindstone 

Penny's Valentine 

Fly So Free 

Sparkling Delite 

Rahy 

ウイダード

ダイワメジャー 
栗毛　2001

チャールストンハーバー
鹿毛　1998

キャプテンスティーヴ
栃栗毛　1997

マチカネナナエヤエ
鹿毛　1995

カレンブラックヒル 
黒鹿毛　2009

ボムシェル 
栃栗毛　2003

Point
適度にシェイプアップされた馬体を持つ本馬は、放牧地で見せていたスピード感のあ
る走りが武器になりそうです。直線1000ｍの競馬を勝利した母を筆頭に、近親には
短距離で結果を出した馬が多数。順調に育成が進むにつれて、２歳の夏から競馬場
を疾走する姿が鮮明になってくるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

15



血統表

Famiiy

ブルーフェアプレーの18
0円一口価格：

2018年3月13日生 │ 黒鹿毛 │ 美浦・稲垣幸雄廐舎 │ 川上牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 0円】※2020年保険料なし

募集馬番号　201807

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーフェアプレー（2003 鹿 アジュディケーティング）3勝
エストゥペンド（2011 牡 鹿 オリオンザサンクス）3勝
ヒナタ（2013 牝 栗 カジノドライヴ）出走,［岩手･南関東］入着
ドナアーディ（2014 牝 黒鹿 ダノンシャンティ）出走,［南関東］1勝
アークカンパネラ（2015 牡 青鹿 パイロ）2勝,○現
カルミッチ（2016 牝 青鹿 ベルシャザール）出走
ピエールラピス（2017 牝 黒鹿 ベルシャザール）［北海道］入着,○現

フジノトップロマン（1990 栗 ロイヤルスキー）3勝, 長万部特別,［南関東］1勝
サージェナイト（1999 牡 鹿 コマンダーインチーフ）3勝, 田舎館特別,［広島･南関東］3勝
ハクユウリリー（2009 牝 栗 サクラプレジデント）1勝,［南関東］出走

サイレントペイント（1972 栗 Silent Screen）
サイレントシヤトー（1979 牝 栗 シヤトーゲイ）4勝, 相馬特別

エスエイタイセイ（1988 牡 栃栗 ノノアルコ）［山形･北関東］1勝
ランドスペシャル（1993 牡 鹿 リフアーズスペシヤル）3勝, 山城特別

グンザンパレード（1980 牝 鹿 コインドシルバー）3勝
アサカサイレント（1982 牡 栗 ロイヤルスキー）3勝, オールカマー G3, 金杯 G3 2着,NzT4歳S G3 3着
セノエタイヨー（1983 牡 栗 ロイヤルスキー）5勝, 福島市制80周年記念
ノーパススクリーン（1989 牡 栗 ノーパスノーセール）3勝, ヒヤシンスS OP 2着, クロッカスS OP 3着
ノムラエンペラー（1991 牡 栗 ロイヤルスキー）2勝

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
エタン
Rocchetta
Reliance
Soft Angels
Sicambre
Barley Corn
Pall Mall
Costa Sola
Nearctic
Natalma
Admiral's Voyage
Petitioner
Bold Ruler
Broadway
Swaps
Misty Morn
Bold Ruler
Missy Baba
Involvement
Gleam
Prince John
Prayer Bell
T.V. Lark
Oil Painting

Bold Ruler：M5×M5

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Sharpen Up

Doubly Sure

Shantung

Boulevard

Northern Dancer

Pas de Nom

Reviewer

Lovely Morning

Raja Baba

Coz o'Nijinsky

Silent Screen

T.V's Painting

Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Danzig 

Resolver 

ロイヤルスキー 

サイレントペイント

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

ポインテッドパス
栗毛　1984

アジュディケーティング
黒鹿毛　1987

フジノトップロマン 
栗毛　1990

ネオユニヴァース
鹿毛　2000

ブルーフェアプレー 
鹿毛　2003

本馬の兄で3勝馬のエストゥペンド、2勝馬
のアークカンパネラ、共にダートで中堅馬
として安定した活躍を見せていた。母ブル
ーフェアプレーがアジュディケーティングに
ロイヤルスキーというダート色の濃い配合
で、こちらの形質が強く伝わるタイプのよ
うだ。本馬の父ネオユニヴァースは、芝ダ
ート不問ではあるが、切れるタイプの産駒
は少なく、ピオネロやグレンツェントのよう
にダート中距離で開花する馬も珍しくない。
おそらく本馬も同じくダート中距離、それ
もネオユニヴァース産駒が概して得意とす
る、小回りコースで真価を発揮することに
なると思われる。仕上がりはやや遅め。長
い目で見たい1頭だ。

父ネオユニヴァース自身は、手脚がすらり
と長く、馬体の幅の薄い、柔らかさと緩さ
が同居しているような馬体でした。一方、
走るネオユニヴァース産駒の馬体の特徴を
挙げると、誰が見ても骨格が良く、筋肉が
つくべきところにしっかりとついている見栄
えのする馬ということでしょう。つまり、父
ネオユニヴァースに似ていない馬の方が走
るということです。ダートで走った馬たちも
同じで、馬格が雄大でバランスが良い。本
馬は牝馬ということもあり、手脚の長さが
目立つように、どちらかというと筋骨隆々で
はなく、ヒョロっと上に高い馬体です。腰
高に映るように、これから先の成長によっ
て大きく馬体が変わってきてもらいたいタイ
プということですね。個人的には、この馬
のストロングポイントは気性なのではない
かと考えています。顔つき（表情）や動きを
見る限り、ネオユニヴァース産駒の牝馬と
しては気性が良さそう（激しくなさそう）で
すので、それほど仕上げが難しくないので
はないかと思うのです。ネオユニヴァース
産駒の牝馬で大物が出ないのは、実は気
性に理由があるはずで、そこがクリアでき
ていれば将来的には面白い馬になるのでは
と夢を抱くことができるのです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

かつてロジユニヴァースに携わっていたので、ネオユニヴァースの産駒には
良いイメージがあります。自然と期待が高まってしまいますね。本馬の印
象としては、手脚がスラッと長くて脚の運びがスムーズなところが良いです
ね。フットワークからすると、少し長めの距離が合っているかもしれません。
芝を走らせてみたくなる雰囲気を持っている本馬ですが、きょうだいはダ
ートで活躍する馬が多いですね。父の産駒は芝ダート問わず多くの活躍馬
を出していますし、本馬がどちらに出るか楽しみにしているところはありま
す。得意な舞台を見つけて活躍できるように頑張ってまいります。

調教師コメント（美浦・稲垣幸雄調教師）

これまでの繁殖実績を見て、もう少しピリッとした仔が出ると良いなと思い
ネオユニヴァースを付けました。アジュディケーティング×ネオユニヴァー
スは相性がいいと思っていて、本馬のデキを見て再度、同じ配合を試みて
います。少し性格はキツめなところがありますが、それが競馬にいって前
向きさに繋がるといいなと思っています。放牧地ではたくさん走り回って運
動量は豊富なタイプ。３勝した母に似た脚長の馬体をしています。どちら
かといえばダート寄りに出ているかもしれません。血統的な派手さはあり
ませんが、コンスタントにレースを走って息の長い競走生活を送ってくれる
ことを願っています。

生産牧場コメント（川上牧場・川上氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
おっとりした性格をしつつも、走り出すと前向きでピリッとしたところがうかがえます。
人間とのコミュニケーションはしっかりと取れるタイプであり、レースでは鞍上の意の
ままに動くことができそう。ダ1700mで３勝を挙げた母と同様に、ダートを中心に長
い末脚を発揮してくれるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

ブルーフェアプレーの18
0円一口価格：

2018年3月13日生 │ 黒鹿毛 │ 美浦・稲垣幸雄廐舎 │ 川上牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 0円】※2020年保険料なし

募集馬番号　201807

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーフェアプレー（2003 鹿 アジュディケーティング）3勝
エストゥペンド（2011 牡 鹿 オリオンザサンクス）3勝
ヒナタ（2013 牝 栗 カジノドライヴ）出走,［岩手･南関東］入着
ドナアーディ（2014 牝 黒鹿 ダノンシャンティ）出走,［南関東］1勝
アークカンパネラ（2015 牡 青鹿 パイロ）2勝,○現
カルミッチ（2016 牝 青鹿 ベルシャザール）出走
ピエールラピス（2017 牝 黒鹿 ベルシャザール）［北海道］入着,○現

フジノトップロマン（1990 栗 ロイヤルスキー）3勝, 長万部特別,［南関東］1勝
サージェナイト（1999 牡 鹿 コマンダーインチーフ）3勝, 田舎館特別,［広島･南関東］3勝
ハクユウリリー（2009 牝 栗 サクラプレジデント）1勝,［南関東］出走

サイレントペイント（1972 栗 Silent Screen）
サイレントシヤトー（1979 牝 栗 シヤトーゲイ）4勝, 相馬特別

エスエイタイセイ（1988 牡 栃栗 ノノアルコ）［山形･北関東］1勝
ランドスペシャル（1993 牡 鹿 リフアーズスペシヤル）3勝, 山城特別

グンザンパレード（1980 牝 鹿 コインドシルバー）3勝
アサカサイレント（1982 牡 栗 ロイヤルスキー）3勝, オールカマー G3, 金杯 G3 2着,NzT4歳S G3 3着
セノエタイヨー（1983 牡 栗 ロイヤルスキー）5勝, 福島市制80周年記念
ノーパススクリーン（1989 牡 栗 ノーパスノーセール）3勝, ヒヤシンスS OP 2着, クロッカスS OP 3着
ノムラエンペラー（1991 牡 栗 ロイヤルスキー）2勝

Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
エタン
Rocchetta
Reliance
Soft Angels
Sicambre
Barley Corn
Pall Mall
Costa Sola
Nearctic
Natalma
Admiral's Voyage
Petitioner
Bold Ruler
Broadway
Swaps
Misty Morn
Bold Ruler
Missy Baba
Involvement
Gleam
Prince John
Prayer Bell
T.V. Lark
Oil Painting

Bold Ruler：M5×M5

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Sharpen Up

Doubly Sure

Shantung

Boulevard

Northern Dancer

Pas de Nom

Reviewer

Lovely Morning

Raja Baba

Coz o'Nijinsky

Silent Screen

T.V's Painting

Halo 

Wishing Well 

Kris 

Silken Way 

Danzig 

Resolver 

ロイヤルスキー 

サイレントペイント

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

ポインテッドパス
栗毛　1984

アジュディケーティング
黒鹿毛　1987

フジノトップロマン 
栗毛　1990

ネオユニヴァース
鹿毛　2000

ブルーフェアプレー 
鹿毛　2003

本馬の兄で3勝馬のエストゥペンド、2勝馬
のアークカンパネラ、共にダートで中堅馬
として安定した活躍を見せていた。母ブル
ーフェアプレーがアジュディケーティングに
ロイヤルスキーというダート色の濃い配合
で、こちらの形質が強く伝わるタイプのよ
うだ。本馬の父ネオユニヴァースは、芝ダ
ート不問ではあるが、切れるタイプの産駒
は少なく、ピオネロやグレンツェントのよう
にダート中距離で開花する馬も珍しくない。
おそらく本馬も同じくダート中距離、それ
もネオユニヴァース産駒が概して得意とす
る、小回りコースで真価を発揮することに
なると思われる。仕上がりはやや遅め。長
い目で見たい1頭だ。

父ネオユニヴァース自身は、手脚がすらり
と長く、馬体の幅の薄い、柔らかさと緩さ
が同居しているような馬体でした。一方、
走るネオユニヴァース産駒の馬体の特徴を
挙げると、誰が見ても骨格が良く、筋肉が
つくべきところにしっかりとついている見栄
えのする馬ということでしょう。つまり、父
ネオユニヴァースに似ていない馬の方が走
るということです。ダートで走った馬たちも
同じで、馬格が雄大でバランスが良い。本
馬は牝馬ということもあり、手脚の長さが
目立つように、どちらかというと筋骨隆々で
はなく、ヒョロっと上に高い馬体です。腰
高に映るように、これから先の成長によっ
て大きく馬体が変わってきてもらいたいタイ
プということですね。個人的には、この馬
のストロングポイントは気性なのではない
かと考えています。顔つき（表情）や動きを
見る限り、ネオユニヴァース産駒の牝馬と
しては気性が良さそう（激しくなさそう）で
すので、それほど仕上げが難しくないので
はないかと思うのです。ネオユニヴァース
産駒の牝馬で大物が出ないのは、実は気
性に理由があるはずで、そこがクリアでき
ていれば将来的には面白い馬になるのでは
と夢を抱くことができるのです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

かつてロジユニヴァースに携わっていたので、ネオユニヴァースの産駒には
良いイメージがあります。自然と期待が高まってしまいますね。本馬の印
象としては、手脚がスラッと長くて脚の運びがスムーズなところが良いです
ね。フットワークからすると、少し長めの距離が合っているかもしれません。
芝を走らせてみたくなる雰囲気を持っている本馬ですが、きょうだいはダ
ートで活躍する馬が多いですね。父の産駒は芝ダート問わず多くの活躍馬
を出していますし、本馬がどちらに出るか楽しみにしているところはありま
す。得意な舞台を見つけて活躍できるように頑張ってまいります。

調教師コメント（美浦・稲垣幸雄調教師）

これまでの繁殖実績を見て、もう少しピリッとした仔が出ると良いなと思い
ネオユニヴァースを付けました。アジュディケーティング×ネオユニヴァー
スは相性がいいと思っていて、本馬のデキを見て再度、同じ配合を試みて
います。少し性格はキツめなところがありますが、それが競馬にいって前
向きさに繋がるといいなと思っています。放牧地ではたくさん走り回って運
動量は豊富なタイプ。３勝した母に似た脚長の馬体をしています。どちら
かといえばダート寄りに出ているかもしれません。血統的な派手さはあり
ませんが、コンスタントにレースを走って息の長い競走生活を送ってくれる
ことを願っています。

生産牧場コメント（川上牧場・川上氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
おっとりした性格をしつつも、走り出すと前向きでピリッとしたところがうかがえます。
人間とのコミュニケーションはしっかりと取れるタイプであり、レースでは鞍上の意の
ままに動くことができそう。ダ1700mで３勝を挙げた母と同様に、ダートを中心に長
い末脚を発揮してくれるでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

マートンパークの18
28,000円一口価格：

2018年1月26日生 │ 鹿毛 │ 栗東・高橋義忠廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集馬番号　201851

水 上 学 の
血 統 解 説

マートンパーク（2012 鹿 フレンチデピュティ）2勝

シャラポワ（2003 鹿 サンデーサイレンス）1勝
サトノギャロス（2016 牡 鹿 ヘニーヒューズ）3勝,清里特別,○現

ウインブルドン2（1987 鹿 Blushing Groom）［USA］2勝
Delay of Game（1993 セン 黒鹿 Summer Squall）［USA］16勝,スタイヴァサントH G3
Top Seed（1994 セン 黒鹿 Wild Again）［USA］7勝
ドラゴンマンボ（1996 牡 鹿 Kingmambo）4勝, 巴賞 OP 2着, 端午S OP 3着
トレンドエッセンス（2001 牝 鹿 コマンダーインチーフ）出走,［高知］入着

リアルプロジェクト（2012 牡 鹿 カリズマティック）3勝, 沈丁花賞,［南関東］入着,○現

Tournament Star（1978 鹿 Nijinsky）［USA］3勝

Chris Evert（1971 栗 Swoon's Son）［USA］10勝,エイコーンS G1,マザーグースS G1,CCAオークス G1,
デムワゼルS G3,ゴールデンロッドS G3

［孫］Chief's Crown（1982 牡 鹿 Danzig）［USA］12勝,BCジュヴェナイル G1,トラヴァーズS G1,フラ
ミンゴS G1,ホープフルS G1,ノーフォークS G1,ブルーグラスS G1,種牡馬

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Halo
Wishing Well
ノーザンテースト
モデルスポート
Northern Dancer
Fairy Bridge
Riverman
Derna
Lyphard
ノーラック
フィディオン
メジロボサツ
Northern Dancer
Victoria Regina
Bunty's Flight
Shakney
Speak John
Blue Moon
Bold Ruler
Fortunate Isle
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Red God
Runaway Bride
Nijinsky
Chris Evert

サンデーサイレンス：M3×S4、Northern Dancer：S5×M5

Silver Hawk

Ameriflora

サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

Sadler's Wells

Detroit

モガミ

メジロクインシー

Vice Regent

Mint Copy

Hold Your Peace

Laredo Lass

Halo

Wishing Well

Blushing Groom

Tournament Star

グラスワンダー 

ランニングヒロイン 

カーネギー

メジロモントレー 

Deputy Minister 

Mitterand 

サンデーサイレンス

ウインブルドンII

スクリーンヒーロー
栗毛　2004 

メジロフランシス 
鹿毛　2001

フレンチデピュティ
栗毛　1992

シャラポワ 
鹿毛　2003

モーリス 
鹿毛　2011

マートンパーク
鹿毛　2012

本馬はモーリスの初年度産駒。言うまでも
なくモーリスは安田記念、天皇賞・秋、マ
イルＣＳを制覇、さらに日本だけでなく香
港でも香港マイルなどＧⅠ3勝した、歴史に
残る名馬だった。母マートンパークは出世
こそできなかったが、フレンチデピュティ×
サンデーサイレンスのニックス配合で、北
米重賞をコンスタントに勝ちまくった馬を輩
出している牝系である。血統的なポテンシ
ャルには高いものがあったと思われる。
代々ダート馬が出ているが、本馬について
はモーリスのスピードが伝わっているか、
母のパワーが前面に出るかは未知数だ。
距離適性は短距離よりも、芝ダートかかわ
らず、マイルから1800ｍあたりが持ち場と
なるだろう。

モーリスは肉体的な成長が先に来て、その
後から精神的な成長が追いついてくるタイ
プの馬であり、種牡馬でもあります。堀宣
行廐舎に転廐した４歳時から大躍進を遂げ
たように見えるのは、堀調教師の手腕はも
ちろんのこと、その時期にようやく肉体面
の完成に精神的な成長の歯車がかみ合っ
た。のんびり屋さんだったモーリスの走る
気持ちにスイッチが入ったのです。つまり、
モーリスほどの馬でも、肉体的な成長と精
神的な成長が一致しなければ勝ちあぐねて
しまい、望ましい結果が出ないということ
です。モーリス産駒の本馬を見ると、前後
躯にバランスよく豊富な筋肉がついて、シ
ルエットはマイラーのそれです。おそらく父
同様に、マイル戦前後を得意としそうです。
立ち姿は実に立派で、肉体的には２歳戦か
ら走ってもおかしくはありません。ただし、
気をつけてもらいたいのは、モーリス産駒
は馬体の完成度が高いからといって、人間
が焦って早くから走らせすぎないことです。
期待をかけながらも、慌てず騒がず、走る
気持ちに火がつくまでゆったりと待てる方
にこそ、本馬は持ってもらいたいと願います。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

何頭か見てきたモーリス産駒の印象は、スラッとしているというよりガッチ
リしている馬が多かったですね。本馬も同様にガッチリとした体型をしてい
ますが、それでいてバランスが良いので第一印象でとても良いイメージを
抱きました。新種牡馬だけにどういう適性を持っているかわかりませんが、
本馬はパワーを感じさせる馬体なのでダートも走れそうです。ですがやは
り芝で活躍させたい気持ちがありますね。父モーリスの良いところが遺伝
すれば爆発的な能力を発揮してくれるでしょうし、期待は大きいです。良
いバランスを保ったまま成長してほしいですね。

調教師コメント（栗東・高橋義忠調教師）

生誕時は初仔らしく小さめに生まれた印象でしたが、3ヶ月齢頃より骨太で
腹袋のある体形に成長し、同時期生まれの群れの中でも目立つ存在でした。
離乳時には初仔とは思えないほどしっかりとした馬格に成長し、特に歩様
の力強さが印象に残っています。1歳4月頃までは、成長過程ではよくみら
れる腰高の、良い意味での崩れた体形をしていましたが、昼夜放牧も２ヶ
月目を迎えた頃から胸幅が出始め、大変ボリューム感のある馬格に成長し
てきました。歩様の力強さに加えて、胸幅が出たことで全体的に大きく見せ、
迫力のある動きをしています。1歳9月までに騎乗馴致を終えて乗り運動を
開始。性格は素直で従順です。母マートンパーク、叔父サトノギャロス同様、
天性のスピードは持ち合わせていると考えています。モーリスを父に迎えた
ことで、芝・マイルまで適性を伸ばしてくれることを期待しています。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,800万円】※2020年保険料 896円

Point
バランスのとれた骨格と豊富な筋肉量は偉大な父モーリスを彷彿とさせます。母はダ
ート短距離で２勝を挙げた優れたスピード能力を持ち、世界で活躍した父との配合に
よって生まれた本馬もスピードで他馬を圧倒してくれることでしょう。マイルから中距
離で父同様の活躍を期待せずにはいられません。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

マートンパークの18
28,000円一口価格：

2018年1月26日生 │ 鹿毛 │ 栗東・高橋義忠廐舎 │ 下河辺牧場生産

募集馬番号　201851

水 上 学 の
血 統 解 説

マートンパーク（2012 鹿 フレンチデピュティ）2勝

シャラポワ（2003 鹿 サンデーサイレンス）1勝
サトノギャロス（2016 牡 鹿 ヘニーヒューズ）3勝,清里特別,○現

ウインブルドン2（1987 鹿 Blushing Groom）［USA］2勝
Delay of Game（1993 セン 黒鹿 Summer Squall）［USA］16勝,スタイヴァサントH G3
Top Seed（1994 セン 黒鹿 Wild Again）［USA］7勝
ドラゴンマンボ（1996 牡 鹿 Kingmambo）4勝, 巴賞 OP 2着, 端午S OP 3着
トレンドエッセンス（2001 牝 鹿 コマンダーインチーフ）出走,［高知］入着

リアルプロジェクト（2012 牡 鹿 カリズマティック）3勝, 沈丁花賞,［南関東］入着,○現

Tournament Star（1978 鹿 Nijinsky）［USA］3勝

Chris Evert（1971 栗 Swoon's Son）［USA］10勝,エイコーンS G1,マザーグースS G1,CCAオークス G1,
デムワゼルS G3,ゴールデンロッドS G3

［孫］Chief's Crown（1982 牡 鹿 Danzig）［USA］12勝,BCジュヴェナイル G1,トラヴァーズS G1,フラ
ミンゴS G1,ホープフルS G1,ノーフォークS G1,ブルーグラスS G1,種牡馬

Roberto
Gris Vitesse
Danzig
Graceful Touch
Halo
Wishing Well
ノーザンテースト
モデルスポート
Northern Dancer
Fairy Bridge
Riverman
Derna
Lyphard
ノーラック
フィディオン
メジロボサツ
Northern Dancer
Victoria Regina
Bunty's Flight
Shakney
Speak John
Blue Moon
Bold Ruler
Fortunate Isle
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Red God
Runaway Bride
Nijinsky
Chris Evert

サンデーサイレンス：M3×S4、Northern Dancer：S5×M5

Silver Hawk

Ameriflora

サンデーサイレンス

ダイナアクトレス

Sadler's Wells

Detroit

モガミ

メジロクインシー

Vice Regent

Mint Copy

Hold Your Peace

Laredo Lass

Halo

Wishing Well

Blushing Groom

Tournament Star

グラスワンダー 

ランニングヒロイン 

カーネギー

メジロモントレー 

Deputy Minister 

Mitterand 

サンデーサイレンス

ウインブルドンII

スクリーンヒーロー
栗毛　2004 

メジロフランシス 
鹿毛　2001

フレンチデピュティ
栗毛　1992

シャラポワ 
鹿毛　2003

モーリス 
鹿毛　2011

マートンパーク
鹿毛　2012

本馬はモーリスの初年度産駒。言うまでも
なくモーリスは安田記念、天皇賞・秋、マ
イルＣＳを制覇、さらに日本だけでなく香
港でも香港マイルなどＧⅠ3勝した、歴史に
残る名馬だった。母マートンパークは出世
こそできなかったが、フレンチデピュティ×
サンデーサイレンスのニックス配合で、北
米重賞をコンスタントに勝ちまくった馬を輩
出している牝系である。血統的なポテンシ
ャルには高いものがあったと思われる。
代々ダート馬が出ているが、本馬について
はモーリスのスピードが伝わっているか、
母のパワーが前面に出るかは未知数だ。
距離適性は短距離よりも、芝ダートかかわ
らず、マイルから1800ｍあたりが持ち場と
なるだろう。

モーリスは肉体的な成長が先に来て、その
後から精神的な成長が追いついてくるタイ
プの馬であり、種牡馬でもあります。堀宣
行廐舎に転廐した４歳時から大躍進を遂げ
たように見えるのは、堀調教師の手腕はも
ちろんのこと、その時期にようやく肉体面
の完成に精神的な成長の歯車がかみ合っ
た。のんびり屋さんだったモーリスの走る
気持ちにスイッチが入ったのです。つまり、
モーリスほどの馬でも、肉体的な成長と精
神的な成長が一致しなければ勝ちあぐねて
しまい、望ましい結果が出ないということ
です。モーリス産駒の本馬を見ると、前後
躯にバランスよく豊富な筋肉がついて、シ
ルエットはマイラーのそれです。おそらく父
同様に、マイル戦前後を得意としそうです。
立ち姿は実に立派で、肉体的には２歳戦か
ら走ってもおかしくはありません。ただし、
気をつけてもらいたいのは、モーリス産駒
は馬体の完成度が高いからといって、人間
が焦って早くから走らせすぎないことです。
期待をかけながらも、慌てず騒がず、走る
気持ちに火がつくまでゆったりと待てる方
にこそ、本馬は持ってもらいたいと願います。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

何頭か見てきたモーリス産駒の印象は、スラッとしているというよりガッチ
リしている馬が多かったですね。本馬も同様にガッチリとした体型をしてい
ますが、それでいてバランスが良いので第一印象でとても良いイメージを
抱きました。新種牡馬だけにどういう適性を持っているかわかりませんが、
本馬はパワーを感じさせる馬体なのでダートも走れそうです。ですがやは
り芝で活躍させたい気持ちがありますね。父モーリスの良いところが遺伝
すれば爆発的な能力を発揮してくれるでしょうし、期待は大きいです。良
いバランスを保ったまま成長してほしいですね。

調教師コメント（栗東・高橋義忠調教師）

生誕時は初仔らしく小さめに生まれた印象でしたが、3ヶ月齢頃より骨太で
腹袋のある体形に成長し、同時期生まれの群れの中でも目立つ存在でした。
離乳時には初仔とは思えないほどしっかりとした馬格に成長し、特に歩様
の力強さが印象に残っています。1歳4月頃までは、成長過程ではよくみら
れる腰高の、良い意味での崩れた体形をしていましたが、昼夜放牧も２ヶ
月目を迎えた頃から胸幅が出始め、大変ボリューム感のある馬格に成長し
てきました。歩様の力強さに加えて、胸幅が出たことで全体的に大きく見せ、
迫力のある動きをしています。1歳9月までに騎乗馴致を終えて乗り運動を
開始。性格は素直で従順です。母マートンパーク、叔父サトノギャロス同様、
天性のスピードは持ち合わせていると考えています。モーリスを父に迎えた
ことで、芝・マイルまで適性を伸ばしてくれることを期待しています。

生産牧場コメント（下河辺牧場・下河辺氏）

母

祖母

曽祖母

四代母

五代母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,800万円】※2020年保険料 896円

Point
バランスのとれた骨格と豊富な筋肉量は偉大な父モーリスを彷彿とさせます。母はダ
ート短距離で２勝を挙げた優れたスピード能力を持ち、世界で活躍した父との配合に
よって生まれた本馬もスピードで他馬を圧倒してくれることでしょう。マイルから中距
離で父同様の活躍を期待せずにはいられません。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

ブルーインザスカイの18
10,000円一口価格：

2018年4月27日生 │ 鹿毛 │ 栗東・渡辺薫彦廐舎 │ エムエム、ヤマダファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,000万円】※2020年保険料 320円

募集馬番号　201852

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーインザスカイ（2011 芦 チチカステナンゴ）出走

レンデフルール（2004 青鹿 ブライアンズタイム）2勝
コパノビアンカ（2017 牝 青鹿 ノヴェリスト）1勝,現役, ダリア賞 OP 3着

フローラルマジック（1985 黒鹿 Affirmed）［USA］6勝,サンタイネスS G3 3着
ペイパーレイン（1991 牝 栗 Bel Bolide）［USA］6勝
マツリダゴッホ（2003 牡 鹿 サンデーサイレンス）10勝, 有馬記念 G1, オールカマー G2 3回, 
日経賞 G2, AJCC ［Jpn2］, 札幌記念 ［Jpn2］2着, 日経賞 G2 3着,種牡馬

ホウシュウサルーン（1993 牡 芦 ベリフア）出走,［新潟･南関東］6勝,全日本3歳優駿
ジェイドマジック（1994 牝 青鹿 ジェイドロバリー）2勝
マイネルスピンドル（2001 牡 黒鹿 スピニングワールド）1勝, 若草S OP 3着

グリーンプレゼンス（1995 牡 鹿 ロドリゴデトリアーノ）2勝, 若葉S OP
ナリタトップロード（1996 牡 栗 サツカーボーイ）8勝, 菊花賞 G1, 京都大賞典 G2, 阪神大賞典 G2 

2回, 京都記念 G2, 弥生賞 G2, 日本ダービー G1 2着,種牡馬
フローラルグリーン（1998 牝 栗 フォーティナイナー）4勝, エルフィンS OP, 常陸特別 

ダノンヨーヨー（2006 牡 栗 ダンスインザダーク）6勝, 富士S G3, マイルChS G1 2着, マイラーズ
C G2 3着, 安田記念 G1 4着, マイルChS G1 4着, ポートアイランドS L

ビップライブリー（2013 牡 栗 ダイワメジャー）6勝,京阪杯 G3 2着, 春雷S L,○現
フローラルハイネス（2000 牝 栗 ロドリゴデトリアーノ）出走,［兵庫］入着

アウロラハート（2005 牝 栗 ゴールドアリュール）出走
ツーエムマイスター（2012 牡 黒鹿 メイショウボーラー）5勝,現役, パラダイスS L 2着, 朱鷺S 

L 3着

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Wild Risk
Anguar
In Reality
Millicent
Ribot
Flower Bowl
Sunrise Flight
Colonia
Northern Dancer
Goofed
Violon d'Ingres
Moss Rose
Caro
Katana
Tip Moss
Ticma
Northern Dancer
Apachee
Fabulous Dancer
Summer Parties
Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Exclusive Native
Won't Tell You
Never Bend
Double Agent

Hail to Reason：S5×M5、Northern Dancer：S5×M5 

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston's Mill

His Majesty

Sun Colony

Lyphard

Lady Berry

Kaldoun

Mossma

Antheus

Small Partie

Roberto

Kelley's Day

Affirmed

Rare Lady

サンデーサイレンス

ミルレーサー

Pleasant Colony 

Featherhill 

Smadoun 

スマラ

ブライアンズタイム

フローラルマジック

フジキセキ 
青鹿毛　1992

ケルトシャーン
鹿毛　1994

チチカステナンゴ
芦毛　1998

レンデフルール 
青鹿毛　2004

キンシャサノキセキ
鹿毛　2003 

ブルーインザスカイ 
芦毛　2011

本馬はキンシャサノキセキ産駒。同産駒は
とにかく仕上がりの早さが最大の特徴。そ
れでいて、シュウジのように息の長い走りを
見せてくれる馬が多い。意外と距離の融通
性はあって、イメージほど短距離馬ばかり
出すわけではない。本馬の最大の魅力はそ
の母系で、近親にナリタトップロード、一
族にマツリダゴッホ、ダノンヨーヨー、ビッ
プライブリー、ダノンプラチナらが居並ぶ
名門だ。ＧⅠ級のスケールがある牝系である。
キンシャサノキセキのスピードをこの牝系が
下支えするという理想的な配合で、距離は
2000ｍあたりまでは心配なく、芝を中心
に2歳から堅実な走りを見せてくれるだろう。

キンシャサノキセキの走る産駒を見極める
ポイントのひとつめは、馬体の完成度です。
キンシャサノキセキ産駒は基本的に早熟で
あり、あまり悠長なことを言っている暇は
ありませんので、即戦力として走り出せるよ
うな馬体の成長や完成が早い馬を狙うべき
です。キンシャサノキセキ産駒については、
募集時に見栄えの良い馬と実際に走る馬は、
かなりの確率で一致するのではないでしょ
うか。具体的に言うと、筋肉量が多くてメ
リハリのある、いかにもパワーとスピードに
溢れているように映る馬体です。もちろん、
馬体重の大きさも指標のひとつになるでし
ょう。代表産駒のシュウジは496kg、最近
ダート戦で活躍が目覚ましいヒラボクラタ
ーシュは523kgなど、代表産駒には大柄
な馬が多いです。本馬は最終的な馬体重こ
そ分かりませんが、馬体の完成度は非常に
高く、筋肉量が豊富で、誰が見ても見栄え
のする馬体です。胴部にも十分な長さがあ
りますので、単なる短距離馬ではなくマイ
ル戦まで、芝・ダートを問わずこなせるは
ずです。脚元もしっかりとしていますので、
早くからデビューして、長く走り続けてくれ
るのではないでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

かつて本馬の伯父エピックウィンの調教をつけていたのですが、本馬にも
似た雰囲気を感じています。２勝を挙げたエピックウィンも幼いころは小さ
かったと聞きましたが、トレセンに入る頃には標準サイズまで成長していた
ので、小ぶりに映る本馬でもその点は気にしていません。血統的に成長力
はありそうなので、バランスが良い馬体のまま大きくなってほしいですね。
ナリタトップロードが出た牝系ということで、私にとって縁があって思い入
れが強い血統です。一生懸命やらせていただきたいと思います。

調教師コメント（栗東・渡辺薫彦調教師）

小さくてコロンとした体型をしていますが、母馬もそこまで大きくなかった
ですし、このサイズでもしっかり動けると思います。実際に放牧地での動
きにはスピード感がありますし、本馬を目にした人はよく褒めてくれますか
らね。ブライアンズタイムにチチカステナンゴという母に、スピード血統を
プラスしたくてキンシャサノキセキを配合しましたが、私が好きなフジキセ
キの系統ということで期待は大きいですよ。スピード能力が高い父の産駒
ですし、本馬の前向きに走る性格を加味すると短距離戦でスピードを武器
に戦ってくれるタイプになっていきそうです。怪我で２戦しかできなかった
母の分まで活躍してほしいと願っています。

生産牧場コメント（エムエム、ヤマダファーム・山田氏）

母

曽祖母

祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
やや小ぶりな馬体ながらも力感あふれる筋肉質な馬体を誇っています。パワフルに丘
を駆け上がる姿からは、条件を問わない活躍を想像したくなります。脚元の丈夫さ、
健康状態に不安な点はなく、ケガに泣いた母の分までターフを駆ける姿をたくさん見
せてくれるはずです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

ブルーインザスカイの18
10,000円一口価格：

2018年4月27日生 │ 鹿毛 │ 栗東・渡辺薫彦廐舎 │ エムエム、ヤマダファーム生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,000万円】※2020年保険料 320円

募集馬番号　201852

水 上 学 の
血 統 解 説

ブルーインザスカイ（2011 芦 チチカステナンゴ）出走

レンデフルール（2004 青鹿 ブライアンズタイム）2勝
コパノビアンカ（2017 牝 青鹿 ノヴェリスト）1勝,現役, ダリア賞 OP 3着

フローラルマジック（1985 黒鹿 Affirmed）［USA］6勝,サンタイネスS G3 3着
ペイパーレイン（1991 牝 栗 Bel Bolide）［USA］6勝
マツリダゴッホ（2003 牡 鹿 サンデーサイレンス）10勝, 有馬記念 G1, オールカマー G2 3回, 
日経賞 G2, AJCC ［Jpn2］, 札幌記念 ［Jpn2］2着, 日経賞 G2 3着,種牡馬

ホウシュウサルーン（1993 牡 芦 ベリフア）出走,［新潟･南関東］6勝,全日本3歳優駿
ジェイドマジック（1994 牝 青鹿 ジェイドロバリー）2勝
マイネルスピンドル（2001 牡 黒鹿 スピニングワールド）1勝, 若草S OP 3着

グリーンプレゼンス（1995 牡 鹿 ロドリゴデトリアーノ）2勝, 若葉S OP
ナリタトップロード（1996 牡 栗 サツカーボーイ）8勝, 菊花賞 G1, 京都大賞典 G2, 阪神大賞典 G2 

2回, 京都記念 G2, 弥生賞 G2, 日本ダービー G1 2着,種牡馬
フローラルグリーン（1998 牝 栗 フォーティナイナー）4勝, エルフィンS OP, 常陸特別 

ダノンヨーヨー（2006 牡 栗 ダンスインザダーク）6勝, 富士S G3, マイルChS G1 2着, マイラーズ
C G2 3着, 安田記念 G1 4着, マイルChS G1 4着, ポートアイランドS L

ビップライブリー（2013 牡 栗 ダイワメジャー）6勝,京阪杯 G3 2着, 春雷S L,○現
フローラルハイネス（2000 牝 栗 ロドリゴデトリアーノ）出走,［兵庫］入着

アウロラハート（2005 牝 栗 ゴールドアリュール）出走
ツーエムマイスター（2012 牡 黒鹿 メイショウボーラー）5勝,現役, パラダイスS L 2着, 朱鷺S 

L 3着

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Wild Risk
Anguar
In Reality
Millicent
Ribot
Flower Bowl
Sunrise Flight
Colonia
Northern Dancer
Goofed
Violon d'Ingres
Moss Rose
Caro
Katana
Tip Moss
Ticma
Northern Dancer
Apachee
Fabulous Dancer
Summer Parties
Hail to Reason
Bramalea
Graustark
Golden Trail
Exclusive Native
Won't Tell You
Never Bend
Double Agent

Hail to Reason：S5×M5、Northern Dancer：S5×M5 

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston's Mill

His Majesty

Sun Colony

Lyphard

Lady Berry

Kaldoun

Mossma

Antheus

Small Partie

Roberto

Kelley's Day

Affirmed

Rare Lady

サンデーサイレンス

ミルレーサー

Pleasant Colony 

Featherhill 

Smadoun 

スマラ

ブライアンズタイム

フローラルマジック

フジキセキ 
青鹿毛　1992

ケルトシャーン
鹿毛　1994

チチカステナンゴ
芦毛　1998

レンデフルール 
青鹿毛　2004

キンシャサノキセキ
鹿毛　2003 

ブルーインザスカイ 
芦毛　2011

本馬はキンシャサノキセキ産駒。同産駒は
とにかく仕上がりの早さが最大の特徴。そ
れでいて、シュウジのように息の長い走りを
見せてくれる馬が多い。意外と距離の融通
性はあって、イメージほど短距離馬ばかり
出すわけではない。本馬の最大の魅力はそ
の母系で、近親にナリタトップロード、一
族にマツリダゴッホ、ダノンヨーヨー、ビッ
プライブリー、ダノンプラチナらが居並ぶ
名門だ。ＧⅠ級のスケールがある牝系である。
キンシャサノキセキのスピードをこの牝系が
下支えするという理想的な配合で、距離は
2000ｍあたりまでは心配なく、芝を中心
に2歳から堅実な走りを見せてくれるだろう。

キンシャサノキセキの走る産駒を見極める
ポイントのひとつめは、馬体の完成度です。
キンシャサノキセキ産駒は基本的に早熟で
あり、あまり悠長なことを言っている暇は
ありませんので、即戦力として走り出せるよ
うな馬体の成長や完成が早い馬を狙うべき
です。キンシャサノキセキ産駒については、
募集時に見栄えの良い馬と実際に走る馬は、
かなりの確率で一致するのではないでしょ
うか。具体的に言うと、筋肉量が多くてメ
リハリのある、いかにもパワーとスピードに
溢れているように映る馬体です。もちろん、
馬体重の大きさも指標のひとつになるでし
ょう。代表産駒のシュウジは496kg、最近
ダート戦で活躍が目覚ましいヒラボクラタ
ーシュは523kgなど、代表産駒には大柄
な馬が多いです。本馬は最終的な馬体重こ
そ分かりませんが、馬体の完成度は非常に
高く、筋肉量が豊富で、誰が見ても見栄え
のする馬体です。胴部にも十分な長さがあ
りますので、単なる短距離馬ではなくマイ
ル戦まで、芝・ダートを問わずこなせるは
ずです。脚元もしっかりとしていますので、
早くからデビューして、長く走り続けてくれ
るのではないでしょうか。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

かつて本馬の伯父エピックウィンの調教をつけていたのですが、本馬にも
似た雰囲気を感じています。２勝を挙げたエピックウィンも幼いころは小さ
かったと聞きましたが、トレセンに入る頃には標準サイズまで成長していた
ので、小ぶりに映る本馬でもその点は気にしていません。血統的に成長力
はありそうなので、バランスが良い馬体のまま大きくなってほしいですね。
ナリタトップロードが出た牝系ということで、私にとって縁があって思い入
れが強い血統です。一生懸命やらせていただきたいと思います。

調教師コメント（栗東・渡辺薫彦調教師）

小さくてコロンとした体型をしていますが、母馬もそこまで大きくなかった
ですし、このサイズでもしっかり動けると思います。実際に放牧地での動
きにはスピード感がありますし、本馬を目にした人はよく褒めてくれますか
らね。ブライアンズタイムにチチカステナンゴという母に、スピード血統を
プラスしたくてキンシャサノキセキを配合しましたが、私が好きなフジキセ
キの系統ということで期待は大きいですよ。スピード能力が高い父の産駒
ですし、本馬の前向きに走る性格を加味すると短距離戦でスピードを武器
に戦ってくれるタイプになっていきそうです。怪我で２戦しかできなかった
母の分まで活躍してほしいと願っています。

生産牧場コメント（エムエム、ヤマダファーム・山田氏）

母

曽祖母

祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
やや小ぶりな馬体ながらも力感あふれる筋肉質な馬体を誇っています。パワフルに丘
を駆け上がる姿からは、条件を問わない活躍を想像したくなります。脚元の丈夫さ、
健康状態に不安な点はなく、ケガに泣いた母の分までターフを駆ける姿をたくさん見
せてくれるはずです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

シーユーサンデーの18
8,000円一口価格：

2018年4月21日生 │ 栗毛 │ 栗東・石橋守廐舎 │ 川上牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 800万円】※2020年保険料 256円

募集馬番号　201853

水 上 学 の
血 統 解 説

シーユーサンデー（2003 栃栗 サンデーサイレンス）1勝
アスタプロント（2009 セン 栗 キングカメハメハ）出走,［岩手］2勝
シーユーアラウンド（2010 牡 黒鹿 シンボリクリスエス）1勝
サンデークロウズ（2011 牝 鹿 メイショウサムソン）出走
スパイクサーブ（2013 牡 栃栗 ファルブラヴ）出走,［兵庫］出走
ドライビングジョイ（2014 セン 栗 カジノドライヴ）［北海道･岩手･南関東］2勝
マイネルゾンターク（2016 牡 栃栗 トーセンジョーダン）出走,［東海］4勝,○現
ウメノカイカ（2017 牝 青鹿 スウェプトオーヴァーボード）［南関東］出走,○現

シーユースーン（1994 鹿 Kaldoun）［USA･FR］6勝,ラモナH G1,サンタアナH G2,サンゴルゴニオH G2,
デルマーオークス G1 3着,ラスパルマスH G2 2着
テンザンダンディー（2001 牡 栃栗 Gone West）2勝,障害1勝, シクラメンS OP
カフェリバティー（2002 牡 鹿 サンデーサイレンス）2勝

スルスドレッツァ（1989 鹿 Akarad（FR））［FR］1勝

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T. C. Kitten
Hold Your Peace
Suspicious Native
Hagley
Short Winded
Caro
Ride the Trails
Orsini
Revada
Well Decorated
Mobcap
Deputy Minister
River Crossing
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
フォルティノ
Chambord
Le Haar
Embellie
Labus
Licata
Miami Springs
Golden Moss

Caro：M4×S5

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

Cozzene

Fruhlingstag

Notebook

Deputy's Mistress

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Caro

Katana

Akarad

Source d'Or

ヘネシー

Meadow Flyer 

Running Stag 

Backatem 

Halo 

Wishing Well 

Kaldoun 

スルスドレッツァ

ヘニーヒューズ
栗毛　2003

ランニングボブキャッツ 
鹿毛　2002

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

シーユースーン
鹿毛　1994

アジアエクスプレス 
栗毛　2011

シーユーサンデー 
栃栗毛　2003

　父アジアエクスプレスの初年度産駒とな
る。同馬は無敗で朝日杯ＦＳを制して最優
秀2歳牡馬に輝き、3歳夏にはダートへ転
じてレパードＳを制覇。故障でタイトルを
重ねることはできなかったが、無事なら一
線級を張り続けたことは疑いない。一族に
はティンバーカントリーやドバイミレニアム
がいる名門だ。本馬の母は、サンデーサイ
レンスにフランスの牝系という配合だが、
祖母はフランス産ながら北米ダートの一流
牝馬で、パワーが強く出ている。アジアエ
クスプレスからヘニーヒューズ、ストームキ
ャットへと遡る父を踏まえると、本馬の適
性はダートに出そうだ。1400ｍから
1800ｍあたりで2歳戦から走るとみるが、
父同様、若いうちは芝でも可能性が広がる。

父アジアエクスプレスは、その父ヘニーヒ
ューズの人気高騰に伴い、ヘニーヒューズ
をつけられないならアジアエクスプレスを、
という代役としての務めを見事に果たして
います。というのは、ヘニーヒューズが比
較的、胴の詰まった、いかにもダートの短
距離を得意としそうな馬体の産駒を出すの
に対し、アジアエクスプレスは手脚が長く、
全体のフレームが大きく、誰が見ても雄大
だと思える馬体の馬を誕生させているから
です。見た目は明らかにアジアエクスプレス
産駒の方が上だということです。本馬はパ
ッとみて手脚の長さと軽さが伝わってくるよ
うに、力強さと軽さが同居していてバラン
スが良く、馬体からはやはりダートのマイル
から中距離戦を得意とするのではないでし
ょうか。これはアジアエクスプレス産駒全
般に当てはまることですが、あまりにも馬
体が立派すぎるため、これだけの肉体を動
かしきることができればヘニーヒューズ産
駒以上に走ると思いますし、そうでなけれ
ばさっぱり走らないということもあるのかも
しれません。これぞ新種牡馬の産駒に出資
するときの楽しみであり醍醐味です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

新種牡馬アジアエクスプレスの産駒ということで、少しイメージが難しいと
ころはありますが、ヘニーヒューズから続く活気のある父系ですし楽しみは
大きいですね。本馬の全体的な雰囲気や血統から考えると、将来的には
ダートで走ってくるような印象を持っています。ですが父が２歳芝GⅠを勝
っていることを考えると、選択肢は広く持っておきたいですね。どんな舞台
であれ１つでも多く勝って、会員の皆様に喜んでいただけるように一生懸
命がんばっていきますのでぜひ応援してください。

調教師コメント（栗東・石橋守調教師）

大人しい性格で素直でとても良い馬だと思っています。これからも人との
コミュニケーションで困ることはあまりないのではないでしょうか。馬体に
は父のアジアエクスプレスが出ていますね。バランスが良いのが長所だと
思います。サイズ的にもまだまだ成長してくれると思いますよ。普段の走り
も力強く、しっかりと路面を掴んで走るフットワークが良いですね。祖父の
ヘニーヒューズの産駒は芝でも走りますが、本馬はダートの方が良さが出
るかもしれません。ここまではとても健康的に育ってくれているので、たく
さん調教をこなしてコンスタントに活躍してほしいですね。

生産牧場コメント（川上牧場・川上氏）

Point
スラッとした馬体に均整の取れた無駄のない筋肉に思わず目が留まります。海外ダー
トで活躍した母系を見ると、本馬もスピードとパワーを兼ね備えており、更に父同様
に芝ダート関係なく活躍してくれることでしょう。まだ幼さを残す馬体ですが順調な成
長曲線を描いており、デビューした後も堅実に走ってくれそうです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。22



血統表

Famiiy

シーユーサンデーの18
8,000円一口価格：

2018年4月21日生 │ 栗毛 │ 栗東・石橋守廐舎 │ 川上牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 800万円】※2020年保険料 256円

募集馬番号　201853

水 上 学 の
血 統 解 説

シーユーサンデー（2003 栃栗 サンデーサイレンス）1勝
アスタプロント（2009 セン 栗 キングカメハメハ）出走,［岩手］2勝
シーユーアラウンド（2010 牡 黒鹿 シンボリクリスエス）1勝
サンデークロウズ（2011 牝 鹿 メイショウサムソン）出走
スパイクサーブ（2013 牡 栃栗 ファルブラヴ）出走,［兵庫］出走
ドライビングジョイ（2014 セン 栗 カジノドライヴ）［北海道･岩手･南関東］2勝
マイネルゾンターク（2016 牡 栃栗 トーセンジョーダン）出走,［東海］4勝,○現
ウメノカイカ（2017 牝 青鹿 スウェプトオーヴァーボード）［南関東］出走,○現

シーユースーン（1994 鹿 Kaldoun）［USA･FR］6勝,ラモナH G1,サンタアナH G2,サンゴルゴニオH G2,
デルマーオークス G1 3着,ラスパルマスH G2 2着
テンザンダンディー（2001 牡 栃栗 Gone West）2勝,障害1勝, シクラメンS OP
カフェリバティー（2002 牡 鹿 サンデーサイレンス）2勝

スルスドレッツァ（1989 鹿 Akarad（FR））［FR］1勝

Storm Bird
Terlingua
Hawaii
T. C. Kitten
Hold Your Peace
Suspicious Native
Hagley
Short Winded
Caro
Ride the Trails
Orsini
Revada
Well Decorated
Mobcap
Deputy Minister
River Crossing
Turn-to
Nothirdchance
Cosmic Bomb
Almahmoud
Promised Land
Pretty Ways
Montparnasse
Edelweiss
フォルティノ
Chambord
Le Haar
Embellie
Labus
Licata
Miami Springs
Golden Moss

Caro：M4×S5

Storm Cat

Island Kitty

Meadowlake

Shortley

Cozzene

Fruhlingstag

Notebook

Deputy's Mistress

Hail to Reason

Cosmah

Understanding

Mountain Flower

Caro

Katana

Akarad

Source d'Or

ヘネシー

Meadow Flyer 

Running Stag 

Backatem 

Halo 

Wishing Well 

Kaldoun 

スルスドレッツァ

ヘニーヒューズ
栗毛　2003

ランニングボブキャッツ 
鹿毛　2002

サンデーサイレンス
青鹿毛　1986

シーユースーン
鹿毛　1994

アジアエクスプレス 
栗毛　2011

シーユーサンデー 
栃栗毛　2003

　父アジアエクスプレスの初年度産駒とな
る。同馬は無敗で朝日杯ＦＳを制して最優
秀2歳牡馬に輝き、3歳夏にはダートへ転
じてレパードＳを制覇。故障でタイトルを
重ねることはできなかったが、無事なら一
線級を張り続けたことは疑いない。一族に
はティンバーカントリーやドバイミレニアム
がいる名門だ。本馬の母は、サンデーサイ
レンスにフランスの牝系という配合だが、
祖母はフランス産ながら北米ダートの一流
牝馬で、パワーが強く出ている。アジアエ
クスプレスからヘニーヒューズ、ストームキ
ャットへと遡る父を踏まえると、本馬の適
性はダートに出そうだ。1400ｍから
1800ｍあたりで2歳戦から走るとみるが、
父同様、若いうちは芝でも可能性が広がる。

父アジアエクスプレスは、その父ヘニーヒ
ューズの人気高騰に伴い、ヘニーヒューズ
をつけられないならアジアエクスプレスを、
という代役としての務めを見事に果たして
います。というのは、ヘニーヒューズが比
較的、胴の詰まった、いかにもダートの短
距離を得意としそうな馬体の産駒を出すの
に対し、アジアエクスプレスは手脚が長く、
全体のフレームが大きく、誰が見ても雄大
だと思える馬体の馬を誕生させているから
です。見た目は明らかにアジアエクスプレス
産駒の方が上だということです。本馬はパ
ッとみて手脚の長さと軽さが伝わってくるよ
うに、力強さと軽さが同居していてバラン
スが良く、馬体からはやはりダートのマイル
から中距離戦を得意とするのではないでし
ょうか。これはアジアエクスプレス産駒全
般に当てはまることですが、あまりにも馬
体が立派すぎるため、これだけの肉体を動
かしきることができればヘニーヒューズ産
駒以上に走ると思いますし、そうでなけれ
ばさっぱり走らないということもあるのかも
しれません。これぞ新種牡馬の産駒に出資
するときの楽しみであり醍醐味です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

新種牡馬アジアエクスプレスの産駒ということで、少しイメージが難しいと
ころはありますが、ヘニーヒューズから続く活気のある父系ですし楽しみは
大きいですね。本馬の全体的な雰囲気や血統から考えると、将来的には
ダートで走ってくるような印象を持っています。ですが父が２歳芝GⅠを勝
っていることを考えると、選択肢は広く持っておきたいですね。どんな舞台
であれ１つでも多く勝って、会員の皆様に喜んでいただけるように一生懸
命がんばっていきますのでぜひ応援してください。

調教師コメント（栗東・石橋守調教師）

大人しい性格で素直でとても良い馬だと思っています。これからも人との
コミュニケーションで困ることはあまりないのではないでしょうか。馬体に
は父のアジアエクスプレスが出ていますね。バランスが良いのが長所だと
思います。サイズ的にもまだまだ成長してくれると思いますよ。普段の走り
も力強く、しっかりと路面を掴んで走るフットワークが良いですね。祖父の
ヘニーヒューズの産駒は芝でも走りますが、本馬はダートの方が良さが出
るかもしれません。ここまではとても健康的に育ってくれているので、たく
さん調教をこなしてコンスタントに活躍してほしいですね。

生産牧場コメント（川上牧場・川上氏）

Point
スラッとした馬体に均整の取れた無駄のない筋肉に思わず目が留まります。海外ダー
トで活躍した母系を見ると、本馬もスピードとパワーを兼ね備えており、更に父同様
に芝ダート関係なく活躍してくれることでしょう。まだ幼さを残す馬体ですが順調な成
長曲線を描いており、デビューした後も堅実に走ってくれそうです。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

牡

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。 23



血統表

Famiiy

サトノアスカの18
20,000円一口価格：

2018年3月16日生 │ 鹿毛 │ 栗東・寺島良廐舎 │ 奥山博生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201854

水 上 学 の
血 統 解 説

サトノアスカ（2011 栗 Giant's Causeway）出走
ヒロシゲウェーブ（2016 牡 栗 ダイワメジャー）入着
クイーンカピオラニ（2017 牝 栗 オルフェーヴル）,○現 

ベルアリュール2（2005 栗 Numerous）［USA･FR］4勝,アシーニアS G3,ヴァントー賞 G3
アドマイヤリード（2013 牝 青鹿 ステイゴールド）6勝, ヴィクトリアマイル G1, 阪神牝馬S G2 2着, ア
イルランドT府中牝馬S G3 3着, 桜花賞 G1 5着, ディセンバーS, 飛鳥S

カレンシリエージョ（2015 牝 栗 ハービンジャー）3勝,太宰府特別,○現 

Mare Aux Fees（1988 芦 Kenmare）［FR］1勝
Pierrot Solaire（1993 セン 芦 Dancing Spree）［ITY］10勝
The Mask（1996 牡 栗 サンテステフ）［USA･GB･FR］4勝,ギヨームドルナーノ賞 G2 3着,ブリガディ
アジェラルドS G3 2着,ダフニス賞 G3 3着

Jukebox Jury（2006 牡 芦 Montjeu）［UAE･IRE･GB･AUS･CAN･GER･FR］9勝,愛セントレ
ジャー G1,オイロパ賞 G1,ケルゴルレイ賞 G2,英ジョッキークラブS G2,ドーヴィル大賞 G2,ロイヤ
ルロッジS G2

Le Larron（2007 セン 芦 High Chaparral）［FR］4勝,ショードネイ賞 G2 3着,リス賞 G3 3着
Hurricane Higgins（2008 セン 黒鹿 Hurricane Run）［GB･FR］3勝,海外障害1勝,ドンカス
ターC G2 3着,リングフィールドダービートライアルS G3 2着

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
カンパラ
Severn Bridge
ノーザンテースト
シャダイフェザー
Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Blushing Groom
Glorious Song
Roberto
Imsodear
Raise a Native
Gold Digger
Nijinsky
Special
Kalamoun
Belle of Ireland
Irish River
Skelda

Mr.Prospector：S4×M4

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

Halo

Wishing Well

トニービン

ダイナカール

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス

Mr.Prospector

Number

Kenmare

Feerie Boreale

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ 

Storm Cat

Mariah's Storm 

Numerous 

Mare Aux Fees 

キングカメハメハ
鹿毛　2001

アドマイヤグルーヴ
鹿毛　2000

Giant's Causeway
栗毛　1997

ベルアリュールII
栗毛　2005

ドゥラメンテ 
鹿毛　2012

サトノアスカ
栗毛　2011

急逝したキングカメハメハの後継種牡馬と
して期待される、ドゥラメンテの初年度産駒。
しかも、叔母にはヴィクトリアマイルを制し
たアドマイヤリードがいるという血統は、か
なりのスケールを感じさせる。一族にはフ
ランス、イタリアの重賞勝ち馬が目白押しだ。
さらに個人的に目を惹かれるのは、母の父
にジャイアンツコーズウェイを持つこと。と
にかくハズレがなく、父にかかわらず競走
能力が高い馬を出すのが特徴だ。ドゥラメ
ンテにこの好配合の母という組み合わせに
は、期待せずにいられない。芝馬であるこ
とは間違いなく、距離の幅は1400ｍ以上
なら広く対応するとみる。本格化にはやや
時間が掛かるかもしれないが、とても楽し
みな1頭だ。

父ドゥラメンテは馬格があって、手脚が長く、
胴部にも十分な伸びのある馬体です。似た
ような血統構成のルーラーシップとの馬体
の違いは、ドゥラメンテの方が胴部に長さ
があるということです。祖母エアグルーヴ
や曾祖母ダイナカールは比較的コロンとし
た馬体でしたので、ドゥラメンテのロングボ
ディーは母アドマイヤグルーヴ譲りなのです。
産駒たちにもロングボディーは伝わってい
て、胴部が長い中長距離タイプの体型の馬
が多い。ドゥラメンテ産駒は馬体を大きく
使って走るので、中距離以上のレースで瞬
発力を生かすタイプが多く誕生するでしょ
う。本馬も胴部には十分な伸びがあって、
しかも前後躯にしっかりと実が入り、実に
理想的なバランスの馬体をしています。大
げさではなく、外見上は非の打ちどころの
ない、完璧な馬体と言っても過言ではあり
ません。課題は癇性のきつさかもしれませ
ん。癇性のきつさは瞬発力を生みますが、
逆に言うと、扱うのが非常に難しいという
ことでもあります。生産から育成、調教、
そしてレースに行っても、とにかく人間の扱
い方次第で、ドゥラメンテ産駒は良くも悪く
も変わってしまうはず。ということで、あと
は廐舎スタッフの手腕に期待です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

女の子らしくそこまで大きいサイズには出ていないのですが、体の使い方
は柔らかく、バランスよくまとまった馬体をしています。シンプルに良い馬
だなと思ったのが第一印象でしたね。ドゥラメンテの産駒ということで期
待はとても大きく、芝の中距離くらいで走らせていきたい素材だと感じてい
ます。芝の中距離で勝ち上がってくれるようならクラシック路線を狙ってい
きたいと思います。クラブとのお付き合いは初めてですが、一つでも多く
勝って良い結果を残せるように頑張っていきたいと思います。

調教師コメント（栗東・寺島良調教師）

産まれつき比較的、胴の短い本馬ではありますが、牝馬にしてはしっかり
としたトモの張りがあり、力強い踏み込みからも機敏性、瞬発力の高さを
想像します。生後３ヶ月より夜間放牧を行っていて、その間も大きな怪我
や病気などをすることなく基礎体力の強化に努められています。しっかりと
負荷をかけることによって、無駄なところに肉が乗るというよりも、付くべ
きところにしっかりと筋肉が付いている印象です。気性的にはたまにスイッ
チが入る時はありますが、普段は手のかからない扱いやすい本馬です。近
親のアドマイヤリードを見てもそうですが、この牝系はわりと小ぶりな傾向
にあり本馬も大型馬といった感じではありませんが、手先の軽さや俊敏性
からも芝のマイルから中距離路線で活躍してくれるのではないかと思ってお
りますし、トモの筋肉の発達からアドマイヤリードのような切れる末脚を期
待しております。

生産牧場コメント（奥山博氏）

Point
脚元や骨格に狂いがなく、成長を心待ちにしたくなるバランスの良い好馬体。叔母に
は東京芝1600ｍのGⅠを制したアドマイヤリードがおり、本馬も同様の舞台での走り
を見たくなります。「アイアンホース」と呼ばれた祖父、超一流血統の父から良いとこ
ろを受け継いだ好素材だけに、大きなところでの活躍を期待せずにはいられません。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。24



血統表

Famiiy

サトノアスカの18
20,000円一口価格：

2018年3月16日生 │ 鹿毛 │ 栗東・寺島良廐舎 │ 奥山博生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 2,000万円】※2020年保険料 640円

募集馬番号　201854

水 上 学 の
血 統 解 説

サトノアスカ（2011 栗 Giant's Causeway）出走
ヒロシゲウェーブ（2016 牡 栗 ダイワメジャー）入着
クイーンカピオラニ（2017 牝 栗 オルフェーヴル）,○現 

ベルアリュール2（2005 栗 Numerous）［USA･FR］4勝,アシーニアS G3,ヴァントー賞 G3
アドマイヤリード（2013 牝 青鹿 ステイゴールド）6勝, ヴィクトリアマイル G1, 阪神牝馬S G2 2着, ア
イルランドT府中牝馬S G3 3着, 桜花賞 G1 5着, ディセンバーS, 飛鳥S

カレンシリエージョ（2015 牝 栗 ハービンジャー）3勝,太宰府特別,○現 

Mare Aux Fees（1988 芦 Kenmare）［FR］1勝
Pierrot Solaire（1993 セン 芦 Dancing Spree）［ITY］10勝
The Mask（1996 牡 栗 サンテステフ）［USA･GB･FR］4勝,ギヨームドルナーノ賞 G2 3着,ブリガディ
アジェラルドS G3 2着,ダフニス賞 G3 3着

Jukebox Jury（2006 牡 芦 Montjeu）［UAE･IRE･GB･AUS･CAN･GER･FR］9勝,愛セントレ
ジャー G1,オイロパ賞 G1,ケルゴルレイ賞 G2,英ジョッキークラブS G2,ドーヴィル大賞 G2,ロイヤ
ルロッジS G2

Le Larron（2007 セン 芦 High Chaparral）［FR］4勝,ショードネイ賞 G2 3着,リス賞 G3 3着
Hurricane Higgins（2008 セン 黒鹿 Hurricane Run）［GB･FR］3勝,海外障害1勝,ドンカス
ターC G2 3着,リングフィールドダービートライアルS G3 2着

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
トライマイベスト
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
カンパラ
Severn Bridge
ノーザンテースト
シャダイフェザー
Northern Dancer
South Ocean
Secretariat
Crimson Saint
Blushing Groom
Glorious Song
Roberto
Imsodear
Raise a Native
Gold Digger
Nijinsky
Special
Kalamoun
Belle of Ireland
Irish River
Skelda

Mr.Prospector：S4×M4

Mr.Prospector

Miesque

ラストタイクーン

Pilot Bird

Halo

Wishing Well

トニービン

ダイナカール

Storm Bird

Terlingua

Rahy

イメンス

Mr.Prospector

Number

Kenmare

Feerie Boreale

Kingmambo

マンファス

サンデーサイレンス

エアグルーヴ 

Storm Cat

Mariah's Storm 

Numerous 

Mare Aux Fees 

キングカメハメハ
鹿毛　2001

アドマイヤグルーヴ
鹿毛　2000

Giant's Causeway
栗毛　1997

ベルアリュールII
栗毛　2005

ドゥラメンテ 
鹿毛　2012

サトノアスカ
栗毛　2011

急逝したキングカメハメハの後継種牡馬と
して期待される、ドゥラメンテの初年度産駒。
しかも、叔母にはヴィクトリアマイルを制し
たアドマイヤリードがいるという血統は、か
なりのスケールを感じさせる。一族にはフ
ランス、イタリアの重賞勝ち馬が目白押しだ。
さらに個人的に目を惹かれるのは、母の父
にジャイアンツコーズウェイを持つこと。と
にかくハズレがなく、父にかかわらず競走
能力が高い馬を出すのが特徴だ。ドゥラメ
ンテにこの好配合の母という組み合わせに
は、期待せずにいられない。芝馬であるこ
とは間違いなく、距離の幅は1400ｍ以上
なら広く対応するとみる。本格化にはやや
時間が掛かるかもしれないが、とても楽し
みな1頭だ。

父ドゥラメンテは馬格があって、手脚が長く、
胴部にも十分な伸びのある馬体です。似た
ような血統構成のルーラーシップとの馬体
の違いは、ドゥラメンテの方が胴部に長さ
があるということです。祖母エアグルーヴ
や曾祖母ダイナカールは比較的コロンとし
た馬体でしたので、ドゥラメンテのロングボ
ディーは母アドマイヤグルーヴ譲りなのです。
産駒たちにもロングボディーは伝わってい
て、胴部が長い中長距離タイプの体型の馬
が多い。ドゥラメンテ産駒は馬体を大きく
使って走るので、中距離以上のレースで瞬
発力を生かすタイプが多く誕生するでしょ
う。本馬も胴部には十分な伸びがあって、
しかも前後躯にしっかりと実が入り、実に
理想的なバランスの馬体をしています。大
げさではなく、外見上は非の打ちどころの
ない、完璧な馬体と言っても過言ではあり
ません。課題は癇性のきつさかもしれませ
ん。癇性のきつさは瞬発力を生みますが、
逆に言うと、扱うのが非常に難しいという
ことでもあります。生産から育成、調教、
そしてレースに行っても、とにかく人間の扱
い方次第で、ドゥラメンテ産駒は良くも悪く
も変わってしまうはず。ということで、あと
は廐舎スタッフの手腕に期待です。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

女の子らしくそこまで大きいサイズには出ていないのですが、体の使い方
は柔らかく、バランスよくまとまった馬体をしています。シンプルに良い馬
だなと思ったのが第一印象でしたね。ドゥラメンテの産駒ということで期
待はとても大きく、芝の中距離くらいで走らせていきたい素材だと感じてい
ます。芝の中距離で勝ち上がってくれるようならクラシック路線を狙ってい
きたいと思います。クラブとのお付き合いは初めてですが、一つでも多く
勝って良い結果を残せるように頑張っていきたいと思います。

調教師コメント（栗東・寺島良調教師）

産まれつき比較的、胴の短い本馬ではありますが、牝馬にしてはしっかり
としたトモの張りがあり、力強い踏み込みからも機敏性、瞬発力の高さを
想像します。生後３ヶ月より夜間放牧を行っていて、その間も大きな怪我
や病気などをすることなく基礎体力の強化に努められています。しっかりと
負荷をかけることによって、無駄なところに肉が乗るというよりも、付くべ
きところにしっかりと筋肉が付いている印象です。気性的にはたまにスイッ
チが入る時はありますが、普段は手のかからない扱いやすい本馬です。近
親のアドマイヤリードを見てもそうですが、この牝系はわりと小ぶりな傾向
にあり本馬も大型馬といった感じではありませんが、手先の軽さや俊敏性
からも芝のマイルから中距離路線で活躍してくれるのではないかと思ってお
りますし、トモの筋肉の発達からアドマイヤリードのような切れる末脚を期
待しております。

生産牧場コメント（奥山博氏）

Point
脚元や骨格に狂いがなく、成長を心待ちにしたくなるバランスの良い好馬体。叔母に
は東京芝1600ｍのGⅠを制したアドマイヤリードがおり、本馬も同様の舞台での走り
を見たくなります。「アイアンホース」と呼ばれた祖父、超一流血統の父から良いとこ
ろを受け継いだ好素材だけに、大きなところでの活躍を期待せずにはいられません。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。 25



血統表

Famiiy

デルマオサキの18
12,000円一口価格：

2018年4月2日生 │ 栗毛 │ 栗東・松下武士廐舎 │ 金成吉田牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,200万円】※2020年保険料 384円

募集馬番号　201855

水 上 学 の
血 統 解 説

デルマオサキ（2010 鹿 ネオユニヴァース）出走
リベルタミノル（2015 牝 栗 グラスワンダー）［南関東］出走
ハーキーステップ（2016 牡 青鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走［北海道･兵庫］3勝,○現
ユーメイドリーム（2017 牝 黒鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走,○現

ジェミードレス（1997 黒鹿 トニービン）6勝, 府中牝馬S G3 2着, エプソムC G3 3着, クイーンC G3 3着, 
福島TVOP OP, 都大路S OP 2着, 紫苑S OP 2着
センシュアルドレス（2004 牝 鹿 アグネスタキオン）2勝
スクエアフォールド（2013 セン 鹿 シンボリクリスエス）3勝,尾張特別,○現

コティリオン（2008 牡 青鹿 ディープインパクト）1勝, NHKマイルC G1 2着, 毎日杯 G3 2着, R－
NIKKEI杯2歳S G3 3着

デルマハゴロモ（2009 牝 鹿 フジキセキ）出走,［北海道］出走
ロードリベラル（2014 セン 黒鹿 ブレイクランアウト）2勝, ラジオNIKKEI賞 G3 3着

ブリリアントカット（1987 鹿 ノーザンテースト）4勝, ラジオ福島賞
エアカボッション（1993 牝 鹿 ジェイドロバリー）2勝
ブリリアントアイ（1994 牝 黒鹿 トニービン）入着
ダイヤモンドジェム（1996 牝 栗 ドクターデヴィアス）1勝

ローズカットダイヤ（2005 牝 栗 フレンチデピュティ）5勝, UHB杯 L 2着
スパーブジュエル（1998 牡 黒鹿 サンデーサイレンス）2勝, プリンシパルS OP 3着
プリンセスカット（2001 牝 栗 トニービン）出走

ネオヴァンドーム（2007 牡 鹿 ネオユニヴァース）4勝, きさらぎ賞 G3, 都大路S L 2回, 東風S L 
2着,種牡馬

タスカータソルテ（2004 牡 黒鹿 ジャングルポケット）5勝, 札幌記念 Jpn2, 京都新聞杯 Jpn2, 中京
記念 G3, 中京記念 G3 2着, 中日新聞杯 Jpn3 3着,福寿草特別

テイラーバートン（2007 牝 鹿 ジャングルポケット）3勝, クイーンC G3 3着, フェアリーS G3 3着, 萩S 
OP 2着, 宝ケ池特別 

Raise a Native
Gold Digger
Tom Rolfe
Continue
Northern Dancer
Obeah
Thinking Cap
Enchanted Eve
Nasram
Iskra
Clandestine
Star Minstrel
Bold Ruler
Teleran
War Admiral
Level Sands
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sharpen Up
Doubly Sure
Shantung
Boulevard
Kalamoun
State Pension
Hornbeam
Priddy Fair
Northern Dancer
Lady Victoria
Irish Ruler
Diamonds for Dolly

Northern Dancer：S5×M5

Mr.Prospector

File

Dance Spell

Witching Hour

Naskra

Candle Star

Cornish Prince

English Harbor

Halo

Wishing Well

Kris

Silken Way

カンパラ

Severn Bridge

ノーザンテースト

ジエヌインダイアモンド

フォーティナイナー

Broom Dance 

Star de Naskra 

Minnie Riperton 

サンデーサイレンス

ポインテッドパス

トニービン

ブリリアントカット 

エンドスウィープ
鹿毛　1991

ダーケストスター
黒鹿毛　1989

ネオユニヴァース 
鹿毛　2000

ジェミードレス
黒鹿毛　1997 

サウスヴィグラス 
栗毛　1996

デルマオサキ 
鹿毛　2010

サウスヴィグラス産駒なので、母方がどん
な血筋であっても、ダートに適性が出るこ
とは間違いないだろう。タフで使い減りせず、
コンスタントに出走してくれる産駒が大半だ。
本馬の母方の祖母は、重賞にあと一歩を
続けた芝馬ジェミードレス、伯父にＮＨＫ
マイルＣ2着のコティリオン、一族にタスカ
ータソルテらがいる良血。ダート馬の中で
はスピード上位、底力も兼備したタイプで、
かなり上が目指せそうだ。血統表の3代前
までにフォーティナイナー、サンデーサイレ
ンス、トニービンが出てくるという配合は、
重賞レベルが見込める馬と言っていいだろ
う。距離はマイルまでは大丈夫、また本格
化は3歳夏以降となりそうだ。

「理想的なサウスヴィグラスの仔の写真を
見せてあげる」と、ある日高の生産者に言
われたことがあります。見せてもらった写
真は、手脚が短くて、背が低く、胴部はや
や詰まっていて、お世辞にも（私の理想と
する）サラブレッドらしい馬体ではありませ
んでした。そのときは半信半疑で話を聞い
ていましたが、のちになってサウスヴィグラ
ス産駒が走り始め、その馬たちの馬体を見
てみると、まさにあの時に見せてもらった
写真そっくりだったのです。なるほど、サウ
スヴィグラスの仔はより手肢が短く、背が
低く、胴部がやや詰まって映る、（一般的に
は）見栄えのよろしくない馬体の馬、つま
りサウスヴィグラス自身に似ている馬である
ほど走るのだと確信しました。それ以来、
サウスヴィグラス産駒を見るときは、自分
の価値観や見かたを一旦横に置いてみるこ
とにしています。そうしてみると、本馬も走
るサウスヴィグラス産駒の典型的な馬体を
しています。何度も言うのは憚られますが、
手肢が短く、背が低く、胴部が詰まって映
ります。トモにさらに筋肉が付いてくれば、
理想的な走るサウスヴィグラス産駒の馬体
に近づくはずです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

まとまりの良い馬体で骨格がしっかりしていて、筋肉量も豊富でサウスヴィ
グラス産駒らしい馬ですね。キリっとした品のある顔立ち、背中のライン、
膝のラインなどは母父のネオユニヴァースが出ている印象です。適性はや
はりダートでしょう。脚捌きなどは少し硬さを感じますが、ダート向きとい
う点ではむしろプラスになるかもしれない歩様と身のこなしだと思います。
気性が素直で調教はスムーズに進むでしょうから、早い時期からのデビュ
ーを期待しています。たくさんレースを走れそうなタイプだと思うので、会
員の皆様に楽しんでいただける馬に育てていきたいですね。

調教師コメント（栗東・松下武士調教師）

母父ネオユニヴァースはスタミナに長けていて、芝も走りますがダートの特
色もあると思っています。牡にでても牝にでても短い距離で機敏に動ける
馬を作りたいなと思ってサウスヴィグラスを種付けしました。本馬は父の産
駒らしく筋肉質で、付くべきところに筋肉が付いてくれているのが良いとこ
ろです。筋肉量が豊富なので走りにスピード感を感じることも多いですね。
性格的には人に従順で悪さをせず、自分の芯を持ったマイペースなタイプ。
人の言うことをよく聞くのでレースでも力を発揮しやすいのではないでしょ
うか。ダートのマイル以下を得意としそうですが、たくさん番組があるとこ
ろなので、丈夫に育ってたくさん出走してほしいなと思います。

育成牧場コメント（フジワラファーム・藤原氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
骨量が豊かで胴部がやや詰まった馬体は、ダート短距離で他馬を圧倒した父サウスヴ
ィグラスを想起させます。母系に目を向けるとスピードを兼ね備えた産駒が多く、本
馬もダート短距離を主戦場として、砂のスペシャリストになってくれることでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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血統表

Famiiy

デルマオサキの18
12,000円一口価格：

2018年4月2日生 │ 栗毛 │ 栗東・松下武士廐舎 │ 金成吉田牧場生産

募集口数：1000口【競走馬出資金総額 1,200万円】※2020年保険料 384円

募集馬番号　201855

水 上 学 の
血 統 解 説

デルマオサキ（2010 鹿 ネオユニヴァース）出走
リベルタミノル（2015 牝 栗 グラスワンダー）［南関東］出走
ハーキーステップ（2016 牡 青鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走［北海道･兵庫］3勝,○現
ユーメイドリーム（2017 牝 黒鹿 スウェプトオーヴァーボード）出走,○現

ジェミードレス（1997 黒鹿 トニービン）6勝, 府中牝馬S G3 2着, エプソムC G3 3着, クイーンC G3 3着, 
福島TVOP OP, 都大路S OP 2着, 紫苑S OP 2着
センシュアルドレス（2004 牝 鹿 アグネスタキオン）2勝
スクエアフォールド（2013 セン 鹿 シンボリクリスエス）3勝,尾張特別,○現

コティリオン（2008 牡 青鹿 ディープインパクト）1勝, NHKマイルC G1 2着, 毎日杯 G3 2着, R－
NIKKEI杯2歳S G3 3着

デルマハゴロモ（2009 牝 鹿 フジキセキ）出走,［北海道］出走
ロードリベラル（2014 セン 黒鹿 ブレイクランアウト）2勝, ラジオNIKKEI賞 G3 3着

ブリリアントカット（1987 鹿 ノーザンテースト）4勝, ラジオ福島賞
エアカボッション（1993 牝 鹿 ジェイドロバリー）2勝
ブリリアントアイ（1994 牝 黒鹿 トニービン）入着
ダイヤモンドジェム（1996 牝 栗 ドクターデヴィアス）1勝

ローズカットダイヤ（2005 牝 栗 フレンチデピュティ）5勝, UHB杯 L 2着
スパーブジュエル（1998 牡 黒鹿 サンデーサイレンス）2勝, プリンシパルS OP 3着
プリンセスカット（2001 牝 栗 トニービン）出走

ネオヴァンドーム（2007 牡 鹿 ネオユニヴァース）4勝, きさらぎ賞 G3, 都大路S L 2回, 東風S L 
2着,種牡馬

タスカータソルテ（2004 牡 黒鹿 ジャングルポケット）5勝, 札幌記念 Jpn2, 京都新聞杯 Jpn2, 中京
記念 G3, 中京記念 G3 2着, 中日新聞杯 Jpn3 3着,福寿草特別

テイラーバートン（2007 牝 鹿 ジャングルポケット）3勝, クイーンC G3 3着, フェアリーS G3 3着, 萩S 
OP 2着, 宝ケ池特別 

Raise a Native
Gold Digger
Tom Rolfe
Continue
Northern Dancer
Obeah
Thinking Cap
Enchanted Eve
Nasram
Iskra
Clandestine
Star Minstrel
Bold Ruler
Teleran
War Admiral
Level Sands
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sharpen Up
Doubly Sure
Shantung
Boulevard
Kalamoun
State Pension
Hornbeam
Priddy Fair
Northern Dancer
Lady Victoria
Irish Ruler
Diamonds for Dolly

Northern Dancer：S5×M5

Mr.Prospector

File

Dance Spell

Witching Hour

Naskra

Candle Star

Cornish Prince

English Harbor

Halo

Wishing Well

Kris

Silken Way

カンパラ

Severn Bridge

ノーザンテースト

ジエヌインダイアモンド

フォーティナイナー

Broom Dance 

Star de Naskra 

Minnie Riperton 

サンデーサイレンス

ポインテッドパス

トニービン

ブリリアントカット 

エンドスウィープ
鹿毛　1991

ダーケストスター
黒鹿毛　1989

ネオユニヴァース 
鹿毛　2000

ジェミードレス
黒鹿毛　1997 

サウスヴィグラス 
栗毛　1996

デルマオサキ 
鹿毛　2010

サウスヴィグラス産駒なので、母方がどん
な血筋であっても、ダートに適性が出るこ
とは間違いないだろう。タフで使い減りせず、
コンスタントに出走してくれる産駒が大半だ。
本馬の母方の祖母は、重賞にあと一歩を
続けた芝馬ジェミードレス、伯父にＮＨＫ
マイルＣ2着のコティリオン、一族にタスカ
ータソルテらがいる良血。ダート馬の中で
はスピード上位、底力も兼備したタイプで、
かなり上が目指せそうだ。血統表の3代前
までにフォーティナイナー、サンデーサイレ
ンス、トニービンが出てくるという配合は、
重賞レベルが見込める馬と言っていいだろ
う。距離はマイルまでは大丈夫、また本格
化は3歳夏以降となりそうだ。

「理想的なサウスヴィグラスの仔の写真を
見せてあげる」と、ある日高の生産者に言
われたことがあります。見せてもらった写
真は、手脚が短くて、背が低く、胴部はや
や詰まっていて、お世辞にも（私の理想と
する）サラブレッドらしい馬体ではありませ
んでした。そのときは半信半疑で話を聞い
ていましたが、のちになってサウスヴィグラ
ス産駒が走り始め、その馬たちの馬体を見
てみると、まさにあの時に見せてもらった
写真そっくりだったのです。なるほど、サウ
スヴィグラスの仔はより手肢が短く、背が
低く、胴部がやや詰まって映る、（一般的に
は）見栄えのよろしくない馬体の馬、つま
りサウスヴィグラス自身に似ている馬である
ほど走るのだと確信しました。それ以来、
サウスヴィグラス産駒を見るときは、自分
の価値観や見かたを一旦横に置いてみるこ
とにしています。そうしてみると、本馬も走
るサウスヴィグラス産駒の典型的な馬体を
しています。何度も言うのは憚られますが、
手肢が短く、背が低く、胴部が詰まって映
ります。トモにさらに筋肉が付いてくれば、
理想的な走るサウスヴィグラス産駒の馬体
に近づくはずです。

治 郎 丸 敬 之 の
馬 体 診 断

まとまりの良い馬体で骨格がしっかりしていて、筋肉量も豊富でサウスヴィ
グラス産駒らしい馬ですね。キリっとした品のある顔立ち、背中のライン、
膝のラインなどは母父のネオユニヴァースが出ている印象です。適性はや
はりダートでしょう。脚捌きなどは少し硬さを感じますが、ダート向きとい
う点ではむしろプラスになるかもしれない歩様と身のこなしだと思います。
気性が素直で調教はスムーズに進むでしょうから、早い時期からのデビュ
ーを期待しています。たくさんレースを走れそうなタイプだと思うので、会
員の皆様に楽しんでいただける馬に育てていきたいですね。

調教師コメント（栗東・松下武士調教師）

母父ネオユニヴァースはスタミナに長けていて、芝も走りますがダートの特
色もあると思っています。牡にでても牝にでても短い距離で機敏に動ける
馬を作りたいなと思ってサウスヴィグラスを種付けしました。本馬は父の産
駒らしく筋肉質で、付くべきところに筋肉が付いてくれているのが良いとこ
ろです。筋肉量が豊富なので走りにスピード感を感じることも多いですね。
性格的には人に従順で悪さをせず、自分の芯を持ったマイペースなタイプ。
人の言うことをよく聞くのでレースでも力を発揮しやすいのではないでしょ
うか。ダートのマイル以下を得意としそうですが、たくさん番組があるとこ
ろなので、丈夫に育ってたくさん出走してほしいなと思います。

育成牧場コメント（フジワラファーム・藤原氏）

母

祖母

曽祖母

メス

※測尺・馬体重はHPで最新情報をご覧ください。

Point
骨量が豊かで胴部がやや詰まった馬体は、ダート短距離で他馬を圧倒した父サウスヴ
ィグラスを想起させます。母系に目を向けるとスピードを兼ね備えた産駒が多く、本
馬もダート短距離を主戦場として、砂のスペシャリストになってくれることでしょう。

コース適性

距 離 適 性

成 長

芝 ダ

短 長

早 晩
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Sire 種牡馬解説

Broodmare Sire 母父解説

アジアエクスプレス

米国で生まれて日本に輸入され、デビューは2歳11月。ダート戦で初勝利を挙げると、2
戦目もダートで圧勝。3戦目は朝日杯ＦＳに出走すると、直線で差し切りＧⅠ初制覇。芝コ
ース未経験でＧⅠ優勝という快挙を成し遂げた。3歳初戦のスプリングＳでは2着と好走し、
挑んだ皐月賞では6着と敗退。その後はダート路線を歩み、夏のレパードＳで重賞2勝目を
挙げた。その後は骨折などもあり勝ち星は挙げられなかったが、成功種牡馬ヘニーヒュー
ズの後継として種牡馬入り。200頭近い繁殖牝馬を集める人気ぶりで、産駒にも芝ダート
を問わない活躍が期待される。

●2011年生　栗毛　米国産
●競走成績　12戦4勝　最優秀2歳牡馬
　朝日杯ＦＳ（ＧⅠ）、レパードＳ（ＧⅢ）、スプリングＳ
2着（ＧⅡ）、アンタレスＳ2着（ＧⅢ）

●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

キャプテンスティーヴ
●1997年生　栃栗毛　米国産
●競走成績　ドバイワールドC（GⅠ）、ドンH（GⅠ）
●主な産駒／母の父として：ヴェラヴァルスター（青葉賞
3着）、オーバースペック（新潟2歳S2着）、ハーベスト
ムーン（鳳雛S）／父として：イスドール（クイーン賞3
着）、シルククルセイダー（関越S）

アジュディケーティング
●1987年生　黒鹿毛　米国
●競走成績　シャンペインS（GⅠ）、カウディンS（GⅠ）
（ＧⅡ）、アンタレスＳ2着（ＧⅢ）
●主な産駒／母の父として：プリンシアコメータ（エンプ
レス杯）、メイショウスミトモ（名古屋GP）、ロングプラ
イド（ユニコーンS）、プリメラアスール（エリザベス女
王杯5着）／父として：アジュディミツオー（東京大賞
典）、アジュディケーター（京成杯3歳S）

ジェイドロバリー
●1987年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　仏グランクリテリヨム（GⅠ）
●主な産駒／母の父として：イコピコ（神戸新聞杯）、ア
ドマイヤキッス（ローズS）、メイショウトウコン（東海
S）トウショウドラフタ（ファルコンS）、クリノスターオ
ー（アンタレスS）／父として：ヤマカツスズラン（阪神
3歳牝馬S）、タイキシャーロック（南部杯）

サンデーサイレンス
●1986年生　青鹿毛　米国産
●競走成績　ケンタッキーダービー（GⅠ）、プリークネス
S（GⅠ）、BCクラシック（GⅠ）　米年度代表馬

●主な産駒／母の父として：ドゥラメンテ（日本ダービー）、
アーモンドアイ（ジャパンC）、ローズキングダム（ジャ
パンC）、スクリーンヒーロー（ジャパンC）、ロゴタイプ
皐月賞）／父として：ディープインパクト（日本ダービ
ー）、ネオユニヴァース（日本ダービー）

ネオユニヴァース
●2000年生　鹿毛　千歳産
●競走成績　日本ダービー（GⅠ）、皐月賞（GⅠ）、大阪
杯（GⅡ）　最優秀3歳牡馬

●主な産駒／母の父として：ルヴァンスレーヴ（チャンピ
オンズC）、アエロリット（NHKマイルC）、コズミックフ
ォース（日本ダービー3着）／父として：ロジユニヴァー
ス（日本ダービー）、ヴィクトワールピサ（ドバイWC）、
アンライバルド（皐月賞）

チチカステナンゴ
●1998年生　芦毛　仏国産
●競走成績　パリ大賞（GⅠ）、リュパン賞（GⅠ）、仏ダ
ービー2着（GⅠ）

●主な産駒／父として：Vision d'Etat（仏ダービー）、
Bubble Chic（仏ダービー）、キングズオブザサン
（NHKマイルC3着）、ピークトラム（デイリー杯2歳S2
着）、ケツァルテナンゴ（白富士S）

フレンチデピュティ
●1992年生　栗毛　米国産
●競走成績　ジェロームH（GⅡ）
●主な産駒／母の父として：マカヒキ（GⅠ）、ショウナン
パンドラ（ジャパンC）、レインボーライン（天皇賞・春）、
アンジュデジール（JBCレディスクラシック）、ゴールド
ドリーム（チャンピオンズC）／父として：レジネッタ
（桜花賞）、アドマイヤジュピタ（天皇賞・春）、サウン
ドトゥルー（チャンピオンズC）

ノボジャック
●1997年生　栗毛　米国産
●競走成績　JBCスプリント（GⅠ）　NAR特別表彰馬
●主な産駒／父として：ブラゾンドゥリス（黒船賞）、ラブ
バレット（北海道スプリントC2着）、カツゲキライデン
（エトワール賞）

ロージズインメイ
●2001年生　青鹿毛　米国産
●競走成績　ドバイワールドカップ（GⅠ）、ホイットニー
H（GⅠ）、BCクラシック2着（GⅠ）

●主な産駒／母の父として：マイネルグリット（小倉2歳
S）、マイネルファンロン（スプリングS3着）、マイネル
フラップ（シンザン記念2着）／父として：ドリームバレ
ンチノ（JBCスプリント）、コスモオオゾラ（弥生賞）

マンハッタンカフェ
●1998年生　青鹿毛　千歳産
●競走成績　有馬記念（GⅠ）、菊花賞（GⅠ）、天皇賞・
春（GⅠ）　最優秀4歳以上牡馬

●主な産駒／母の父として：レッドジェニアル（京都新聞
杯）、ダンツプリウス（ニュージーランドT）、ショウナ
ンラグーン（青葉賞）、ランスオブプラーナ（毎日杯）、
ノットフォーマル（フェアリーS）／父として：ヒルノダム
ール（天皇賞・春）、レッドディザイア（秋華賞）

Giant's Causeway　ジャイアンツコーズウェイ
●1997年生　栗毛　米国産
●競走成績　インターナショナルS（GⅠ）、エクリプスS
（GⅠ）、サセックスS（GⅠ）　欧州年度代表馬
●主な産駒／母の父として：Beauty Parlour（仏1000
ギニー）、ツクバアズマオー（中山金杯）、マスクゾロ
（シリウスS）、グレイトチャーター（セントウルS3着）
／父として：Shamardal（仏ダービー）、エイシンアポ
ロン（マイルCS）、エスケンデレヤ（ウッドメモリアルS）

©優駿

ゴールドシップ

父ステイゴールド、母父メジロマックイーンの「黄金配合」で注目され、2歳時から期待に
違わぬ活躍を見せる。3歳春の共同通信杯で重賞初制覇を飾ると、続く皐月賞でＧⅠも初
制覇。菊花賞を制してクラシック2冠馬として臨んだ有馬記念では、古豪を打ち破って優勝。
古馬になって4歳時、5歳時には宝塚記念を連覇。その後、フランスの凱旋門賞にも挑戦
した（14着）。6歳の有馬記念を最後に、ＧⅠ6勝の実績を掲げて種牡馬入り。初年度産駒
が2歳重賞でワンツーを決めるなど、順調な船出となっている。

●2009年生　芦毛　日高産
●競走成績　日仏28戦13勝　最優秀3歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、菊花賞（ＧⅠ）、有馬記念（ＧⅠ）、宝
塚記念（ＧⅠ）2回、天皇賞・春（ＧⅠ）、ほか重賞5勝

●種牡馬成績　2016年から供用中
●主な産駒　ブラックホール（札幌2歳Ｓ）、サトノゴ
ールド（札幌2歳Ｓ2着）ビッグレッドファーム提供

カレンブラックヒル

デビューは3歳1月と遅めだったが、先行力を武器に勝ち星を重ねて2連勝。3戦目のＮＺＴ
でも勝利すると、続くＮＨＫマイルＣでも逃げ切り勝ち。年明けのデビューから4連勝でＧⅠ
を制して春競馬を大いに盛り上げた。休み明けの毎日王冠では古馬を封じ込めて5連勝。
続く天皇賞・秋も5着と健闘した。その後はマイルから中距離を舞台に重賞戦線を走り、5
歳時と6歳時にＧⅢを制覇。現役引退後はトップサイアー・ダイワメジャーの後継種牡馬とし
て、産駒の活躍に期待が掛かっている。

●2010年生　黒鹿毛　安平産
●競走成績　22戦7勝
　ＮＨＫマイルＣ（ＧⅠ）、毎日王冠（ＧⅡ）、ニュージ
ーランドＴ（ＧⅡ）、小倉大賞典（ＧⅢ）

●種牡馬成績　2016年から供用中
●主な産駒　2019年に初年度産駒がデビュー

©優駿

サウスヴィグラス

2歳11月のデビュー以降、ダートの短距離を中心に出走し勝ち星を重ねる。4歳末までに5
勝を挙げたが、すべてがダ1200ｍ戦だった。5歳でオープンまで出世すると6歳になって本
格化。根岸Ｓではダ1400ｍを克服して重賞初制覇を飾ると、3月の黒船賞から故障による
休養を挟みながら重賞を6連勝した。7歳の秋、引退レースとなったＪＢＣスプリントでＧⅠ
を制覇して種牡馬入り。自身と同様、ダートで強さを発揮する産駒を多数輩出し、地方競
馬では一時代を築いた。18年1月に死亡したが、残された産駒の活躍に期待が掛かる。

●1996年生　栗毛　米国産
●競走成績　33戦16勝
　ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）、根岸Ｓ（ＧⅢ）2回
●種牡馬成績　2004年から供用、2018年死亡　
地方リーディングサイアー5回

●主な産駒　コーリンベリー（ＪＢＣスプリント）、ラ
ブミーチャン（全日本2歳優駿、東京盃）㈲ホースバンク

キンシャサノキセキ

豪州で生まれて輸入され、2歳冬にデビューして初勝利を挙げる。マイル以下の距離で活
躍し、ＮＨＫマイルＣで3着と好走。3歳秋のマイルＣＳにも挑み、5着と健闘した。4歳時に
は2勝を挙げ、5歳の夏に17戦目となる函館ＳＳで重賞初制覇。その後も短距離重賞で活
躍を見せると、7歳になって高松宮記念でＧⅠ初制覇。翌年に連覇を達成し、種牡馬入り
が決まった。スピード豊かな産駒を送り出して重賞馬も輩出。フジキセキの後継として活躍
している。

●2003年生　鹿毛　豪州産
●競走成績　31戦12勝　最優秀短距離馬
　高松宮記念（ＧⅠ）2回、阪神カップ（ＧⅡ）2回
●種牡馬成績　2011年から供用中
●主な産駒　モンドキャンノ（京王杯2歳Ｓ）、シュウ
ジ（阪神カップ）、サクセスエナジー（さきたま杯）、
ベルーガ（ファンタジーＳ）など上田美貴子

ダノンシャーク

デビューは2歳10月。2着が続くなど惜敗が続いたが3歳初戦で初勝利。トライアルに挑む
も敗戦し、クラシックへの出走には至らなかった。その後はマイル路線を中心に歩むと、明
け5歳の京都金杯で重賞初勝利。その後の安田記念では3着となり、マイル重賞の中心的
存在となった。6歳の秋、マイルＣＳで念願のＧⅠ制覇を飾った。8歳時のマイルＣＳ4着を
最後に引退種牡馬入りとなった。名牝系出身のディープ系種牡馬として注目を集めている。

●2008年生　鹿毛　日高産
●競走成績　39戦7勝
　マイルＣＳ（ＧⅠ）、富士Ｓ（ＧⅢ）、京都金杯（ＧⅢ）、
安田記念3着（ＧⅠ）

●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

㈱サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ

ディスクリートキャット

2歳夏に米国でデビュー。わずか3戦目での出走となったＵＡＥダービーでは後の年度代表
馬インヴァソールなどを相手に6馬身差で圧勝した。3歳秋、ＧⅠ初挑戦となったシガーマイ
ルＨを制覇し、2歳時を含め6戦無敗の戦歴とその内容から3歳チャンピオンホースとしての
評価を獲得した。2008年から米国で種牡馬入りすると、ＧⅠ馬を複数輩出。日本に輸入さ
れたエアハリファが重賞を制しており、日本競馬への適性の高さを期待されて来日すること
になった。

●2003年生　鹿毛　米国産
●競走成績　米ＵＡＥ9戦6勝
　シガーマイルＨ（ＧⅠ）、ジェロームＢＣＨ（ＧⅡ）、Ｕ
ＡＥダービー（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2017年から本邦で供用中
●主な産駒　Dads Caps（カーターＨ2回）、エアハ
リファ（根岸Ｓ）、キズマ（5勝）などDarley

ヘニーヒューズ

2歳でデビューすると重賞を含む3連勝。その後のＧⅠ3戦は2着続きだったものの頭角を現
す。3歳夏に短距離に路線を定めると、キングズビショップＳを制しＧⅠ馬となる。ＧⅠ2連勝
で臨んだＢＣスプリントは大敗を喫してしまうが、高いスピード能力を買われて種牡馬入り。
当初は結果を出せなかったが、突如としてエクリプス賞を4度受賞する名牝Beholderを輩
出。日本に持ち込まれていた産駒からも重賞馬が出たことから輸入が決定した。すでに芝
ダート両方でＧⅠ馬を輩出し、その後継が種牡馬入りするなど、一大勢力を築きつつある。

●2003年生　栗毛　米国産
●競走成績　米10戦6勝
　ヴォスバーグＳ（ＧⅠ）、キングズビショップＳ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2014年から本邦で供用中
●主な産駒　Beholder（ＧⅠを11勝、米2歳・3歳牝
馬・古牝馬チャンピオン）、アジアエクスプレス（朝
日杯ＦＳ、レパードＳ）、モーニン（フェブラリーＳ）©優駿

ドゥラメンテ

父キングカメハメハ、母アドマイヤグルーヴ（その母エアグルーヴ）という超良血馬としてデ
ビュー前から注目を集める。デビュー戦は出遅れて2着となるも、2戦目で初勝利。3歳初
戦のセントポーリア賞で2勝目を挙げる。共同通信杯2着から挑んだ皐月賞では、強烈な末
脚を見せて見事に優勝。日本ダービーはレースレコードで優勝し2冠馬となった。その後は
骨折で休養し、4歳時にはドバイに遠征（2着）。帰国後の宝塚記念のレース後に故障が判
明し、引退種牡馬入りとなった。良血馬だけに馬産地での期待・人気はすさまじく、初年
度産駒は200頭近く誕生している。

●2012年生　鹿毛　安平産
●競走成績　日ＵＡＥ9戦5勝　最優秀3歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、日本ダービー（ＧⅠ）、中山記念（Ｇ
Ⅱ）、ドバイシーマクラシック2着（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

上田美貴子

モーリス

2歳10月にデビューし、2歳時は3戦2勝の成績を挙げる。3歳時は勝ち星を挙げられず、
休養・転廐を経て4歳になって復帰。半年ぶりとなる1000万クラスのレースで勝利すると、
そこから快進撃がスタート。ダービー卿ＣＴで重賞初制覇を飾ると、続く安田記念でＧⅠウ
イナーに。日本と香港でマイルＧⅠを4連勝し、年度代表馬にも輝いた。5歳時には2000
ｍのＧⅠを2勝。日本と香港でＧⅠを6勝して現役生活を終えた。種牡馬入り後はその実績
から人気を集め、オーストラリアでのシャトル供用も行われている。

●2011年生　鹿毛　日高産
●競走成績　日香18戦11勝　年度代表馬
　香港カップ（ＧⅠ）、香港マイル（ＧⅠ）、天皇賞・秋
（ＧⅠ）、安田記念（ＧⅠ）、マイルチャンピオンシッ
プ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビューArrowfield Stud

ネオユニヴァース

2歳11月のデビュー戦を快勝すると、2戦目で3着に敗れるもその後は勝ち星を重ねる。年
明けのきさらぎ賞で重賞を初制覇すると、スプリングＳ優勝から挑んだ皐月賞では1番人気
に応えて優勝。続く日本ダービーも1番人気で優勝。Ｍデムーロ騎手とのコンビで春競馬の
主役となった。3冠目の菊花賞は3着と敗れたが、続くジャパンＣでは4着に入り実力を示し
た。4歳になって大阪杯を制するも、天皇賞・春のあとに故障が判明。引退種牡馬入りと
なった。種牡馬としてもダービー馬ロジユニヴァースを出したほか、ドバイを制したヴィクト
ワールピサを輩出。サンデー直仔として大きな存在感を示している。

●2000年生　鹿毛　千歳産
●競走成績　13戦7勝　最優秀3歳牡馬
　日本ダービー（ＧⅠ）、皐月賞（ＧⅠ）、大阪杯（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2005年から供用中
●主な産駒　ロジユニヴァース（日本ダービー）、ヴ　
ィクトワールピサ（有馬記念、ドバイＷＣ、皐月賞）

リオンディーズ

名牝シーザリオの仔として注目のデビューは2歳11月。2000ｍのレースで掛かるところを
見せたが見事に勝利。2戦目はマイルの朝日杯ＦＳに出走すると、最後方から豪快に差し切
り優勝した。3歳時は弥生賞2着からスタートすると、皐月賞、ダービーに挑み敗退。秋以
降の活躍が期待されたが、故障によりやむなく引退が決定した。一族にＧⅠウイナーが多数
いる良血馬として期待を集めて種牡馬入りすると、2年連続で150頭以上の繁殖牝馬を集
める人気ぶりを見せつけている。

●2013年生　黒鹿毛　安平産
●競走成績　5戦2勝
　朝日杯ＦＳ（ＧⅠ）、弥生賞2着（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

㈱サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ
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Sire 種牡馬解説

Broodmare Sire 母父解説

アジアエクスプレス

米国で生まれて日本に輸入され、デビューは2歳11月。ダート戦で初勝利を挙げると、2
戦目もダートで圧勝。3戦目は朝日杯ＦＳに出走すると、直線で差し切りＧⅠ初制覇。芝コ
ース未経験でＧⅠ優勝という快挙を成し遂げた。3歳初戦のスプリングＳでは2着と好走し、
挑んだ皐月賞では6着と敗退。その後はダート路線を歩み、夏のレパードＳで重賞2勝目を
挙げた。その後は骨折などもあり勝ち星は挙げられなかったが、成功種牡馬ヘニーヒュー
ズの後継として種牡馬入り。200頭近い繁殖牝馬を集める人気ぶりで、産駒にも芝ダート
を問わない活躍が期待される。

●2011年生　栗毛　米国産
●競走成績　12戦4勝　最優秀2歳牡馬
　朝日杯ＦＳ（ＧⅠ）、レパードＳ（ＧⅢ）、スプリングＳ
2着（ＧⅡ）、アンタレスＳ2着（ＧⅢ）

●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

キャプテンスティーヴ
●1997年生　栃栗毛　米国産
●競走成績　ドバイワールドC（GⅠ）、ドンH（GⅠ）
●主な産駒／母の父として：ヴェラヴァルスター（青葉賞
3着）、オーバースペック（新潟2歳S2着）、ハーベスト
ムーン（鳳雛S）／父として：イスドール（クイーン賞3
着）、シルククルセイダー（関越S）

アジュディケーティング
●1987年生　黒鹿毛　米国
●競走成績　シャンペインS（GⅠ）、カウディンS（GⅠ）
（ＧⅡ）、アンタレスＳ2着（ＧⅢ）
●主な産駒／母の父として：プリンシアコメータ（エンプ
レス杯）、メイショウスミトモ（名古屋GP）、ロングプラ
イド（ユニコーンS）、プリメラアスール（エリザベス女
王杯5着）／父として：アジュディミツオー（東京大賞
典）、アジュディケーター（京成杯3歳S）

ジェイドロバリー
●1987年生　黒鹿毛　米国産
●競走成績　仏グランクリテリヨム（GⅠ）
●主な産駒／母の父として：イコピコ（神戸新聞杯）、ア
ドマイヤキッス（ローズS）、メイショウトウコン（東海
S）トウショウドラフタ（ファルコンS）、クリノスターオ
ー（アンタレスS）／父として：ヤマカツスズラン（阪神
3歳牝馬S）、タイキシャーロック（南部杯）

サンデーサイレンス
●1986年生　青鹿毛　米国産
●競走成績　ケンタッキーダービー（GⅠ）、プリークネス
S（GⅠ）、BCクラシック（GⅠ）　米年度代表馬

●主な産駒／母の父として：ドゥラメンテ（日本ダービー）、
アーモンドアイ（ジャパンC）、ローズキングダム（ジャ
パンC）、スクリーンヒーロー（ジャパンC）、ロゴタイプ
皐月賞）／父として：ディープインパクト（日本ダービ
ー）、ネオユニヴァース（日本ダービー）

ネオユニヴァース
●2000年生　鹿毛　千歳産
●競走成績　日本ダービー（GⅠ）、皐月賞（GⅠ）、大阪
杯（GⅡ）　最優秀3歳牡馬

●主な産駒／母の父として：ルヴァンスレーヴ（チャンピ
オンズC）、アエロリット（NHKマイルC）、コズミックフ
ォース（日本ダービー3着）／父として：ロジユニヴァー
ス（日本ダービー）、ヴィクトワールピサ（ドバイWC）、
アンライバルド（皐月賞）

チチカステナンゴ
●1998年生　芦毛　仏国産
●競走成績　パリ大賞（GⅠ）、リュパン賞（GⅠ）、仏ダ
ービー2着（GⅠ）

●主な産駒／父として：Vision d'Etat（仏ダービー）、
Bubble Chic（仏ダービー）、キングズオブザサン
（NHKマイルC3着）、ピークトラム（デイリー杯2歳S2
着）、ケツァルテナンゴ（白富士S）

フレンチデピュティ
●1992年生　栗毛　米国産
●競走成績　ジェロームH（GⅡ）
●主な産駒／母の父として：マカヒキ（GⅠ）、ショウナン
パンドラ（ジャパンC）、レインボーライン（天皇賞・春）、
アンジュデジール（JBCレディスクラシック）、ゴールド
ドリーム（チャンピオンズC）／父として：レジネッタ
（桜花賞）、アドマイヤジュピタ（天皇賞・春）、サウン
ドトゥルー（チャンピオンズC）

ノボジャック
●1997年生　栗毛　米国産
●競走成績　JBCスプリント（GⅠ）　NAR特別表彰馬
●主な産駒／父として：ブラゾンドゥリス（黒船賞）、ラブ
バレット（北海道スプリントC2着）、カツゲキライデン
（エトワール賞）

ロージズインメイ
●2001年生　青鹿毛　米国産
●競走成績　ドバイワールドカップ（GⅠ）、ホイットニー
H（GⅠ）、BCクラシック2着（GⅠ）

●主な産駒／母の父として：マイネルグリット（小倉2歳
S）、マイネルファンロン（スプリングS3着）、マイネル
フラップ（シンザン記念2着）／父として：ドリームバレ
ンチノ（JBCスプリント）、コスモオオゾラ（弥生賞）

マンハッタンカフェ
●1998年生　青鹿毛　千歳産
●競走成績　有馬記念（GⅠ）、菊花賞（GⅠ）、天皇賞・
春（GⅠ）　最優秀4歳以上牡馬

●主な産駒／母の父として：レッドジェニアル（京都新聞
杯）、ダンツプリウス（ニュージーランドT）、ショウナ
ンラグーン（青葉賞）、ランスオブプラーナ（毎日杯）、
ノットフォーマル（フェアリーS）／父として：ヒルノダム
ール（天皇賞・春）、レッドディザイア（秋華賞）

Giant's Causeway　ジャイアンツコーズウェイ
●1997年生　栗毛　米国産
●競走成績　インターナショナルS（GⅠ）、エクリプスS
（GⅠ）、サセックスS（GⅠ）　欧州年度代表馬
●主な産駒／母の父として：Beauty Parlour（仏1000
ギニー）、ツクバアズマオー（中山金杯）、マスクゾロ
（シリウスS）、グレイトチャーター（セントウルS3着）
／父として：Shamardal（仏ダービー）、エイシンアポ
ロン（マイルCS）、エスケンデレヤ（ウッドメモリアルS）

©優駿

ゴールドシップ

父ステイゴールド、母父メジロマックイーンの「黄金配合」で注目され、2歳時から期待に
違わぬ活躍を見せる。3歳春の共同通信杯で重賞初制覇を飾ると、続く皐月賞でＧⅠも初
制覇。菊花賞を制してクラシック2冠馬として臨んだ有馬記念では、古豪を打ち破って優勝。
古馬になって4歳時、5歳時には宝塚記念を連覇。その後、フランスの凱旋門賞にも挑戦
した（14着）。6歳の有馬記念を最後に、ＧⅠ6勝の実績を掲げて種牡馬入り。初年度産駒
が2歳重賞でワンツーを決めるなど、順調な船出となっている。

●2009年生　芦毛　日高産
●競走成績　日仏28戦13勝　最優秀3歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、菊花賞（ＧⅠ）、有馬記念（ＧⅠ）、宝
塚記念（ＧⅠ）2回、天皇賞・春（ＧⅠ）、ほか重賞5勝

●種牡馬成績　2016年から供用中
●主な産駒　ブラックホール（札幌2歳Ｓ）、サトノゴ
ールド（札幌2歳Ｓ2着）ビッグレッドファーム提供

カレンブラックヒル

デビューは3歳1月と遅めだったが、先行力を武器に勝ち星を重ねて2連勝。3戦目のＮＺＴ
でも勝利すると、続くＮＨＫマイルＣでも逃げ切り勝ち。年明けのデビューから4連勝でＧⅠ
を制して春競馬を大いに盛り上げた。休み明けの毎日王冠では古馬を封じ込めて5連勝。
続く天皇賞・秋も5着と健闘した。その後はマイルから中距離を舞台に重賞戦線を走り、5
歳時と6歳時にＧⅢを制覇。現役引退後はトップサイアー・ダイワメジャーの後継種牡馬とし
て、産駒の活躍に期待が掛かっている。

●2010年生　黒鹿毛　安平産
●競走成績　22戦7勝
　ＮＨＫマイルＣ（ＧⅠ）、毎日王冠（ＧⅡ）、ニュージ
ーランドＴ（ＧⅡ）、小倉大賞典（ＧⅢ）

●種牡馬成績　2016年から供用中
●主な産駒　2019年に初年度産駒がデビュー

©優駿

サウスヴィグラス

2歳11月のデビュー以降、ダートの短距離を中心に出走し勝ち星を重ねる。4歳末までに5
勝を挙げたが、すべてがダ1200ｍ戦だった。5歳でオープンまで出世すると6歳になって本
格化。根岸Ｓではダ1400ｍを克服して重賞初制覇を飾ると、3月の黒船賞から故障による
休養を挟みながら重賞を6連勝した。7歳の秋、引退レースとなったＪＢＣスプリントでＧⅠ
を制覇して種牡馬入り。自身と同様、ダートで強さを発揮する産駒を多数輩出し、地方競
馬では一時代を築いた。18年1月に死亡したが、残された産駒の活躍に期待が掛かる。

●1996年生　栗毛　米国産
●競走成績　33戦16勝
　ＪＢＣスプリント（ＧⅠ）、根岸Ｓ（ＧⅢ）2回
●種牡馬成績　2004年から供用、2018年死亡　
地方リーディングサイアー5回

●主な産駒　コーリンベリー（ＪＢＣスプリント）、ラ
ブミーチャン（全日本2歳優駿、東京盃）㈲ホースバンク

キンシャサノキセキ

豪州で生まれて輸入され、2歳冬にデビューして初勝利を挙げる。マイル以下の距離で活
躍し、ＮＨＫマイルＣで3着と好走。3歳秋のマイルＣＳにも挑み、5着と健闘した。4歳時に
は2勝を挙げ、5歳の夏に17戦目となる函館ＳＳで重賞初制覇。その後も短距離重賞で活
躍を見せると、7歳になって高松宮記念でＧⅠ初制覇。翌年に連覇を達成し、種牡馬入り
が決まった。スピード豊かな産駒を送り出して重賞馬も輩出。フジキセキの後継として活躍
している。

●2003年生　鹿毛　豪州産
●競走成績　31戦12勝　最優秀短距離馬
　高松宮記念（ＧⅠ）2回、阪神カップ（ＧⅡ）2回
●種牡馬成績　2011年から供用中
●主な産駒　モンドキャンノ（京王杯2歳Ｓ）、シュウ
ジ（阪神カップ）、サクセスエナジー（さきたま杯）、
ベルーガ（ファンタジーＳ）など上田美貴子

ダノンシャーク

デビューは2歳10月。2着が続くなど惜敗が続いたが3歳初戦で初勝利。トライアルに挑む
も敗戦し、クラシックへの出走には至らなかった。その後はマイル路線を中心に歩むと、明
け5歳の京都金杯で重賞初勝利。その後の安田記念では3着となり、マイル重賞の中心的
存在となった。6歳の秋、マイルＣＳで念願のＧⅠ制覇を飾った。8歳時のマイルＣＳ4着を
最後に引退種牡馬入りとなった。名牝系出身のディープ系種牡馬として注目を集めている。

●2008年生　鹿毛　日高産
●競走成績　39戦7勝
　マイルＣＳ（ＧⅠ）、富士Ｓ（ＧⅢ）、京都金杯（ＧⅢ）、
安田記念3着（ＧⅠ）

●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

㈱サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ

ディスクリートキャット

2歳夏に米国でデビュー。わずか3戦目での出走となったＵＡＥダービーでは後の年度代表
馬インヴァソールなどを相手に6馬身差で圧勝した。3歳秋、ＧⅠ初挑戦となったシガーマイ
ルＨを制覇し、2歳時を含め6戦無敗の戦歴とその内容から3歳チャンピオンホースとしての
評価を獲得した。2008年から米国で種牡馬入りすると、ＧⅠ馬を複数輩出。日本に輸入さ
れたエアハリファが重賞を制しており、日本競馬への適性の高さを期待されて来日すること
になった。

●2003年生　鹿毛　米国産
●競走成績　米ＵＡＥ9戦6勝
　シガーマイルＨ（ＧⅠ）、ジェロームＢＣＨ（ＧⅡ）、Ｕ
ＡＥダービー（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2017年から本邦で供用中
●主な産駒　Dads Caps（カーターＨ2回）、エアハ
リファ（根岸Ｓ）、キズマ（5勝）などDarley

ヘニーヒューズ

2歳でデビューすると重賞を含む3連勝。その後のＧⅠ3戦は2着続きだったものの頭角を現
す。3歳夏に短距離に路線を定めると、キングズビショップＳを制しＧⅠ馬となる。ＧⅠ2連勝
で臨んだＢＣスプリントは大敗を喫してしまうが、高いスピード能力を買われて種牡馬入り。
当初は結果を出せなかったが、突如としてエクリプス賞を4度受賞する名牝Beholderを輩
出。日本に持ち込まれていた産駒からも重賞馬が出たことから輸入が決定した。すでに芝
ダート両方でＧⅠ馬を輩出し、その後継が種牡馬入りするなど、一大勢力を築きつつある。

●2003年生　栗毛　米国産
●競走成績　米10戦6勝
　ヴォスバーグＳ（ＧⅠ）、キングズビショップＳ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2014年から本邦で供用中
●主な産駒　Beholder（ＧⅠを11勝、米2歳・3歳牝
馬・古牝馬チャンピオン）、アジアエクスプレス（朝
日杯ＦＳ、レパードＳ）、モーニン（フェブラリーＳ）©優駿

ドゥラメンテ

父キングカメハメハ、母アドマイヤグルーヴ（その母エアグルーヴ）という超良血馬としてデ
ビュー前から注目を集める。デビュー戦は出遅れて2着となるも、2戦目で初勝利。3歳初
戦のセントポーリア賞で2勝目を挙げる。共同通信杯2着から挑んだ皐月賞では、強烈な末
脚を見せて見事に優勝。日本ダービーはレースレコードで優勝し2冠馬となった。その後は
骨折で休養し、4歳時にはドバイに遠征（2着）。帰国後の宝塚記念のレース後に故障が判
明し、引退種牡馬入りとなった。良血馬だけに馬産地での期待・人気はすさまじく、初年
度産駒は200頭近く誕生している。

●2012年生　鹿毛　安平産
●競走成績　日ＵＡＥ9戦5勝　最優秀3歳牡馬
　皐月賞（ＧⅠ）、日本ダービー（ＧⅠ）、中山記念（Ｇ
Ⅱ）、ドバイシーマクラシック2着（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

上田美貴子

モーリス

2歳10月にデビューし、2歳時は3戦2勝の成績を挙げる。3歳時は勝ち星を挙げられず、
休養・転廐を経て4歳になって復帰。半年ぶりとなる1000万クラスのレースで勝利すると、
そこから快進撃がスタート。ダービー卿ＣＴで重賞初制覇を飾ると、続く安田記念でＧⅠウ
イナーに。日本と香港でマイルＧⅠを4連勝し、年度代表馬にも輝いた。5歳時には2000
ｍのＧⅠを2勝。日本と香港でＧⅠを6勝して現役生活を終えた。種牡馬入り後はその実績
から人気を集め、オーストラリアでのシャトル供用も行われている。

●2011年生　鹿毛　日高産
●競走成績　日香18戦11勝　年度代表馬
　香港カップ（ＧⅠ）、香港マイル（ＧⅠ）、天皇賞・秋
（ＧⅠ）、安田記念（ＧⅠ）、マイルチャンピオンシッ
プ（ＧⅠ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビューArrowfield Stud

ネオユニヴァース

2歳11月のデビュー戦を快勝すると、2戦目で3着に敗れるもその後は勝ち星を重ねる。年
明けのきさらぎ賞で重賞を初制覇すると、スプリングＳ優勝から挑んだ皐月賞では1番人気
に応えて優勝。続く日本ダービーも1番人気で優勝。Ｍデムーロ騎手とのコンビで春競馬の
主役となった。3冠目の菊花賞は3着と敗れたが、続くジャパンＣでは4着に入り実力を示し
た。4歳になって大阪杯を制するも、天皇賞・春のあとに故障が判明。引退種牡馬入りと
なった。種牡馬としてもダービー馬ロジユニヴァースを出したほか、ドバイを制したヴィクト
ワールピサを輩出。サンデー直仔として大きな存在感を示している。

●2000年生　鹿毛　千歳産
●競走成績　13戦7勝　最優秀3歳牡馬
　日本ダービー（ＧⅠ）、皐月賞（ＧⅠ）、大阪杯（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2005年から供用中
●主な産駒　ロジユニヴァース（日本ダービー）、ヴ　
ィクトワールピサ（有馬記念、ドバイＷＣ、皐月賞）

リオンディーズ

名牝シーザリオの仔として注目のデビューは2歳11月。2000ｍのレースで掛かるところを
見せたが見事に勝利。2戦目はマイルの朝日杯ＦＳに出走すると、最後方から豪快に差し切
り優勝した。3歳時は弥生賞2着からスタートすると、皐月賞、ダービーに挑み敗退。秋以
降の活躍が期待されたが、故障によりやむなく引退が決定した。一族にＧⅠウイナーが多数
いる良血馬として期待を集めて種牡馬入りすると、2年連続で150頭以上の繁殖牝馬を集
める人気ぶりを見せつけている。

●2013年生　黒鹿毛　安平産
●競走成績　5戦2勝
　朝日杯ＦＳ（ＧⅠ）、弥生賞2着（ＧⅡ）
●種牡馬成績　2017年から供用中
●主な産駒　2020年に初年度産駒がデビュー

㈱サラブレッド・ブリーダーズ・クラブ

29



ブーケドロゼブルーの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201801

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

※お申込月が2019年11月以降の場合、2020年保険料のお支払いは初回請求月になります。

ノボレインボーの18

10,000円

５月

５月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000
10,000

4月

4月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000

3月

3月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,400

2月

2月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500

1月

1月27日

1,200
1,400
1,600
2,000

12月

12月27日

1,200
1,400
2,000

11月

11月27日

1,200
1,600

10月

10月28日

1,600
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201802

一口価格：

2020年保険料出資金：320円
※11月27日に自動引き落とし

ハンドオブフェイトの18

14,000円

５月

５月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,600
7,000
14,000

4月

4月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,600
7,000

3月

3月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,800

2月

2月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500

1月

1月27日

1,700
2,000
2,300
2,800

12月

12月27日

1,700
2,000
2,500

11月

11月27日

1,700
2,000

10月

10月28日

2,100
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201804

一口価格：

2020年保険料出資金：448円
※11月27日に自動引き落とし

ボムシェルの18

8,000円

５月

５月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000
8,000

4月

4月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000

3月

3月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,800

2月

2月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000

1月

1月27日

1,000
1,100
1,300
1,600

12月

12月27日

1,000
1,100
1,500

11月

11月27日

1,000
1,400

10月

10月28日

1,000
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201806

ブルーフェアプレーの18は一口価格0円のため、分割支払いはありません
募集馬番号：201807

一口価格：

2020年保険料出資金：256円
※11月27日に自動引き落とし

アガサの18

12,000円

５月

５月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000
12,000

4月

4月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000

3月

3月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000

2月

2月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000

1月

1月27日

1,500
1,700
2,000
2,400

12月

12月27日

1,500
1,700
2,000

11月

11月27日

1,500
1,800

10月

10月28日

1,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201805

一口価格：

2020年保険料出資金：384円
※11月27日に自動引き落とし

ピサノキャニオンの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201803

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

マートンパークの18

28,000円

５月

５月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,300
14,000
28,000

4月

4月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,300
14,000

3月

3月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,400

2月

2月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000

1月

1月27日

3,500
4,000
4,600
5,600

12月

12月27日

3,500
4,000
5,000

11月

11月27日

3,500
4,000

10月

10月28日

3,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201851

一口価格：

2020年保険料出資金：896円
※11月27日に自動引き落とし

シーユーサンデーの18

8,000円

５月

５月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000
8,000

4月

4月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000

3月

3月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,800

2月

2月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000

1月

1月27日

1,000
1,100
1,300
1,600

12月

12月27日

1,000
1,100
1,500

11月

11月27日

1,000
1,400

10月

10月28日

1,000
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201853

一口価格：

2020年保険料出資金：256円
※11月27日に自動引き落とし

ブルーインザスカイの18

10,000円

５月

５月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000
10,000

4月

4月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000

3月

3月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,400

2月

2月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500

1月

1月27日

1,200
1,400
1,600
2,000

12月

12月27日

1,200
1,400
2,000

11月

11月27日

1,200
1,600

10月

10月28日

1,600
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201852

一口価格：

2020年保険料出資金：320円
※11月27日に自動引き落とし

サトノアスカの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201854

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

デルマオサキの18

12,000円

５月

５月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000
12,000

4月

4月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000

3月

3月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000

2月

2月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000

1月

1月27日

1,500
1,700
2,000
2,400

12月

12月27日

1,500
1,700
2,000

11月

11月27日

1,500
1,800

10月

10月28日

1,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201855

一口価格：

2020年保険料出資金：384円
※11月27日に自動引き落とし

競走馬出資金支払分割表 （単位：円）
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ブーケドロゼブルーの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201801

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

※お申込月が2019年11月以降の場合、2020年保険料のお支払いは初回請求月になります。

ノボレインボーの18

10,000円

５月

５月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000
10,000

4月

4月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000

3月

3月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,400

2月

2月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500

1月

1月27日

1,200
1,400
1,600
2,000

12月

12月27日

1,200
1,400
2,000

11月

11月27日

1,200
1,600

10月

10月28日

1,600
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201802

一口価格：

2020年保険料出資金：320円
※11月27日に自動引き落とし

ハンドオブフェイトの18

14,000円

５月

５月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,600
7,000
14,000

4月

4月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,600
7,000

3月

3月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500
4,800

2月

2月27日

1,700
2,000
2,300
2,800
3,500

1月

1月27日

1,700
2,000
2,300
2,800

12月

12月27日

1,700
2,000
2,500

11月

11月27日

1,700
2,000

10月

10月28日

2,100
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201804

一口価格：

2020年保険料出資金：448円
※11月27日に自動引き落とし

ボムシェルの18

8,000円

５月

５月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000
8,000

4月

4月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000

3月

3月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,800

2月

2月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000

1月

1月27日

1,000
1,100
1,300
1,600

12月

12月27日

1,000
1,100
1,500

11月

11月27日

1,000
1,400

10月

10月28日

1,000
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201806

ブルーフェアプレーの18は一口価格0円のため、分割支払いはありません
募集馬番号：201807

一口価格：

2020年保険料出資金：256円
※11月27日に自動引き落とし

アガサの18

12,000円

５月

５月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000
12,000

4月

4月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000

3月

3月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000

2月

2月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000

1月

1月27日

1,500
1,700
2,000
2,400

12月

12月27日

1,500
1,700
2,000

11月

11月27日

1,500
1,800

10月

10月28日

1,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201805

一口価格：

2020年保険料出資金：384円
※11月27日に自動引き落とし

ピサノキャニオンの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201803

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

マートンパークの18

28,000円

５月

５月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,300
14,000
28,000

4月

4月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,300
14,000

3月

3月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000
9,400

2月

2月27日

3,500
4,000
4,600
5,600
7,000

1月

1月27日

3,500
4,000
4,600
5,600

12月

12月27日

3,500
4,000
5,000

11月

11月27日

3,500
4,000

10月

10月28日

3,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201851

一口価格：

2020年保険料出資金：896円
※11月27日に自動引き落とし

シーユーサンデーの18

8,000円

５月

５月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000
8,000

4月

4月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,600
4,000

3月

3月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000
2,800

2月

2月27日

1,000
1,100
1,300
1,600
2,000

1月

1月27日

1,000
1,100
1,300
1,600

12月

12月27日

1,000
1,100
1,500

11月

11月27日

1,000
1,400

10月

10月28日

1,000
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201853

一口価格：

2020年保険料出資金：256円
※11月27日に自動引き落とし

ブルーインザスカイの18

10,000円

５月

５月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000
10,000

4月

4月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,300
5,000

3月

3月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500
3,400

2月

2月27日

1,200
1,400
1,600
2,000
2,500

1月

1月27日

1,200
1,400
1,600
2,000

12月

12月27日

1,200
1,400
2,000

11月

11月27日

1,200
1,600

10月

10月28日

1,600
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201852

一口価格：

2020年保険料出資金：320円
※11月27日に自動引き落とし

サトノアスカの18

20,000円

５月

５月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000
20,000

4月

4月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,600
10,000

3月

3月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000
6,800

2月

2月27日

2,500
2,800
3,300
4,000
5,000

1月

1月27日

2,500
2,800
3,300
4,000

12月

12月27日

2,500
2,800
3,500

11月

11月27日

2,500
3,200

10月

10月28日

2,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201854

一口価格：

2020年保険料出資金：640円
※11月27日に自動引き落とし

デルマオサキの18

12,000円

５月

５月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000
12,000

4月

4月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000
6,000

3月

3月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000
4,000

2月

2月27日

1,500
1,700
2,000
2,400
3,000

1月

1月27日

1,500
1,700
2,000
2,400

12月

12月27日

1,500
1,700
2,000

11月

11月27日

1,500
1,800

10月

10月28日

1,500
請求月

自動振替日

９月申込（８回払い）
１０月申込（７回払い）
１１月申込（６回払い）
１２月申込（５回払い）
１月申込（４回払い）
２月申込（３回払い）
３月申込（２回払い）
４月申込（１回払い）

募集馬番号：201855

一口価格：

2020年保険料出資金：384円
※11月27日に自動引き落とし

競走馬出資金支払分割表 （単位：円）
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費用について

分配について

費用について

分配について

会員システム

ベーシック会員

ありません

1名（1法人）につき月額 3,300円（税込）
●出資口数にかかわらず定額です。
●新規ご入会の方は申込月の翌月分よりお支払いいただきます。
●出資馬が全て引退して出資馬が不在の場合も、退会のお申し出がある
まで月会費は発生します。

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
●一括払い、分割払い（最大8回、申込月により変動。分割払い一覧表
は30～31ページを参照）のどちらかのお支払い方法をお選びください。
（例：ブーケドロゼブルーの18の場合、一口20,000円）
 

一口あたり 月額600円
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、募集口数の1000口で除したものが
1口あたりの維持費出資金です。

●維持費出資金の支払い義務は2歳1月分から引退する月の分まで発生し
ます。募集馬に2歳1月以降に出資された場合、2歳1月分からお申込
月分までの維持費出資金を遡ってお支払いいただきます。

●出資馬が引退する際、それまでの維持費出資金の合計から預託料の実
績額を控除して余剰金がある場合、分配いたします。

各募集馬ページの「保険料」をご参照下さい。
●年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。
●競走馬出資金が無料の募集馬については、競走馬保険には加入しません。
（例：ブーケドロゼブルーの18の場合、2020年は一口640円）

諸経費の支払いは毎月27日に銀行口座よりお引き落としとなります。
●クラブより請求書を発行いたしますので、新規ご入会時のみ14日以内
にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担くだ
さい）

入会金

ベーシック会員月会費

競走馬出資金

維持費出資金

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配対象額は、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分
配の方法により分配致します。いずれも分配計算月の翌月27日（金融
機関が休業日の場合は翌営業日）に会費や馬代金等のお支払い金額と
相殺した金額をご指定の口座へお振込み致します。

●原則として分配計算月の翌月15日前後に分配金の明細を記載した『精
算書』を送付いたします。

【月次分配】･･･出走した月の翌月27日にお支払い
●賞金、補助金等
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金

【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）
●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した月会費、維持費出資金、保険料出資金、競走馬出
資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保致し
ます。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ありません

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
※分割払いはございません。一括でお支払いいただきます。

一口あたり7,200円 ※初回1年分
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、運用開始から1年分の12ヶ月分を掛
けたものを募集口数の1000口で除したものが1口あたりの維持費出資
金です。

●運用期間中に維持費出資金が不足した場合は、獲得賞金等の分配対象
額から充当いたします。

年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。
●競走馬出資金が無料の募集馬については、競走馬保険には加入しません。
 

一口あたり3,300円（税込） ※初回のみ
●購入手数料として、匿名組合契約成立時に一括でお支払いいただきま
す。運用期間が延長した場合でも追加の費用はかかりません。

お申込みいただきましたらクラブより請求書を発行いたしますので、14
日以内にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担
ください）

入会金

維持費出資金

購入手数料

ライト会員お支払い金額早見表（一口あたり）

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配は毎年4月27日にご指定の口座へお振込み致します。
　※手数料はクラブが負担します。
●原則として毎年4月15日前後に分配金の明細を記載した『精算書』を
送付いたします。※電磁的交付の準備が出来た後は電磁的方法により
交付致します。
【月次分配】･･･ありません
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●賞金、補助金等
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金
【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）

●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した購入手数料、維持費出資金、保険料出資金、競走
馬出資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保
致します。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ライト会員

ブーケドロゼブルーの18

ノボレインボーの18

ピサノキャニオンの18

ハンドオブフェイトの18

アガサの18

ボムシェルの18

ブルーフェアプレーの18

マートンパークの18

ブルーインザスカイの18

シーユーサンデーの18

サトノアスカの18

デルマオサキの18

募集馬名 初回お支払い
（２歳時分）

31,140円

20,820円

31,140円

24,948円

22,884円

18,756円

10,500円

39,396円

20,820円

18,756円

31,140円

22,884円

３歳時分

7,840円

7,520円

7,840円

7,648円

7,584円

7,456円

7,200円

8,096円

7,520円

7,456円

7,840円

7,584円

４歳時以降

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

募集馬番号

お支払い期限 お申込日より
１４日以内

2020年
11月27日

毎年
11月27日

201801

201802

201803

201804

201805

201806

201807

201851

201852

201853

201854

201855

※毎年11月27日が次年度分の諸費用のお支払い期限となります。

競走馬出資金
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費用について

分配について

費用について

分配について

会員システム

ベーシック会員

ありません

1名（1法人）につき月額 3,300円（税込）
●出資口数にかかわらず定額です。
●新規ご入会の方は申込月の翌月分よりお支払いいただきます。
●出資馬が全て引退して出資馬が不在の場合も、退会のお申し出がある
まで月会費は発生します。

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
●一括払い、分割払い（最大8回、申込月により変動。分割払い一覧表
は30～31ページを参照）のどちらかのお支払い方法をお選びください。
（例：ブーケドロゼブルーの18の場合、一口20,000円）
 

一口あたり 月額600円
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、募集口数の1000口で除したものが
1口あたりの維持費出資金です。

●維持費出資金の支払い義務は2歳1月分から引退する月の分まで発生し
ます。募集馬に2歳1月以降に出資された場合、2歳1月分からお申込
月分までの維持費出資金を遡ってお支払いいただきます。

●出資馬が引退する際、それまでの維持費出資金の合計から預託料の実
績額を控除して余剰金がある場合、分配いたします。

各募集馬ページの「保険料」をご参照下さい。
●年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。
●競走馬出資金が無料の募集馬については、競走馬保険には加入しません。
（例：ブーケドロゼブルーの18の場合、2020年は一口640円）

諸経費の支払いは毎月27日に銀行口座よりお引き落としとなります。
●クラブより請求書を発行いたしますので、新規ご入会時のみ14日以内
にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担くだ
さい）

入会金

ベーシック会員月会費

競走馬出資金

維持費出資金

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配対象額は、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分
配の方法により分配致します。いずれも分配計算月の翌月27日（金融
機関が休業日の場合は翌営業日）に会費や馬代金等のお支払い金額と
相殺した金額をご指定の口座へお振込み致します。

●原則として分配計算月の翌月15日前後に分配金の明細を記載した『精
算書』を送付いたします。

【月次分配】･･･出走した月の翌月27日にお支払い
●賞金、補助金等
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金

【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）
●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した月会費、維持費出資金、保険料出資金、競走馬出
資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保致し
ます。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ありません

募集馬によって異なります。各募集馬ページの一口価格をご参照下さい。
※分割払いはございません。一括でお支払いいただきます。

一口あたり7,200円 ※初回1年分
●出資馬の飼養管理費用（育成費、廐舎預託料、各種登録料、治療費、
輸送費等）に相当するものです。

●1頭あたり月額60万円と設定し、運用開始から1年分の12ヶ月分を掛
けたものを募集口数の1000口で除したものが1口あたりの維持費出資
金です。

●運用期間中に維持費出資金が不足した場合は、獲得賞金等の分配対象
額から充当いたします。

年1回、11月にお支払いいただきます。　
●2歳1月1日より競走馬保険に加入（保険期間は2歳1月1日～2歳12月
31日）いたします。

●保険料出資金は、競走馬出資金の3.2%となります。（保険加入額につ
きましては、2歳馬は100%、3歳馬は100%、4歳馬以上および障害
馬は加入しません）

●中央、地方を問わず平地重賞勝ち馬となった場合には、次年度以降は
馬齢に関わりなく保険に加入いたします。保険加入額は競走馬出資金
の100％とします。

●年度途中で解約し、解約返戻金が発生した場合には分配対象となります。
●競走馬出資金が無料の募集馬については、競走馬保険には加入しません。
 

一口あたり3,300円（税込） ※初回のみ
●購入手数料として、匿名組合契約成立時に一括でお支払いいただきま
す。運用期間が延長した場合でも追加の費用はかかりません。

お申込みいただきましたらクラブより請求書を発行いたしますので、14
日以内にクラブ指定の銀行口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担
ください）

入会金

維持費出資金

購入手数料

ライト会員お支払い金額早見表（一口あたり）

保険料出資金

費用のお支払い方法

●獲得賞金分配は毎年4月27日にご指定の口座へお振込み致します。
　※手数料はクラブが負担します。
●原則として毎年4月15日前後に分配金の明細を記載した『精算書』を
送付いたします。※電磁的交付の準備が出来た後は電磁的方法により
交付致します。
【月次分配】･･･ありません
【年次分配】･･･毎年4月27日に分配
●賞金、補助金等
●JRA源泉税精算金
●クラブ法人源泉税精算金
【運用終了精算分配】･･･引退した月から3ヶ月以内の27日にお支払い
●売却代金（買い戻し金含む）

●保険金（解約保険返戻金含む）
●事故見舞金、抹消給付金・付加金
●維持費精算金（引退時に維持費出資金の合計額から預託料等の合計
額を差し引いて算出し、余剰がある場合は分配いたします）

●支払期限が到来した購入手数料、維持費出資金、保険料出資金、競走
馬出資金等諸経費のお支払いが未納になっている場合は支払金を留保
致します。

分配方法と分配時期

金銭の留保

ライト会員

ブーケドロゼブルーの18

ノボレインボーの18

ピサノキャニオンの18

ハンドオブフェイトの18

アガサの18

ボムシェルの18

ブルーフェアプレーの18

マートンパークの18

ブルーインザスカイの18

シーユーサンデーの18

サトノアスカの18

デルマオサキの18

募集馬名 初回お支払い
（２歳時分）

31,140円

20,820円

31,140円

24,948円

22,884円

18,756円

10,500円

39,396円

20,820円

18,756円

31,140円

22,884円

３歳時分

7,840円

7,520円

7,840円

7,648円

7,584円

7,456円

7,200円

8,096円

7,520円

7,456円

7,840円

7,584円

４歳時以降

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

7,200円

募集馬番号

お支払い期限 お申込日より
１４日以内

2020年
11月27日

毎年
11月27日

201801

201802

201803

201804

201805

201806

201807

201851

201852

201853

201854

201855

※毎年11月27日が次年度分の諸費用のお支払い期限となります。

競走馬出資金
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YGG OWNERS CLUB
YGG OWNERS CLUBP

会員システムQ&A クラブポイント

ライト会員

ベーシック会員

ポイントサービスは適用されるの？Q

A
適用されます。
出資金の５％のポイントが付与され、次回出資時に1ポ
イント＝1円として使用することができます。

ライト会員にはポイントサービスの適用はありません。

ライト会員

ベーシック会員

支払いはいつするの？

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その後は、月会費や維持費出資金等を毎月、お支払い
いただきます。

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その他の費用は、年1回、翌年分の維持費と保険料をお
支払いいただきます。

ライト会員

ベーシック会員

分配金はいつ貰えるの？

愛馬がレースで稼いだ賞金などの分配は、翌月に受け
取ることができます。

年1回、4月末ごろに前年分の配当金がまとめて振り込
まれます。

ライト会員

ベーシック会員

郵便物は送られてくるの？

毎月お送りする精算書のほか、会報誌、大事なお知ら
せなどをお送りしています。

原則としてございません。
精算書などの書面はWEB上で閲覧が可能です。
※システム完成後から（2020年春ごろ予定）

ライト会員

ベーシック会員

記念写真は貰える？

●出資記念写真
●愛馬優勝時の記念写真
　をプレゼントいたします。

有料にて購入することができます。

ライト会員

ベーシック会員

いつから出資できるの？

出資受付をスタートしたその日から出資が可能です。

2020年１月から出資受付がスタートします。
※募集開始はHP、メールなどでお知らせします。

ライト会員

ベーシック会員

どの募集馬に出資できるの？

すべての募集馬にご出資いただけます。

すべての募集馬にご出資いただけます。

ライト会員

ベーシック会員

この会員システムのメリットは？

●複数頭、複数口に出資しても月会費は一律。
●競走馬出資金の分割払いが可能。
●配当金がその都度、受け取れる。
●記念写真や会報誌が手元に届く。

●1頭から、1口から気軽に始められる。
●支払いは年1回だけで毎月の支払いがない。
●月会費がない。

　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。

※クラブポイント制度はベーシック会員にのみ適用されます。　※ライト会員にはクラブポイントは付与されません。

●クラブポイントとは？

●競走馬出資金以外の維持費出資金や月会費等には、クラブポイントは付与さ
れません。

●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付与されてい
くこととし、ポイントの残高は毎月の精算書に記載します。

　※2020/4/1以降記載となります。

●このポイントは原則として精算書発行月の10日（ご出資いただいた競走馬代
金のご請求月の10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。

●クラブポイントは、1ポイント＝1円換算で、次回以降の新規の競走馬出資金
への充当のみ使用できることとします。

●クラブポイントは新規出資の際にご使用いただけるものですので、クラブポ

イント付与対象となった競走馬出資金の分割払い分にこれを充当することは
できません。

●クラブポイントの有効期限はありません。ただし会員資格が失効となった時
点でポイントは消滅するものとします。

　またクラブポイントの現金への引き換え、および第三者への譲渡はできませ
ん。

●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。

　※2019年9月現在クラブポイントシステムは開発中のため、システム完成（2020年4
月予定）までに発生するポイントはクラブにて留保し、クラブポイントシステムが完
成次第付与するものとします。

ご注意点

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

●クラブポイント表
ブーケドロゼブルーの18を
10月に5口申し込むと・・・

例えば

早期出資キャンペーン

早く申し込むほどお得！ 
最大で12％のクラブポイントを付与!!
●2019年10月31日迄のお申込みで通常ポイント５％に加えさらに５％付与!!!
●2019年11月1日～2019年11月30日迄のお申込みで通常ポイント５％に加えさらに3％付与!!!
●2019年12月1日～2019年12月31日迄にお申込みで通常ポイント５％に加え1％付与!!!
さらに・・・●2019年12月31日迄に一括払いでお申込みされた方は通常ポイント+2％付与

10%

10%

8%

6%

5%

分割払い

ポイント付与率

12%

12%

10%

8%

5%

一括払い

2019年09月

2019年10月

2019年11月

2019年12月

2020年1月以降

申込月

10%

10,000ポイント付与

分割払い

12%

12,000ポイント付与

出資金100,000円×0.12 出資金100,000円×0.1

一括払い
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YGG OWNERS CLUB
YGG OWNERS CLUBP

会員システムQ&A クラブポイント

ライト会員

ベーシック会員

ポイントサービスは適用されるの？Q

A
適用されます。
出資金の５％のポイントが付与され、次回出資時に1ポ
イント＝1円として使用することができます。

ライト会員にはポイントサービスの適用はありません。

ライト会員

ベーシック会員

支払いはいつするの？

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その後は、月会費や維持費出資金等を毎月、お支払い
いただきます。

出資時に初期費用をお支払いいただきます。
その他の費用は、年1回、翌年分の維持費と保険料をお
支払いいただきます。

ライト会員

ベーシック会員

分配金はいつ貰えるの？

愛馬がレースで稼いだ賞金などの分配は、翌月に受け
取ることができます。

年1回、4月末ごろに前年分の配当金がまとめて振り込
まれます。

ライト会員

ベーシック会員

郵便物は送られてくるの？

毎月お送りする精算書のほか、会報誌、大事なお知ら
せなどをお送りしています。

原則としてございません。
精算書などの書面はWEB上で閲覧が可能です。
※システム完成後から（2020年春ごろ予定）

ライト会員

ベーシック会員

記念写真は貰える？

●出資記念写真
●愛馬優勝時の記念写真
　をプレゼントいたします。

有料にて購入することができます。

ライト会員

ベーシック会員

いつから出資できるの？

出資受付をスタートしたその日から出資が可能です。

2020年１月から出資受付がスタートします。
※募集開始はHP、メールなどでお知らせします。

ライト会員

ベーシック会員

どの募集馬に出資できるの？

すべての募集馬にご出資いただけます。

すべての募集馬にご出資いただけます。

ライト会員

ベーシック会員

この会員システムのメリットは？

●複数頭、複数口に出資しても月会費は一律。
●競走馬出資金の分割払いが可能。
●配当金がその都度、受け取れる。
●記念写真や会報誌が手元に届く。

●1頭から、1口から気軽に始められる。
●支払いは年1回だけで毎月の支払いがない。
●月会費がない。

　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。

※クラブポイント制度はベーシック会員にのみ適用されます。　※ライト会員にはクラブポイントは付与されません。

●クラブポイントとは？

●競走馬出資金以外の維持費出資金や月会費等には、クラブポイントは付与さ
れません。

●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付与されてい
くこととし、ポイントの残高は毎月の精算書に記載します。

　※2020/4/1以降記載となります。

●このポイントは原則として精算書発行月の10日（ご出資いただいた競走馬代
金のご請求月の10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。

●クラブポイントは、1ポイント＝1円換算で、次回以降の新規の競走馬出資金
への充当のみ使用できることとします。

●クラブポイントは新規出資の際にご使用いただけるものですので、クラブポ

イント付与対象となった競走馬出資金の分割払い分にこれを充当することは
できません。

●クラブポイントの有効期限はありません。ただし会員資格が失効となった時
点でポイントは消滅するものとします。

　またクラブポイントの現金への引き換え、および第三者への譲渡はできませ
ん。

●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。

　※2019年9月現在クラブポイントシステムは開発中のため、システム完成（2020年4
月予定）までに発生するポイントはクラブにて留保し、クラブポイントシステムが完
成次第付与するものとします。

ご注意点
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A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

●クラブポイント表
ブーケドロゼブルーの18を
10月に5口申し込むと・・・

例えば

早期出資キャンペーン

早く申し込むほどお得！ 
最大で12％のクラブポイントを付与!!
●2019年10月31日迄のお申込みで通常ポイント５％に加えさらに５％付与!!!
●2019年11月1日～2019年11月30日迄のお申込みで通常ポイント５％に加えさらに3％付与!!!
●2019年12月1日～2019年12月31日迄にお申込みで通常ポイント５％に加え1％付与!!!
さらに・・・●2019年12月31日迄に一括払いでお申込みされた方は通常ポイント+2％付与

10%

10%

8%

6%

5%

分割払い

ポイント付与率

12%

12%

10%

8%

5%

一括払い

2019年09月

2019年10月

2019年11月

2019年12月

2020年1月以降

申込月

10%

10,000ポイント付与

分割払い

12%

12,000ポイント付与

出資金100,000円×0.12 出資金100,000円×0.1

一括払い
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クラブサービス

電話・E メールでお問い合わせ

●お電話にてお問い合わせいただく場合  
　電話 03-6693-0360 FAX 03-6693-0278
●Ｅメールにてお問い合わせいただく場合   

　info@ygg-owners.jp

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当スタッフが直接お答えいたします。

※都合によりご提供でき
　ない場合があります。

※ 会員規約5. （6）GⅠ競走優勝に係わる「祝賀会費用預り金」及び「祝賀会費用精算金」
　 をご参照ください。

※お申し込み方法は、ホームページ、クラブ会報誌をご参照ください。

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員

ライト会員ベーシック会員（WEB閲覧システム完成後）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円or500円）

ベーシック会員

会員の皆様には様々な特典・サービスをご用意しています。
ホームページでの近況情報配信をはじめ、勝馬写真撮影（口取り）への参加、イベントなどで、
競馬をより身近に感じていただき、充実したクラブライフをご提案していきます。

※ライト会員の場合、対象とならないサービスがあります。　※サービス内容は変更となる場合があります。

クラブ公式ホームページではご愛馬に関する情報をお届けいたします。

http://ygg-owners.jp 
（ログインIDとパスワードはご入会時にお知らせいたします）

●クラブ公式ホームページ

クラブ公式ホームページにおいてクラブインフォメーションを不定
期にお伝えしておりますが、その他に、クラブ所属馬の情報やクラ
ブからのお知らせ情報（内容はホームページと同じです）をメールに
てお届けするサービスを実施しております。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報を
ご変更ください。

●クラブインフォメーションメール配信サービス

クラブ公式ホームページにおいてご愛馬の近況や調教時計などの情
報を曜日ごとにお伝えしておりますが、その他に、ご愛馬ごとの入廐、
出走確定及びレース結果などの情報（内容はホームページと同じで
す）をメールにてお届けするサービスを実施しております。ご愛馬に
主だった動きがあった場合、メールでお知らせいたします。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報をご変
更ください。

●ご愛馬メール配信サービス

隔月10日にクラブ会報誌
「HORSE LOVER」をお
届けいたします。

※ご愛馬の様子をリポートする
他、レース結果等を掲載して
おります。

※祝祭日の関係等により、発送
が遅れる場合があります。

●クラブ会報誌

競走馬出資金完納後に送付いたします。

※ライト会員の場合は発行がございません。
　公式HPマイページ内でご確認いただけます。

●出資馬証書

ご愛馬がレースで着用したゼッケンを抽選でプレゼントいたします。

●ゼッケンプレゼント

ご愛馬がＧⅠ（JpnⅠ）競走に出走し優勝した場合、当該出資馬の管
理調教師、担当廐務員、騎手等をはじめとして、ご愛馬に携わる関
係者をお招きしたパーティーを開催いたします。

●優勝記念祝賀パーティー

競走馬名の募集期間中にご応募いただいた中からクラブが選定し、
出資者の皆様の投票により決定いたします。命名者の方には命名証
およびデビュー戦に出走した際のゼッケンをプレゼントします。

※デビュー戦のゼッケンとならない場合がございます。また、馬体状況等によりレ
ースに出走しない場合がございます。

●ご愛馬へのネーミング

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、ゴール前写真（L 版）と口取
り写真（2L版）を原則優勝翌月の発送物に同封してお届けいたします。
なお、GⅠ（JpnⅠ）レースに出走し優勝した場合、記念品を制作して
お届けいたします。

●優勝記念写真

ご出資いただいた際、ベーシック
会員に愛馬の写真（カタログ掲載
のもの）をプレゼントいたします。
ライト会員はご希望の場合に有料
でご用意いたします。

●出資記念写真　

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、競馬場で実施される勝馬写
真撮影（口取り）にご参加いただけます。事前のお申し込みにより、
一般競走は10 名様、重賞競走の場合は20 名様までのご参加とさせ
ていただきます。（地方指定交流競走は除く）

●優勝時の勝馬写真撮影（口取り）へのご参加

新規にご入会を検討されている方や新たにご出資を検討中の会員の
皆様にご参考となるよう、また、ご愛馬を実際にご覧いただけるよ
うデビューに向けて調整されている募集馬の調教見学会を不定期に
開催しております。

●牧場見学ツアー、調教見学会

JRA施設に在廐している場合、ご愛馬を見学することはできませんが、
育成牧場などへの見学を希望する場合はクラブにお問い合わせくだ
さい。

※牧場によっては見学できない場合もありますので、ご了承ください。

●ご愛馬・募集馬の牧場見学
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クラブサービス

電話・E メールでお問い合わせ

●お電話にてお問い合わせいただく場合  
　電話 03-6693-0360 FAX 03-6693-0278
●Ｅメールにてお問い合わせいただく場合   

　info@ygg-owners.jp

ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当スタッフが直接お答えいたします。

※都合によりご提供でき
　ない場合があります。

※ 会員規約5. （6）GⅠ競走優勝に係わる「祝賀会費用預り金」及び「祝賀会費用精算金」
　 をご参照ください。

※お申し込み方法は、ホームページ、クラブ会報誌をご参照ください。

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員ベーシック会員

ライト会員

ライト会員ベーシック会員（WEB閲覧システム完成後）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円）

ライト会員ベーシック会員 （有料300円or500円）

ベーシック会員

会員の皆様には様々な特典・サービスをご用意しています。
ホームページでの近況情報配信をはじめ、勝馬写真撮影（口取り）への参加、イベントなどで、
競馬をより身近に感じていただき、充実したクラブライフをご提案していきます。

※ライト会員の場合、対象とならないサービスがあります。　※サービス内容は変更となる場合があります。

クラブ公式ホームページではご愛馬に関する情報をお届けいたします。

http://ygg-owners.jp 
（ログインIDとパスワードはご入会時にお知らせいたします）

●クラブ公式ホームページ

クラブ公式ホームページにおいてクラブインフォメーションを不定
期にお伝えしておりますが、その他に、クラブ所属馬の情報やクラ
ブからのお知らせ情報（内容はホームページと同じです）をメールに
てお届けするサービスを実施しております。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報を
ご変更ください。

●クラブインフォメーションメール配信サービス

クラブ公式ホームページにおいてご愛馬の近況や調教時計などの情
報を曜日ごとにお伝えしておりますが、その他に、ご愛馬ごとの入廐、
出走確定及びレース結果などの情報（内容はホームページと同じで
す）をメールにてお届けするサービスを実施しております。ご愛馬に
主だった動きがあった場合、メールでお知らせいたします。

※携帯電話にてサービスをご利用の方は、“ygg-owners.jp”ドメインからのメールをあ
らかじめ受信できるよう設定してください。

※送信障害を避けるためメールアドレスを変更された場合は、速やかに登録情報をご変
更ください。

●ご愛馬メール配信サービス

隔月10日にクラブ会報誌
「HORSE LOVER」をお
届けいたします。

※ご愛馬の様子をリポートする
他、レース結果等を掲載して
おります。

※祝祭日の関係等により、発送
が遅れる場合があります。

●クラブ会報誌

競走馬出資金完納後に送付いたします。

※ライト会員の場合は発行がございません。
　公式HPマイページ内でご確認いただけます。

●出資馬証書

ご愛馬がレースで着用したゼッケンを抽選でプレゼントいたします。

●ゼッケンプレゼント

ご愛馬がＧⅠ（JpnⅠ）競走に出走し優勝した場合、当該出資馬の管
理調教師、担当廐務員、騎手等をはじめとして、ご愛馬に携わる関
係者をお招きしたパーティーを開催いたします。

●優勝記念祝賀パーティー

競走馬名の募集期間中にご応募いただいた中からクラブが選定し、
出資者の皆様の投票により決定いたします。命名者の方には命名証
およびデビュー戦に出走した際のゼッケンをプレゼントします。

※デビュー戦のゼッケンとならない場合がございます。また、馬体状況等によりレ
ースに出走しない場合がございます。

●ご愛馬へのネーミング

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、ゴール前写真（L 版）と口取
り写真（2L版）を原則優勝翌月の発送物に同封してお届けいたします。
なお、GⅠ（JpnⅠ）レースに出走し優勝した場合、記念品を制作して
お届けいたします。

●優勝記念写真

ご出資いただいた際、ベーシック
会員に愛馬の写真（カタログ掲載
のもの）をプレゼントいたします。
ライト会員はご希望の場合に有料
でご用意いたします。

●出資記念写真　

ご愛馬がレースに出走し優勝した場合、競馬場で実施される勝馬写
真撮影（口取り）にご参加いただけます。事前のお申し込みにより、
一般競走は10 名様、重賞競走の場合は20 名様までのご参加とさせ
ていただきます。（地方指定交流競走は除く）

●優勝時の勝馬写真撮影（口取り）へのご参加

新規にご入会を検討されている方や新たにご出資を検討中の会員の
皆様にご参考となるよう、また、ご愛馬を実際にご覧いただけるよ
うデビューに向けて調整されている募集馬の調教見学会を不定期に
開催しております。

●牧場見学ツアー、調教見学会

JRA施設に在廐している場合、ご愛馬を見学することはできませんが、
育成牧場などへの見学を希望する場合はクラブにお問い合わせくだ
さい。

※牧場によっては見学できない場合もありますので、ご了承ください。

●ご愛馬・募集馬の牧場見学
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入会・出資
手続完了

支払・書類
の送付

出資馬
確定

ご入会・出資申し込みの手順

募集受付
（出資申し込み）

2019年9月30日（月）
～各募集馬満口となり次第締切

新
規
会
員

既
存
会
員

ご入会・出資申し込みに際しては、47ページからの｢競走用馬ファンド会員規約｣を必ずお読み頂き、
契約内容等を充分ご理解の上、お申し込みください。

入会申込書、出資馬申込書、本
人確認書類、アプラス預金口座
振替依頼書(ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、クラブ
までご送付ください。

※残口のある募集馬への出資の受付は、入廐、
もしくは産地馬体検査を受検する時点の数
日前、もしくはクラブが設定した日をもち
まして締切とさせていただきます

※2019年9月30日～2019年10月31日の間
は出資馬申込書郵送のみ受付けます。

お申し込み方法

・出資申込書郵送受付
・ホームページのマイページ
　内より受付
　（2019年11月1日より使用可能）

お申し込み方法

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資金等のお支払いは毎月27日に
銀行口座よりお引き落とし（お申し
込み月の翌月）となります。
・月会費や出資馬に係る費用を記載
した「精算書」を、原則として毎月
15日前後に送付いたします。

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

初回金のご入金の確認後、下記の書類を
本人確認書類記載の住所に簡易書留にて
送付します。

・会員証

・会員証
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入会・出資
手続完了

支払・書類
の送付

出資馬
確定

ご入会・出資申し込みの手順

募集受付
（出資申し込み）

2019年9月30日（月）
～各募集馬満口となり次第締切

新
規
会
員

既
存
会
員

ご入会・出資申し込みに際しては、47ページからの｢競走用馬ファンド会員規約｣を必ずお読み頂き、
契約内容等を充分ご理解の上、お申し込みください。

入会申込書、出資馬申込書、本
人確認書類、アプラス預金口座
振替依頼書(ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、クラブ
までご送付ください。

※残口のある募集馬への出資の受付は、入廐、
もしくは産地馬体検査を受検する時点の数
日前、もしくはクラブが設定した日をもち
まして締切とさせていただきます

※2019年9月30日～2019年10月31日の間
は出資馬申込書郵送のみ受付けます。

お申し込み方法

・出資申込書郵送受付
・ホームページのマイページ
　内より受付
　（2019年11月1日より使用可能）

お申し込み方法

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

希望する馬のご出資が可能な場合、下記
書類をお送りします。

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資申込結果通知書兼請求書
・金融商品取引出資契約書

・出資金等のお支払いは毎月27日に
銀行口座よりお引き落とし（お申し
込み月の翌月）となります。
・月会費や出資馬に係る費用を記載
した「精算書」を、原則として毎月
15日前後に送付いたします。

クラブより請求書を発行いたしますので、
14日以内にクラブ指定の銀行口座にお振
込みください。（振込手数料はご負担く
ださい）

ライト会員

ベーシック会員

ライト会員

ベーシック会員

初回金のご入金の確認後、下記の書類を
本人確認書類記載の住所に簡易書留にて
送付します。

・会員証

・会員証
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匿名組合契約における利益分配の際の源泉徴収について入会申込書記入例

クラブ法人と愛馬会法人、愛馬会法人と会員の方との間に「匿名組合契約」が締結されています。
よって会員の方が分配金を受け取るまでに、下記の源泉徴収が行われます。

●源泉徴収について
必要事項を記入し、指定箇所にご捺印の上、｢本人確認書類｣を添付し、返信用封筒に同封し、ご送付ください。

●記入例

源泉徴収の対象とはなりません。「愛馬会法人」を経由して
会員の方にそのまま分配されます。

●出資返戻金

入会申込書、出資馬申込書、本人確認書類（※氏名、現住所が確認できる運転免許証等の写し等）、アプラス預金口座振替依頼書（ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、ご送付ください。 
※新規入会に際し、本人確認をさせていただきます。

●申込書の送付

「クラブ法人」⇒「愛馬会法人」及び「愛馬会法人」⇒「会員
の方」に分配する際に、20.42%の源泉徴収が発生します。

個人・法人お選びください。

●利益分配金

賞金等分配時に「出資返戻金」の限度額を算出し、獲得賞金分配対象額のうち、「出資返戻金」の限度額を超えた金額
が「利益分配金」となります。

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」の区分計算方法

★③の「会員源泉税」が、会員の方が支払われている源泉徴収所得税となります。
★①及び②で控除された源泉徴収所得税は、年次分配にて会員の方に分配致します。
（分配時に継続して会員である方のみとなります。）
★②及び③の源泉徴収所得税は、分配金全てが課税対象となるわけではなく、「出資返戻金」と「利
益分配金」に区分計算し、「利益分配金」に対してのみ、20.42%の源泉徴収が発生致します。

① JＲＡ等がクラブ法人に賞金を支払う際の源泉徴収（ＪＲＡ源泉税）
② クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の源泉徴収（クラブ法人源泉税）
③ 愛馬会法人が会員の方に分配する際の源泉徴収（会員源泉税）

累積出資金額 競走馬出資金＋維持費出資金累計額
＋海外遠征出資金累計額＋祝賀会費用出資金累計額

前月までの
出資返戻金累積額当月競走馬簿価

利益分配金出資返戻金

クラブ法人源泉税、
会員源泉税を源泉徴収し分配

源泉徴収せず
そのまま分配

競走馬出資返戻金

賞金獲得分配対象額

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」

●「出資返戻金」限度額の計算式

「競走馬出資金」×100/108－「出走月までの減価償却累計額」
※出走月までの減価償却累計額＝競走馬の取得価額÷48×2歳4月から出走月までの月数
※競走馬の減価償却は4年（48ヶ月）です。
※「100/108」の消費税率は2019年9月現在のもので、税率改正とともに変更となります。

アパート・マンション名、
ビル名、号棟、部屋番号等
まで詳しくご記入ください。

電話番号、メールアドレス
は必須となります。

送付先を勤務先にご指定い
ただいた場合でも、犯罪収
益移転防止法の規定による
確認郵便が一度ご自宅へ送
付されます。

金融機関届印でなくても結構です

本人確認を行うにあたり、
申告が必須となります。

競走馬出資金

維持費出資金累計額

保険料出資金累計額

海外遠征出資金累計額

祝賀会費用出資累計額

前月までの
出資返戻金累計額

当月競走馬簿価

出資返戻金限度額

「運転免許証」等、ご本人様の氏名、現住所が確認できる書類の写しを同封し、ご
送付ください。なお、確認書類の住所が現住所と異なる場合は、現住所が確認でき
る書類（公共料金の請求書の写し等）を同封し、ご送付ください。

「登記簿謄本、または登記簿抄本、もしくは印鑑証明書」の
いずれかの写しと、「代表者の上記公的証明書」の写しの双方
が必要となります。

お申し込みが個人の場合 お申し込みが法人の場合
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匿名組合契約における利益分配の際の源泉徴収について入会申込書記入例

クラブ法人と愛馬会法人、愛馬会法人と会員の方との間に「匿名組合契約」が締結されています。
よって会員の方が分配金を受け取るまでに、下記の源泉徴収が行われます。

●源泉徴収について
必要事項を記入し、指定箇所にご捺印の上、｢本人確認書類｣を添付し、返信用封筒に同封し、ご送付ください。

●記入例

源泉徴収の対象とはなりません。「愛馬会法人」を経由して
会員の方にそのまま分配されます。

●出資返戻金

入会申込書、出資馬申込書、本人確認書類（※氏名、現住所が確認できる運転免許証等の写し等）、アプラス預金口座振替依頼書（ベーシック会員のみ）
を返信用封筒に同封し、ご送付ください。 
※新規入会に際し、本人確認をさせていただきます。

●申込書の送付

「クラブ法人」⇒「愛馬会法人」及び「愛馬会法人」⇒「会員
の方」に分配する際に、20.42%の源泉徴収が発生します。

個人・法人お選びください。

●利益分配金

賞金等分配時に「出資返戻金」の限度額を算出し、獲得賞金分配対象額のうち、「出資返戻金」の限度額を超えた金額
が「利益分配金」となります。

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」の区分計算方法

★③の「会員源泉税」が、会員の方が支払われている源泉徴収所得税となります。
★①及び②で控除された源泉徴収所得税は、年次分配にて会員の方に分配致します。
（分配時に継続して会員である方のみとなります。）
★②及び③の源泉徴収所得税は、分配金全てが課税対象となるわけではなく、「出資返戻金」と「利
益分配金」に区分計算し、「利益分配金」に対してのみ、20.42%の源泉徴収が発生致します。

① JＲＡ等がクラブ法人に賞金を支払う際の源泉徴収（ＪＲＡ源泉税）
② クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の源泉徴収（クラブ法人源泉税）
③ 愛馬会法人が会員の方に分配する際の源泉徴収（会員源泉税）
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賞金獲得分配対象額

●賞金等分配時の「出資返戻金」と「利益分配金」

●「出資返戻金」限度額の計算式

「競走馬出資金」×100/108－「出走月までの減価償却累計額」
※出走月までの減価償却累計額＝競走馬の取得価額÷48×2歳4月から出走月までの月数
※競走馬の減価償却は4年（48ヶ月）です。
※「100/108」の消費税率は2019年9月現在のもので、税率改正とともに変更となります。

アパート・マンション名、
ビル名、号棟、部屋番号等
まで詳しくご記入ください。

電話番号、メールアドレス
は必須となります。

送付先を勤務先にご指定い
ただいた場合でも、犯罪収
益移転防止法の規定による
確認郵便が一度ご自宅へ送
付されます。

金融機関届印でなくても結構です

本人確認を行うにあたり、
申告が必須となります。

競走馬出資金

維持費出資金累計額

保険料出資金累計額

海外遠征出資金累計額

祝賀会費用出資累計額

前月までの
出資返戻金累計額

当月競走馬簿価

出資返戻金限度額

「運転免許証」等、ご本人様の氏名、現住所が確認できる書類の写しを同封し、ご
送付ください。なお、確認書類の住所が現住所と異なる場合は、現住所が確認でき
る書類（公共料金の請求書の写し等）を同封し、ご送付ください。

「登記簿謄本、または登記簿抄本、もしくは印鑑証明書」の
いずれかの写しと、「代表者の上記公的証明書」の写しの双方
が必要となります。

お申し込みが個人の場合 お申し込みが法人の場合
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確定申告について

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た
全ての収入から必要経費を差し引いて「課税の対象となる所得」を算
出し、その額に応じた税率を適用して所得税の額を計算し、翌年の所
定の期間（毎年2月中旬～3月中旬）に確定申告書を提出して、源泉徴
収された税金（会員源泉税）などの過不足を精算する手続きです。全
ての会員の皆様が、確定申告の必要があるわけではありませんが、所
定の条件（右記「確定申告が必要な方とは？」を参照）に当てはまる方
は、確定申告が必要となります。従って、確定申告が必要な方は、ク
ラブから会員の皆様に利益分配金をお支払いする際に徴収する源泉徴
収所得税は20.42%ですが、各個人の税率は、その方の1年間の所得
額により異なりますので、申告して過不足を精算することになります。

●確定申告とは？
給与所得者の場合、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要
になります。また、次のいずれかにも当てはまらず、確定申告の必要
がない方でも、確定申告して過不足を精算することはできます。

①給与の収入金額が2000万円を超える方

②給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各
種の所得金額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

③給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金
額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受
けた方

⑤災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受け
た方

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給
与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないことにな
っている方

●確定申告が必要な方とは？
レースに出走して第1着から第5着となった場合、競馬番組記載の本賞が交付されます。

●本賞金

第1着本賞金に表1の比率を乗
じて得た額（1万円未満の金額
については四捨五入）の出走奨
励金が交付されます。ただし、
第1着馬の競走に要した時間よ
り、表2に定める時間を超えて
決勝線に到達した場合には交
付されません。

●出走奨励金

芝コースにおいて行う距離
1,800ｍ以上の平地競走に出
走した場合、第１着馬につい
ては表3のとおり、第2着馬か
ら第10着馬については表3の
金額に表4の比率を乗じて得た
金額が交付されます。

（1）内国産馬奨励賞
表5に定める平地競走の出走馬
がサラブレッド系の内国産馬
であった場合、表5のとおり内
国産馬奨励賞が交付されます。

（2）内国産牝馬奨励賞
表6に定める平地競走の出走馬
が内国産の牝馬であった場合、
表6のとおり内国産牝馬奨励賞
が交付されます。ただし、当
該競走が牝馬のみが出走でき
る競走であった場合は交付さ
れません。

●内国産馬所有奨励賞

●距離別出走奨励金

所得税では、原則として個人の所得を給与所得や雑所得など、合計
10種類に区分しており、匿名組合契約に基づく所得は「雑所得」にな
ります。課税方法は、確定申告により他の所得と合算して所得税を計
算する「総合課税」となります。
※競走馬出資金に対するポイントなどの割引を受けた金額は、運用開
始年度の利益として雑所得内で損益通算されます。

●所得の種類と課税方法

月次分配 （運用終了精算分配） 年次分配 （翌年4月に分配）

JRA源泉税精算金の分配

計算期分（1月1日～12月31日）を翌年4月27日にお支払い

「JRA源泉税」をクラブ法人が
還付を受けた後、分配します

翌月27日にお支払い

JRA・NAR

ＪＲＡ源泉税

賞金

クラブ法人
出資返戻金

愛馬会法人
出資返戻金

利益分配額

クラブ法人
出資返戻金 利益分配額

徴収

徴収

徴収 徴収

利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税

JRA源泉税精算金

クラブ法人源泉税精算金

会員源泉税

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税精算金の分配
「クラブ法人源泉税」を愛馬会法人が

還付を受けた後、分配します

愛馬会法人で立替え、
源泉徴収前の金額が会員様への

分配対象となります

徴収

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

●賞金等分配等の流れ

※確定申告用資料は年1回クラブからお送りします

会員源泉税 会員源泉税

賞金システム  ※2019年9月1日現在

2%

─

第10着

3%

─

第8着

6%

6%

第8着

7%

7%

第7着

8%

8%

第6着

重賞競走

その他の競走

競走

●表1

40%

第2着

●表4

25%

第3着

15%

第4着

10%

第5着

8%

第6着

7%

第7着

6%

第8着

3%

第9着

2%

第10着

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

平地の新馬および未勝利競走

3秒

3秒

4秒

─

4秒

4秒

5秒

─

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

3秒

4秒

5秒

8秒

4秒

5秒

6秒

10秒

右欄に掲げる競走以外の競走

1,400m以下

1,400m超2,000m未満

2,000m以上

平地競走
（オープン競走を除く）

障害競走（特別競走を除く）

競走

●表2

240万円

120万円

1,800ｍ超

120万円

60万円

1,800ｍ

重賞競走以外のオープン競走

３勝クラス競走

２勝クラス競走

１勝クラス競走

３（４）歳以上

競走

●表3

360万円

180万円

2,000ｍ超

2歳

3歳

2歳

3歳春季

3歳夏季

１勝クラス

GⅠ競走

GⅠ競走以外の重賞競走

リステッド競走

その他のオープン競走

３勝クラス

２勝クラス

競走

●表5

第1 第2着 第3着 第4着 第5着

300万円

160万円

140万円

130万円

100万円

80万円

70万円

60万円

160万円

120万円

130万円

100万円

50万円

120万円

64万円

56万円

52万円

40万円

32万円

28万円

24万円

64万円

48万円

52万円

40万円

20万円

75万円

40万円

35万円

33万円

25万円

20万円

18万円

15万円

40万円

30万円

33万円

25万円

13万円

45万円

24万円

21万円

20万円

15万円

12万円

11万円

9万円

24万円

18万円

20万円

15万円

8万円

30万円

16万円

14万円

13万円

10万円

8万円

7万円

6万円

16万円

12万円

13万円

10万円

5万円

2・3歳

3（4）歳以上

新馬

未勝利

2歳

3歳

2歳

3歳（春季競馬）

競走

●表6

新馬

未勝利

第1着 第2着 第3着

120万円

60万円

70万円

30万円

48万円

24万円

28万円

12万円

30万円

15万円

18万円

8万円

第4着

18万円

9万円

11万円

5万円

第5着

12万円

6万円

7万円

3万円
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確定申告について

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た
全ての収入から必要経費を差し引いて「課税の対象となる所得」を算
出し、その額に応じた税率を適用して所得税の額を計算し、翌年の所
定の期間（毎年2月中旬～3月中旬）に確定申告書を提出して、源泉徴
収された税金（会員源泉税）などの過不足を精算する手続きです。全
ての会員の皆様が、確定申告の必要があるわけではありませんが、所
定の条件（右記「確定申告が必要な方とは？」を参照）に当てはまる方
は、確定申告が必要となります。従って、確定申告が必要な方は、ク
ラブから会員の皆様に利益分配金をお支払いする際に徴収する源泉徴
収所得税は20.42%ですが、各個人の税率は、その方の1年間の所得
額により異なりますので、申告して過不足を精算することになります。

●確定申告とは？
給与所得者の場合、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要
になります。また、次のいずれかにも当てはまらず、確定申告の必要
がない方でも、確定申告して過不足を精算することはできます。

①給与の収入金額が2000万円を超える方

②給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各
種の所得金額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

③給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金
額（雑所得など）の合計額が20万円を超える方

④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与
の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受
けた方

⑤災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受け
た方

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給
与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないことにな
っている方

●確定申告が必要な方とは？
レースに出走して第1着から第5着となった場合、競馬番組記載の本賞が交付されます。

●本賞金

第1着本賞金に表1の比率を乗
じて得た額（1万円未満の金額
については四捨五入）の出走奨
励金が交付されます。ただし、
第1着馬の競走に要した時間よ
り、表2に定める時間を超えて
決勝線に到達した場合には交
付されません。

●出走奨励金

芝コースにおいて行う距離
1,800ｍ以上の平地競走に出
走した場合、第１着馬につい
ては表3のとおり、第2着馬か
ら第10着馬については表3の
金額に表4の比率を乗じて得た
金額が交付されます。

（1）内国産馬奨励賞
表5に定める平地競走の出走馬
がサラブレッド系の内国産馬
であった場合、表5のとおり内
国産馬奨励賞が交付されます。

（2）内国産牝馬奨励賞
表6に定める平地競走の出走馬
が内国産の牝馬であった場合、
表6のとおり内国産牝馬奨励賞
が交付されます。ただし、当
該競走が牝馬のみが出走でき
る競走であった場合は交付さ
れません。

●内国産馬所有奨励賞

●距離別出走奨励金

所得税では、原則として個人の所得を給与所得や雑所得など、合計
10種類に区分しており、匿名組合契約に基づく所得は「雑所得」にな
ります。課税方法は、確定申告により他の所得と合算して所得税を計
算する「総合課税」となります。
※競走馬出資金に対するポイントなどの割引を受けた金額は、運用開
始年度の利益として雑所得内で損益通算されます。

●所得の種類と課税方法

月次分配 （運用終了精算分配） 年次分配 （翌年4月に分配）

JRA源泉税精算金の分配

計算期分（1月1日～12月31日）を翌年4月27日にお支払い

「JRA源泉税」をクラブ法人が
還付を受けた後、分配します

翌月27日にお支払い

JRA・NAR

ＪＲＡ源泉税

賞金

クラブ法人
出資返戻金

愛馬会法人
出資返戻金

利益分配額

クラブ法人
出資返戻金 利益分配額

徴収

徴収

徴収 徴収

利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税

JRA源泉税精算金

クラブ法人源泉税精算金

会員源泉税

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

クラブ法人源泉税精算金の分配
「クラブ法人源泉税」を愛馬会法人が

還付を受けた後、分配します

愛馬会法人で立替え、
源泉徴収前の金額が会員様への

分配対象となります

徴収

愛馬会法人
出資返戻金 利益分配額

会員様

●賞金等分配等の流れ

※確定申告用資料は年1回クラブからお送りします

会員源泉税 会員源泉税

賞金システム  ※2019年9月1日現在

2%

─

第10着

3%

─

第8着

6%

6%

第8着

7%

7%

第7着

8%

8%

第6着

重賞競走

その他の競走

競走

●表1

40%

第2着

●表4

25%

第3着

15%

第4着

10%

第5着

8%

第6着

7%

第7着

6%

第8着

3%

第9着

2%

第10着

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

平地の新馬および未勝利競走

3秒

3秒

4秒

─

4秒

4秒

5秒

─

ダートコースに
おいて行う競走

芝コースに
おいて行う競走

3秒

4秒

5秒

8秒

4秒

5秒

6秒

10秒

右欄に掲げる競走以外の競走

1,400m以下

1,400m超2,000m未満

2,000m以上

平地競走
（オープン競走を除く）

障害競走（特別競走を除く）

競走

●表2

240万円

120万円

1,800ｍ超

120万円

60万円

1,800ｍ

重賞競走以外のオープン競走

３勝クラス競走

２勝クラス競走

１勝クラス競走

３（４）歳以上

競走

●表3

360万円

180万円

2,000ｍ超

2歳

3歳

2歳

3歳春季

3歳夏季

１勝クラス

GⅠ競走

GⅠ競走以外の重賞競走

リステッド競走

その他のオープン競走

３勝クラス

２勝クラス

競走

●表5

第1 第2着 第3着 第4着 第5着

300万円

160万円

140万円

130万円

100万円

80万円

70万円

60万円

160万円

120万円

130万円

100万円

50万円

120万円

64万円

56万円

52万円

40万円

32万円

28万円

24万円

64万円

48万円

52万円

40万円

20万円

75万円

40万円

35万円

33万円

25万円

20万円

18万円

15万円

40万円

30万円

33万円

25万円

13万円

45万円

24万円

21万円

20万円

15万円

12万円

11万円

9万円

24万円

18万円

20万円

15万円

8万円

30万円

16万円

14万円

13万円

10万円

8万円

7万円

6万円

16万円

12万円

13万円

10万円

5万円

2・3歳

3（4）歳以上

新馬

未勝利

2歳

3歳

2歳

3歳（春季競馬）

競走

●表6

新馬

未勝利

第1着 第2着 第3着

120万円

60万円

70万円

30万円

48万円

24万円

28万円

12万円

30万円

15万円

18万円

8万円

第4着

18万円

9万円

11万円

5万円

第5着

12万円

6万円

7万円

3万円
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（１）芝コースにおいて行う距離1,800ｍ以上の平地競走〔３（４）歳以上馬競走に限る〕に出走した馬にあっては50,000円、
障害競走に出走した馬にあっては10,000円、２歳の競走に出走した馬にあっては30,000円を加えた金額が交付され
ます。 

（２） 競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した６歳以上の収得賞金500万円以下の馬（収得賞金200万円未満の
馬を除く）は120,000円が減額されます。 

（３） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下のいずれかに該当した場合には、規定の金額の半額が交付され
ます。

　　　・平地競走に出走した５歳以上の収得賞金２００万円未満の馬
　　　・第4回中山競馬、第4回阪神競馬、第4回東京競馬、第4回京都競馬、第3回新潟競馬、第3回福島競馬および第4回中

京競馬の平地競走に出走した3歳の未出走馬および未勝利馬 
（４） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走において第８着より後の着順となった馬が、当該競走の第１着馬の競走の走破

タイムより所定の秒数を超えてゴールした場合には、（１）～（３）の規定による金額の半額が交付されます。 
（５） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下の各号のいずれかに該当する馬には交付されません。
　　　・平地競走に出走した４歳以上の未出走馬および未勝利馬
　　　・失格馬
　　　・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に出走し、タイムオーバーとなった場合

第2着馬および第3着馬がいない場合

第3着馬がいない場合

上記以外の場合

競走

●表7

第1 第2着 第3着

100%

80%

70%

─

20%

20%

─

─

10%

●表8

重賞競走

重賞競走以外の特別競走

１勝以上の競走

新馬・未勝利競走
一般競走

432,000円

423,000円

421,000円

411,000円

第1
本賞金

7,000,000円賞金内容
特別出走手当
441,000円

内国産馬奨励賞
1,600,000円

馬主賞金合計
9,041,000円

JRA源泉税
677,208円

進上金
1,720,000円

YGGホースクラブ取得額
6,643,792円

消費税
665,545円控除内容

クラブ手数料
258,000円

クラブ法人源泉税
0円

YGGオーナーズクラブ取得額
5,720,247円

会員源泉税
0円

会員分配総計
5,720,247円

一口あたり分配額（1/1000）

5,720円

特別競走および重賞競走の特
別登録料については、その総
額を表7の割合をもって第1着
馬から第3着馬に交付されます。

●付加賞
JRAの施設内（トレセン、競馬
場、JRA 管轄下の輸送中等）
でのケガなどで３カ月以上休
養する場合には、見舞金が支
給されます。ただし、場合に
よって支給されなかったり、
減額となる場合があります。

●事故見舞金

JRAの競走馬登録を抹消する
際、抹消給付金・付加金が次の
とおり給付されます。

●競走馬登録抹
　給付金・付加金

事故見舞金・競走馬登録抹消給付金・付加金　※2019年9月1日現在

競走に出走した場合、表8のと
おり特別出走手当が交付され
ます。（ただし、平地のオープ
ン競走、障害の特別競走およ
び競馬番組で特に定めた競走
以外の競走において第8着より
後の着順となった場合には、
当該金額から10,000円を減じ
た金額が交付されます）

●特別出走手当

※ブーケドロゼブルーの18が2歳6月の東京競馬の新馬戦（芝1600m）で優勝した場合

●分配金算出例　※実際の分配金と異なる場合があります。

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

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

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

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

競走中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

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

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

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

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

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

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

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、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

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、肩跛行及び寛跛行により、
ひき続き6カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合

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カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

事故の種類

630万円

615万円

590万円

585万円

375万円

370万円

340万円

335万円

295万円

290万円

230万円

225万円

600万円

150万円
（未出走馬には支給しない）

300万円

見舞金の額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

事故番号

5走以上

3・4走

2走

1走

未出走

4歳
5歳
～5/31 6歳以上

190万円

170万円

135万円

110万円

100万円

2歳
3歳
～4/19

220万円

200万円

165万円

140万円

130万円

135万円

115万円

80万円

55万円

45万円

5歳
6/1～

150万円

130万円

95万円

70万円

60万円

3歳
～12/31

165万円

145万円

110万円

85万円

75万円

3歳
～7/26

180万円

160万円

125万円

100万円

90万円

3歳
～5/31

215万円

195万円

160万円

135万円

125万円

（１）タイムオーバーに該当した競走も「出走」とみなされます。
※初出走時にタイムオーバーとなった場合は出走とみなされません。

（２）入廐日数が（原則として）通算60日未満の場合、また事故見舞金１～４号・13～15号を受給する場合は支給対象外となります。

44



（１）芝コースにおいて行う距離1,800ｍ以上の平地競走〔３（４）歳以上馬競走に限る〕に出走した馬にあっては50,000円、
障害競走に出走した馬にあっては10,000円、２歳の競走に出走した馬にあっては30,000円を加えた金額が交付され
ます。 

（２） 競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した６歳以上の収得賞金500万円以下の馬（収得賞金200万円未満の
馬を除く）は120,000円が減額されます。 

（３） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下のいずれかに該当した場合には、規定の金額の半額が交付され
ます。

　　　・平地競走に出走した５歳以上の収得賞金２００万円未満の馬
　　　・第4回中山競馬、第4回阪神競馬、第4回東京競馬、第4回京都競馬、第3回新潟競馬、第3回福島競馬および第4回中

京競馬の平地競走に出走した3歳の未出走馬および未勝利馬 
（４） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走において第８着より後の着順となった馬が、当該競走の第１着馬の競走の走破

タイムより所定の秒数を超えてゴールした場合には、（１）～（３）の規定による金額の半額が交付されます。 
（５） 競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走して以下の各号のいずれかに該当する馬には交付されません。
　　　・平地競走に出走した４歳以上の未出走馬および未勝利馬
　　　・失格馬
　　　・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に出走し、タイムオーバーとなった場合

第2着馬および第3着馬がいない場合

第3着馬がいない場合

上記以外の場合

競走

●表7

第1 第2着 第3着

100%

80%

70%

─

20%

20%

─

─

10%

●表8

重賞競走

重賞競走以外の特別競走

１勝以上の競走

新馬・未勝利競走
一般競走

432,000円

423,000円

421,000円

411,000円

第1
本賞金

7,000,000円賞金内容
特別出走手当
441,000円

内国産馬奨励賞
1,600,000円

馬主賞金合計
9,041,000円

JRA源泉税
677,208円

進上金
1,720,000円

YGGホースクラブ取得額
6,643,792円

消費税
665,545円控除内容

クラブ手数料
258,000円

クラブ法人源泉税
0円

YGGオーナーズクラブ取得額
5,720,247円

会員源泉税
0円

会員分配総計
5,720,247円

一口あたり分配額（1/1000）

5,720円

特別競走および重賞競走の特
別登録料については、その総
額を表7の割合をもって第1着
馬から第3着馬に交付されます。

●付加賞
JRAの施設内（トレセン、競馬
場、JRA 管轄下の輸送中等）
でのケガなどで３カ月以上休
養する場合には、見舞金が支
給されます。ただし、場合に
よって支給されなかったり、
減額となる場合があります。

●事故見舞金

JRAの競走馬登録を抹消する
際、抹消給付金・付加金が次の
とおり給付されます。

●競走馬登録抹
　給付金・付加金

事故見舞金・競走馬登録抹消給付金・付加金　※2019年9月1日現在

競走に出走した場合、表8のと
おり特別出走手当が交付され
ます。（ただし、平地のオープ
ン競走、障害の特別競走およ
び競馬番組で特に定めた競走
以外の競走において第8着より
後の着順となった場合には、
当該金額から10,000円を減じ
た金額が交付されます）

●特別出走手当

※ブーケドロゼブルーの18が2歳6月の東京競馬の新馬戦（芝1600m）で優勝した場合

●分配金算出例　※実際の分配金と異なる場合があります。

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

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

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

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

競走中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

調教中又は輸送中の事故により事故発生の日から1年以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

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

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

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

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

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

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

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、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

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、肩跛行及び寛跛行により、
ひき続き6カ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合

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カ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合

事故の種類

630万円

615万円

590万円

585万円

375万円

370万円

340万円

335万円

295万円

290万円

230万円

225万円

600万円

150万円
（未出走馬には支給しない）

300万円

見舞金の額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

事故番号

5走以上

3・4走

2走

1走

未出走

4歳
5歳
～5/31 6歳以上

190万円

170万円

135万円

110万円

100万円

2歳
3歳
～4/19

220万円

200万円

165万円

140万円

130万円

135万円

115万円

80万円

55万円

45万円

5歳
6/1～

150万円

130万円

95万円

70万円

60万円

3歳
～12/31

165万円

145万円

110万円

85万円

75万円

3歳
～7/26

180万円

160万円

125万円

100万円

90万円

3歳
～5/31

215万円

195万円

160万円

135万円

125万円

（１）タイムオーバーに該当した競走も「出走」とみなされます。
※初出走時にタイムオーバーとなった場合は出走とみなされません。

（２）入廐日数が（原則として）通算60日未満の場合、また事故見舞金１～４号・13～15号を受給する場合は支給対象外となります。
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第1条　定義
本規定は、株式会社YGGオーナーズクラブ（以下「クラブ」といいま
す。）が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント
（以下「クラブポイント」といいます。）について、適用ルールを定め
るものです。

第2条　クラブポイントの付与
1.　クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定
める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。

2.　クラブポイントは、競走馬出資金の5％に相当する額を1円=1ポ
イントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、 小数
点以下のポイントについては切り捨てとします。

3.　本条第1項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会
員が現実に支払った金額とし、下記（1）から（3）の金額につい
ては、ポイント付与の対象から除外します。
 （1）出資割引券などによる競走馬出資金の割引金額
 （2）クラブポイントを使用した金額
 （3）分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降
に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金

4.　対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いっ
たん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。

第3条　クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
1.　クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月15日前後に発行
する「精算書」において、クラブポイント付与数及び当該時点ま
での累積クラブポイント数を記載（2020年4月以降）します。

2.　クラブポイントは、付与された旨が記載された毎月の精算書の発
行日に発生するものとし、発生日翌日以降の新規出資の申込みか
らこれを使用できるものとします。

 

第4条　クラブポイントの有効期限
クラブポイントの有効期限はありません。対象会員が退会となるまで、
クラブポイントは使用可能となります。
 

第5条　クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与
率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済
みのクラブポイントには何ら影響しません。
 

第6条　クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを
第三者に譲渡することはできません。

 
第7条　権利の喪失
退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に
付与されたクラブポイントを喪失するものとします。

  

第8条　クラブポイントの使用方法について
1.　付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日翌日以降新規申
込みの競走馬出資金に充当することができます。

2.　付与されたクラブポイントは、新たに出資する際の競走馬出資金
にのみご使用いただけます。

3.　クラブポイントは、1ポイント＝1円として使用することができま
す。

4.　複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは各募
集価格に応じ比例按分して充当するものとします。

5.　その他、クラブが指定することにより、クラブポイントを充当す
ることができる対象が増える場合があります。その場合は都度、
会員にご案内いたします。

  
第9条　本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。

※2019年9月現在クラブポイントシステムは開発中のため、システム完成（2020年
4月予定）までに発生するポイントはクラブにて留保し、クラブポイントシステム
が完成次第付与するものとします。

◎ポイント付与対象額の計算の仕方
　募集価格－クラブポイント＝ポイント付与対象額

クラブポイント利用規定
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競走用馬ファンド会員規約 

 
匿名組合契約の契約締結前(時)交付書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会員は、競走用馬ファンドの匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます。）を締結します。 

本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、 

本書面を保存ください。消費税率は 2019年 9月現在のもので、法改正に応じて変更となります。 

 

 

発行者：株式会社 YGG オーナーズクラブ 
（作成年月日：2019 年 9月 1日） 

 

 

第1条　定義
本規定は、株式会社YGGオーナーズクラブ（以下「クラブ」といいま
す。）が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント
（以下「クラブポイント」といいます。）について、適用ルールを定め
るものです。

第2条　クラブポイントの付与
1.　クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定
める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。

2.　クラブポイントは、競走馬出資金の5％に相当する額を1円=1ポ
イントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、 小数
点以下のポイントについては切り捨てとします。

3.　本条第1項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会
員が現実に支払った金額とし、下記（1）から（3）の金額につい
ては、ポイント付与の対象から除外します。
 （1）出資割引券などによる競走馬出資金の割引金額
 （2）クラブポイントを使用した金額
 （3）分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降
に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金

4.　対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いっ
たん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。

第3条　クラブポイント付与の通知と使用開始可能日
1.　クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月15日前後に発行
する「精算書」において、クラブポイント付与数及び当該時点ま
での累積クラブポイント数を記載（2020年4月以降）します。

2.　クラブポイントは、付与された旨が記載された毎月の精算書の発
行日に発生するものとし、発生日翌日以降の新規出資の申込みか
らこれを使用できるものとします。

 

第4条　クラブポイントの有効期限
クラブポイントの有効期限はありません。対象会員が退会となるまで、
クラブポイントは使用可能となります。
 

第5条　クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与
率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済
みのクラブポイントには何ら影響しません。
 

第6条　クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを
第三者に譲渡することはできません。

 
第7条　権利の喪失
退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に
付与されたクラブポイントを喪失するものとします。

  

第8条　クラブポイントの使用方法について
1.　付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日翌日以降新規申
込みの競走馬出資金に充当することができます。

2.　付与されたクラブポイントは、新たに出資する際の競走馬出資金
にのみご使用いただけます。

3.　クラブポイントは、1ポイント＝1円として使用することができま
す。

4.　複数の馬に同時に出資申込みをする場合、クラブポイントは各募
集価格に応じ比例按分して充当するものとします。

5.　その他、クラブが指定することにより、クラブポイントを充当す
ることができる対象が増える場合があります。その場合は都度、
会員にご案内いたします。

  
第9条　本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。

※2019年9月現在クラブポイントシステムは開発中のため、システム完成（2020年
4月予定）までに発生するポイントはクラブにて留保し、クラブポイントシステム
が完成次第付与するものとします。

◎ポイント付与対象額の計算の仕方
　募集価格－クラブポイント＝ポイント付与対象額

クラブポイント利用規定
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【ご注意点】−−− 競走用馬ファンドのリスク等特徴について  

◎顧客（会員）は、愛馬会法人が交付する『2019年度募集馬会員募集のご案

内』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（「NAR」は予定となりま

す。）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、収入は保証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 20,000 円［税別］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ベーシック会

員は毎月、ライト会員は毎年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、提供者が募集価格の 5％相当額（税

込）で買い戻す特約があります（死亡や競走能力喪失の場合は別に規定）。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により廃用となった場合を含め、

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

記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場

合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あ

てに返還されます。 

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37条の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。 
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◎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）

は第三者に譲渡、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条の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・営業所において縦覧する

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（2019 年 9 月１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については『2019 年度募集馬会員募集のご案内』

に記載されています。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 条の３に規定する『契約締結前の交付書

面』及び同法第 37 条の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。 

◎出資申込みの方法には、イ．『出資申込書』を送付する方法、ロ．電話（口

頭）による申込み、ハ．インターネット（システム上可能となった場合）（※

電話、インターネットでのお申し込みは会員のみ）による方法とがあります。

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』として出資会員に金融商品取引出資契約書を郵送通知し、この通知

日をもって契約締結を確認することとします。 

◎営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に

通知の上、契約締結時の交付書面、運用報告書その他金融商品取引法上交付

すべき書面を電磁的方法により提供するものとします。顧客は、かかる電磁

的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾するものと

します。  
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1．愛馬会法人及びクラブ法人  
⑴ 愛馬会法人    

・商  号：株式会社 ＹＧＧオーナーズクラブ     

・住  所：東京都千代田区岩本町 2丁目 16番 5号 

岩本町 TUCビル 6階   

・代 表 者：福原 聡    

・登録番号：関東財務局長（金商）第 2842 号    

・資 本 金： 8,100 万円   

・主要株主：株式会社 YGGDRASILL（100％）    

・他に行っている事業：該当なし  

⑵ クラブ法人    

・商  号：株式会社ＹＧＧホースクラブ    

・住  所：東京都千代田区岩本町 2丁目 16番 5号 

岩本町 TUCビル 6 階    

・代 表 者：梁川 勝広    

・登録番号：関東財務局長（金商）第 2843 号   

・資 本 金：2,000万円    

・主要株主：梁川 勝広（50％）、株式会社 YGGDRASILL（50％）    

・他に行っている事業：該当なし 

 

2．会員から出資された財産の運用形態 
顧客は、愛馬会法人の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります

（以下「会員」または「出資会員」という。）会員と愛馬会法人との間

の匿名組合契約及び愛馬会法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じ

て行われる競走用馬（または「競走馬」という）への出資、運用、分

配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。 

① 顧客（会員）は、まず、ベーシック会員またはライト会員（以下

「ベーシック会員」、「ライト会員」という。）のいずれかを選択しま

す。但し、すでに他の競走用馬への出資に際してベーシック会員を

選択された方は、ベーシック会員として取り扱うものといたします。 

② 会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、愛馬会法人との匿

名組合契約に基づき、これに対応する出資金を愛馬会法人に支払う。 

③ 愛馬会法人は、この出資金をもって競走用馬（本書面において

「当該出資馬」という。）を取得する。 

④ 愛馬会法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資

馬を日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」という。）及び地方競馬全国協

会 （以下「ＮＡＲ」という。「NAR」は予定となります。）に馬主登

録のあるクラブ法人に現物出資する。 

⑤ クラブ法人は、当該出資馬をＪＲＡ等（※ＮＡＲが管轄する地方

競馬に登録・在籍（予定）させる場合があり、この詳細については、

後述「25．中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について」

を参照。）の競走に出走させることにより運用する。 

⑥ クラブ法人は、当該出資馬をＪＲＡ等の競走に出走させることに

より得られた賞金（※後述「13．⑹①」参照）その他収入から諸経

費等を控除した額（本書面において経費等を控除した額は「分配対

象額」という。）を、愛馬会法人に対して支払う。 

⑦ 愛馬会法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対

して分配する。 

⑧ 会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金（以下「競走馬出

資金」という。）のほか、維持費出資金その他の追加出資金（後述

「5．」参照）を支払う。分配対象額は、一定の基準（後述「15．」記

載のとおり）に従い出資返戻金（出資の返還）と利益分配額に区分

計算します。愛馬会法人は、この分配作業を月次において行い、ベ

ーシック会員に対しては分配（以下「月次分配」という。）し、ライ

ト会員に対しては収支に帰属させます。  

 分配対象額のうち、ＪＲＡ等がクラブ法人に支払う賞金からは、源

泉徴収が行われます（以下「ＪＲＡ等の源泉徴収」という。）また、

愛馬会法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合

契約で行われることから、クラブ法人から愛馬会法人に賞金等が支

払われる際、匿名組合の利益分配に対して 20％（復興特別所得税を

含めると 20.42％）が源泉徴収されます（以下「クラブ法人の源泉徴

収」という。） 

 「ＪＲＡ等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属

し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は愛馬会

法人に帰属しますが、計算期間（※後述「12．⑹」参照）終了後に

おいて、クラブ法人及び愛馬会法人の各々の決算にあたって上記各

源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「ＪＲＡ等の源泉徴収」を、

愛馬会法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このい

ずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として愛馬会

法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次にお

いて行い、一定の基準（※後述「15．」記載のとおり）に従い出資返

戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します（以下「年次分

配」という。） 

 当該出資馬について、やむを得ない理由によりＪＲＡ等の競走馬登

録を断念せざるを得ない、あるいはＪＲＡ等の競走馬登録を抹消す

る、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、愛馬

会法人は運用終了時における分配作業を行い、一定の基準（※後述

「15．」記載のとおり）に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会

員に分配します（以下「運用終了精算分配」という。） 

 なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用

終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありませ

ん。 

 愛馬会法人は、ベーシック会員に対して月ごとの計算期間（当該月

の 1日から 31日）末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の

額等をまとめ、原則として翌月 15日前後に通知します。   

  

3．愛馬会法人への入会（新規に入会される方はよくお読みく

ださい） 

⑴ 入会資格と入会手続 

 募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、愛馬会法人に入会し

て会員資格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、

以下に定める所定の手続きを行ってください。但し、未成年者、成

年被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁（停）止者、暴力団関

係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会でき

ません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約し

ます（次項⑵を参照）。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利

用する蓋然性があると愛馬会法人が判断した場合、入会をお断りす

る場合があります。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な

日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の

理由により、出資、請求、分配等に関わる愛馬会法人と会員間の通

信事務が滞る恐れが生じる、もしくは愛馬会法人が行う源泉徴収に

おいて国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れの

ある場合など、入会をお断りすることがあります。   

 本書面『2019年度募集馬会員募集のご案内』に『入会申込書』及び

『出資馬申込書』を同封しています。 

 『入会申込書』 

 『出資馬申込書』 

 『本人確認書類』添付（※運転免許証等のコピー） 

『口座振替依頼書』 

  に必要事項（なお、会員専用でかつパソコンまたはスマートフォン

で利用できる電子メールアドレスを提供いただけない場合には登録

が認められません。）の記入等を行ない、愛馬会法人に送付してくだ

さい。または、WEB入会申込フォーム（予定）より同様の手続きを行

なってください。登録の可否については愛馬会法人から通知します。  

 『会員証』の発行は、後述「4．（2）『会員証』の送付」記載のとおり、

出資馬の商品投資契約成立後となります。また、会員資格が喪失す

る場合については、後述「4．（3）会員資格の喪失及び遅延利息の支

払等」に記載しています。 

（2）暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約 

 ① 顧客（会員）は、現在または将来にわたって、次に揚げる反社会

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 

・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋も 

しくは社会運動等標榜ゴロ 

 ・その他前記に準ずる者 

 ② 顧客（会員）は、自らまたは第三者を利用して次に揚げる事項に

該当する行為を行わないことを表明、確約します。 

  ・ 暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 

  ・ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

  ・ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨

害する行為 

  ・ その他前記に準ずる行為 

 ③ 顧客（会員）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②

の各種に該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関

して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員

資格を失効したとしても一切異議を申し立てることができません。

また、これにより損害が生じた場合でも、一切顧客（会員）の責

任とします。 

（3）「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 

① 犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）

に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の

顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。したが

って愛馬会法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否か

にかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所（自宅）に転送 

不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にて 

お受取りいただきます。あらかじめご了承ください。 
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② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（マイナンバー法）に規定する、いわゆるマイナンバーの

収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシ

ステム開発株式会社が愛馬会法人に代って行います。当該マイナン

バーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁

への届出事務に限って使用されます。 

 

4 商品投資受益権の販売に関する事項  
（1）出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等  

① 出資申込の方法等   

会員は、『出資馬申込書』に必要事項を記入して送付、あるいは 

ＷＥＢ出資申込フォーム（予定）よりお申込ください。（初めて出 

資される会員は前述「3．愛馬会法人への入会」の書類もあわせて 

送付してください）出資馬が決定した場合には、愛馬会法人は、 

会員に対して『出資申込結果通知書兼請求書』を送付します。 

② お支払いの方法 

ⅰ ベーシック会員で初めて出資される会員及びライト会員の場合 

愛馬会法人より出資契約成立後に送付する「出資申込結果通知書 

兼請求書」に記載している後述「④「出資申込結果通知書兼請 

求書」の記載事項」の金額を愛馬会法人が指定の納入期日までに愛 

馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込くださ 

い。（振込手数料は会員負担となります）  

ⅱ それ以外の会員の場合 

会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりますので会 

員指定の金融機関口座に振替日の前日までに資金をご用意くださ 

い。振替日は「精算書」発行月と同月の 27日となります。（金融機 

関が休業日の場合は翌営業日）なお、自動振替の手続きが完了して 

いない会員は、「精算書」に記載されている金額を振替日と同月の 27 

日までに愛馬会法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振 

込ください。（振込手数料は会員負担となります）  

③ ご注意 

本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものでは 

ありません（※後述「13．⑸」参照。）また、契約成立から契約終 

了までの間に中途解約を行う場合、後述「10．」に記載のとおり扱 

われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につき 

ましては、『2019年度募集馬会員募集のご案内』に記載していま 

す。本書面並びに『2019年度募集馬会員募集のご案内』をよく 

お読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解の 

うえ、出資をお申込みください。  

④ 「出資申込結果通知書兼請求書」の記載事項  

ⅰ 基本的な記載項目   

○競走馬出資金：1頭の募集総額並びに 1口当りの募集価格については

「2019 年度募集馬会員募集のご案内」に明記しています。   

一括払いの場合には全額を記載しております。分割払い（ベーシ 

ック会員のみ）の場合の分割回数は最大 8回です。        

但し、分割払いの場合には、当該出資馬が 2歳 5月までに分割払 

いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、出資 

のお申込み時期により短縮されます。例えば、1歳 9月に商品投資 

契約が成立した場合は 8回。翌月の 10 月なら 7回、11月なら 6回 

の分割払い回数が原則となります。なお、当該出資馬の運用開始は 

2歳１月１日からとなりますので（後述「12．⑷」及び「13．⑸」 

参照）、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終 

了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合（分割払い制 

度に基づく未払分を含む。）には、会員はかかる未払い競走馬出資 

金（募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した 

残額）を愛馬会法人に対し納入することを要します。後述「5．⑶ 

」に記載する保険金を受ける場合など、保険金を含む運用終了精 

算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未 

払い分が残る場合、会員は一括してこれを愛馬会法人に支払いま 

す。また、充当後に保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員 

に分配されます。また、競走馬出資金の支払金額については、後述 

「4．（8）」記載の「クラブポイント制度」に該当する場合、所定の 

計算により算出された相当額が競走馬出資金に充当されます。※ク 

ラブポイント制度は分割払いと併用いただけます   

○月会費（ベーシック会員のみ）：※後述「5.（1）」参照。 

○購入手数料（ライト会員のみ）：※後述「5.（7）」参照。  

○維持費出資金（飼養管理相当額）：※後述「5．（2）維持費出資金」

参照。  

○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※ 後述「5．（3）保険料出資

金（競走馬保険料相当額）」参照。  

○海外遠征出資金（海外遠征時のみ）：※後述「5.（4）」参照。 

○事故見舞金返還義務出資金：※後述「5.（5）」参照。 

○ＧＩ・ＪｐｎＩ競走優勝に係わる祝賀費用：※後述「5.（6）」参

照。  

（2）『会員証』の送付  

愛馬会法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後『会員証』（※  

新規会員に限ります）を送付します。 

（3）会員資格の喪失及び遅延利息の支払等  

① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出 

資金、保険料出資金、会費等について、愛馬会法人指定の納 

入期日までに支払いを履行しない場合、愛馬会法人は会員に 

対して、当該債務額に対して年率 20％の割合による延滞利息 

の支払を求めます。また、愛馬会法人から会員に分配される 

予定の支払いは、保留・延期されます（後述「16．（4）適用 

除外（金銭の留保）」参照。）なお、かかる滞納が頻繁に繰り 

返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場合が 

ありますのでご注意ください。  

② 会員が、前項の納入期日から 2ヵ月以上納入義務を履行しない 

場合、過去 1年間に 3回以上各納入期日までに支払いを履行し 

ない場合には、会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有 

していた分配請求権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅 

するものとします（なお、会員から届け出られた住所が不正確 

であったために、又は住所変更の通知がなされなかった若しく 

は遅滞したために、通知が到達せず又は到達が遅れたときは、 

愛馬会法人は通知が遅れたことによる責任を負わず、当該通 

知は、住所が正確であった場合に当該通知が到達したと合理的 

に予想される時点又は日に到達したものとみなします。）この 

場合、当該出資馬の商品投資受益権は愛馬会法人が承継し 

ます。また、会員は速やかに『会員証』を愛馬会法人に返還 

するものとします。 

③ 会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げ 

た場合、愛馬会法人はかかる会員に対して退会を求めること 

ができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな 

出資申込みを受け付けない場合があります。 

・後述「13．（4）会員の第三者に対する責任の範囲」の記載内 

容に違反した場合 

・愛馬会法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあ 

るよう公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合   

・愛馬会法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行 

為をした場合 

・愛馬会法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々 

のユーザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認めら 

れた場合 

・配布物、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを 

無断に複製・転載等した場合 

・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に 

対して、公共の媒体（テレビ、ラジオ、インターネット、雑 

誌等）または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言 

等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法 

人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合 

・メールや電話等で愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及び 

それらの関係者に対する迷惑行為をした場合 

・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合 

・会員が、継続して 1年以上にわたり有効な商品投資受益権を 

所有しない場合で、会員資格継続の明確な意思表示が得られ 

ない場合、愛馬会法人は、当該会員が退会したものとみなす 

ことができます。 

④ 会員が、前述「3．（2）」に該当した場合 

⑤ 任意による退会 

電話・メール・ホームページ（予定）により退会の意思表示 

を行った場合は任意による退会となります。その場合は愛馬 

会法人より退会用紙、現役出資馬所有の場合は持ち馬放棄用 

紙を送付いたしますので、会員は必要事項を記入し『会員証 

』を同封の上返送ください。退会日は退会用紙及び持ち馬放 

棄用紙のクラブ到着の有無に係わらず意思表示を行った翌月 

末となり、会員は翌月分の請求金額まで支払わなくてはなり 

ません（引退が確定した出資馬の運用終了精算と同時に退会 

をされる場合は最終月まで請求金額をお支払いしていただき 

ます。）この書類の返送と最終月の支払いをもって年次分 

配、運用終了精算分配を含めた一切の受益権及び支払義務が 

愛馬会法人へ移譲（無償譲渡）されるものとします。なお、 

退会の意思表示をした日から起算して一か月以内に本人から 

申し出があった場合に限り、任意退会の申し出を棄却する事 

ができるものとします。また、任意による退会を申し出た場 

合であっても、最終請求金額まで支払いを完納しない場合は前 

述「②」に該当となります。また、その他費用については請求 

します。   
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（4）商品投資受益権の名称 

本書面「2019年度募集馬会員募集のご案内」をご覧下さい。 

（5）販売予定総額及び口数   

1頭当りの募集価格は、募集馬によってそれぞれ異なります 

ので、「2019年度募集馬会員募集のご案内」をご参照下さい。 

（6）販売単位 

1頭を 40口～10000口に分割し、愛馬会法人は、募集馬につい 

て 1口単位で販売しています。各馬の募集口数については 

「2019年度募集馬会員募集のご案内」をご参照下さい。 

（7）出資申込期間及び取扱場所 

① 申込期間 

     売出日（※「2019年度出資会員募集のご案内（各募集馬が掲載

されたカタログ）」等に明記）から、愛馬会法人からクラブ法人

に対して当該出資馬の現物出資を完了した日又は募集口数が満

口になった時点のいずれかの早い日までとします。 

  ② 申込取扱場所   

お申込みは、愛馬会法人の事務所（※後述（9）参照）にお 

いて営業時間内（午前 10時より午後 5時まで。休業日は土日 

祝日及び年末年始です）に受け付けています。 

また、インターネット（予定）では、愛馬会法人ホームペー 

ジ上の出資申込フォームにて随時受け付けいたしますが、営 

業時間が過ぎている場合には、出資契約締結のご案内が翌営 

業日以降となりますので、ご注意ください。 

（8）競走馬出資金のクラブポイント制度について   

競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金 

の金額に充当することなどができる『クラブポイント』が会員 

に付与されます。尚、このポイント利用については、別途定め 

るクラブポイント利用規定に従います。 

（9）本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法   

本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業 

者（愛馬会法人）に連絡する方法等については、訪問もしくは 

電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付 

けます。 

本店：〒101-0032 

東京都千代田区岩本町 2-16-5岩本町 TUCビル 6F 

TEL.03-6693-0360 

（受付時間は 10：00〜17：00。土日祝日及び年末年始休業。）  

（10）販売の取り止め   

当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、「2019年度募集馬 

会員募集のご案内」に記載された競走用馬ファンドの販売（出 

資会員募集）を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公 

表します。販売の取り止めは、当該馬が 2歳 1月 1日に到達 

する前（運用開始前。後述「12．（4）」参照）に行うものとし、 

 競走馬出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、 

後述「13．（5）」記載の、競走能力を喪失したことにより廃用 

となった場合に準じて、全額出資会員に返金されます。  

（11）再販売 

前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについ 

て、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬 

会法人は、再販売を行う場合があります。販売条件は、必ず 

しも「2019年度募集馬会員募集のご案内」の記載と同一では 

ない場合があります。 

 

5 愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴

収方法 

  愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて 

ベーシック会員に対しては指定の金融機関口座から自動振替をする 

該当月の原則 15 日前後に、ライト会員に対しては愛馬会法人が指 

定の納入期日が属する月の原則 15日前後に会員に対して「精算書」

（ご請求明細書） を送付します。 

なお、口座振替の手続きが完了していないベーシック会員は、「精算書」

（ご請求明細書）に記載されている金額を毎月の指定期日までに、愛

馬会法人指定の金融機関口座に現金振込してください（振込手数料は

会員負担となります）。また、口座振替が不能となった場合においても

同様の扱いとなります。 ライト会員は、「精算書」（ご請求明細書）に

記載されている金額を指定期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口

座に現金振込してください（振込手数料は会員負担となります。） 

（1）月会費（ベーシック会員のみ）（新規に会員になられる方は、よ

くお読み下さい。） 

  月会費は、愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、 商品投 

資契約成立の日の属する翌月分から支払義務が発生し、出資口数に 

かかわらず毎月 1名につき 3,000円＋消費税の費用をお支払い 

いただくこととなります。なお、当該出資馬が全て引退 

し、出資馬がいない場合も、退会のお申し出がない限り、月会 

費はお支払い頂きますので、ご注意ください。  

（2）維持費出資金 

     当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に

要する費用（育成費及び、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸

送費等。以下「維持費出資金」という）に相当するものです。会

員は 2歳 1月 1日から当該経費の負担義務が生じますので、愛馬

会法人を通じて維持費出資金を追加出資します。ベーシック会員

は、維持費出資金を 1頭当たり月額 60万円と設定し各募集口数

で除したものが 1口当たりの維持費出資金額となり、ライト会員

は、維持費出資金を 1頭当たり年額 720万円と設定し各募集口数

で除したものが 1口当たりの維持費出資金額となります。当該追

加出資金の支払いはベーシック会員は当該出資馬の 2歳 1月請求

分から口座振替にて開始し、ライト会員は毎年指定の期日までに

当該出資馬の翌年度分の維持費出資金を愛馬会法人指定の金融機

関口座に現金振込していただきます（振込手数料は会員負担とな

ります。）なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込

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、

会員が負担することとなりますので、初回の競走馬出資金と合わ

せてお支払いいただきます。また、クラブ法人が出資する維持費

には、特別登録料（ＧⅠレース等の追加登録料を含む）、手術代

金等治療費、輸送費（引退退厩時を含む）、売却先決定に至る間

の繋養費用等の売却経費（運用終了に際してサラブレッドオーク

ション［本書面作成日現在は楽天競馬サイト内のサラブレッドオ

ークション］を利用することにより売却する場合の経費等につい

ては、「12.（5）④サラブレッドオークション利用による売却」

を参照）、調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等、馬主

慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の

一切が含まれます。  

(3) 保険料出資金 

 保険料出資金は、当該出資馬を民間の損害保険会社が取り扱う 

競走用馬保険に 2歳 1月 1日より加入することにより発生する 

保険料に充当するものとなります。保険年度は 1月 1日に始ま 

り翌年 1月 1日までとします。ただし、特別募集馬については 

個別に定める期間より翌年 1月 1日までとします。1ファンド 

当たりの保険料出資金は、競走馬出資金に対して 1年当たり 

保険料率 3.2％を乗じて算定される金額とします。当該出資 

馬 1歳の（※3歳馬についてはその到達した年の前年の） 

11月 27日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に自動引 

落を開始させていただきます。また、自動引落の手続きが完了 

していない会員の場合には、愛馬会法人が指定する金融機関口 

座に、「精算書」に記載されている金額を指定期日までに現金 

振込してください（振込手数料は会員負担となります。） 

また、口座振替が不能となった場合においても同様の扱いとな 

ります。ライト会員は、「精算書」（ご請求明細書）に記載さ 

れている金額を指定期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口 

座に現金振込してください（振込手数料は会員負担となりま 

す。） 

   ※保険料は非課税となります。 

   ※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の 

残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等に 

より支払った金額となります。  

※当該出資馬の保険加入額は、２歳馬及び３歳馬については競 

走馬出資金の 100%とし、４歳馬以降は加入致しません。ただ 

し、当該出資馬が GⅢ以上の平地重賞競走（海外における GⅢ 

以上、地方競馬における GⅢ・JpnⅢ以上、および条件変更 

などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走 

を含む）において優勝した場合には、馬齢に関係なく募集価格 

の 100％で保険に加入するものとしますので、不足金額が生じ 

た場合には日割り計算して会員にはご負担していただく必要が 

あります。ご了承下さい。   

    ※募集開始時期が 1歳の場合、当該馬の 2歳時保険金額に係る会

員の支払義務は当該出資馬が 1歳 11月に到達した月に発生しま

す。以降、3歳馬については当該馬齢に到達する前年 11月に支

払義務が発生し、会員は保険料を当該出資馬の出資額に応じて

負担して頂くこととなります。支払義務発生後に会員が当該出

資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間

保険料は、会員に負担していただくこととなりますのでご了承

ください。 

    ※当該出資馬が平地から障害に転向するときは、当該出資馬が障

害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用

馬保険を解約するものとします（解約した当該出資馬が年度中

に障害から平地へ転向した場合であっても、競走用馬保険の再

加入はいたしません。） 
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※当該出資馬が中央から地方に転籍する場合は、当該出資馬が中 

央登録を抹消した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬 

保険を解約するものとします（解約した当該出資馬が年度中に 

地方から中央へ再登録した場合であっても、競走用馬保険の再加 

入はいたしません。） 

   ※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次分配 

または運用終了精算分配（※後述「16．競走用馬ファンド（当 

該出資馬）の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑵」 

に記載のとおり）により会員に分配します。 

   ※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険 

金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、愛馬会 

法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。 

   ※分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のある会員が 

保険給付を受ける場合の保険金については、まずは競走馬出資金 

の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。  

（4）海外遠征出資金 

    当該出資馬が海外における競走に出走（以下「海外遠征」という）

するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、

海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負

担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概

算による費用見込み額を、またはレース後に、生じた費 用を、

愛馬会法人所定の指示に従って、会員は追加出資します（※詳細

については後述「24．当該出資馬の海外遠征」を参照。）  

（5）事故見舞金返還義務出資金 

    事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出 

資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の 

一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる 

場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に 

クラブ法人が当該返還請求を受ける場合、会員は当該返還義 

務の金額を出資口数に応じた額の出資金を追加出資する義務 

を負います。  

（6）GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」 

    当該出資馬が GⅠ重賞競走（JGⅠ、海外、GⅠ・JpnⅠ等地方にお

ける競走を含む）に出走して優勝した場合、出資会員は、愛馬会

法人の案内にしたがって祝賀行事を主催します。出資会員は、祝

賀費用（祝賀会開催、優勝記念品制作など）の概算見積額相当額

を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に自

動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金

の 10％を上限金額とします。愛馬会法人は、祝賀費用預 

り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金となる場合は、 

「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀 

費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係 

わる出資・分配とは取り扱われないものとします。 

（7）購入手数料（ライト会員のみ） 

購入手数料は、申込み時に 1口あたり 3,000円＋消費税を 

お支払いいただきます。 

 

6 匿名組合損益の帰属 
  クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成

します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ

るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す

る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。 

  

7 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 
  愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の

分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。 

（1）会員が個人の場合 

   個人会員（愛馬会法人の個人会員）の「2．及び 14．（1）」で定め

る獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得

として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されま

す。（分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税 

（20.42％）は、確定申告時に精算となります。）また、計算期間

中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期

間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがっ

て、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費

に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契

約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。

なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。 

（2）会員が法人の場合 

    法人会員（愛馬会法人の法人会員）の「2．及び 14．（1）」で定め

る獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税

の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により

課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、

当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入さ

れます。 

    当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け

取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一

方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、

法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。  

 

 8 匿名組合契約の期間に関する事項 

当該出資馬の契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立

日から、当該出資馬の運用終了（「12．会員から出資された財産の投

資の内容及び方針に関する事項⑸①」参照）後、愛馬会法人から会員

に支払う運用終了精算分配が完了した期日までとなります。当該出資

馬の匿名組合契約は、上記分配が完了した期日をもって終了します。  

 

 9 匿名組合契約の変更に関する事項 

   当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容につ

いて変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、

愛馬会法人ウェブサイトで変更内容を開示のうえ、原則として会員

に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっ

ている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなっ

た場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容につ

いて、愛馬会法人ウェブサイトで予め変更内容を開示することによ

り、会員の同意を得ることなく変更できるものとします。 

 

10．匿名組合契約（商品投資契約）の解除に関する事項 

 （1）解約の可否及び買取りの有無 

    本商品投資契約（匿名組合契約）は、その運用期間を通じて 

他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成 

り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において 

当該出資馬の運用終了時（当該出資馬の引退等）まで契約を継 

続することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により 

中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当 

該出資馬の匿名組合契約の終了（後述 12.（5）①記載の「運用 

終了」）を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する 

愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約に 

ついては、前述「4.（3）②」と同様に扱われますので、同条項 

にしたがい会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会 

員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれ 

ます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買 

取ることはいたしませんのでご注意ください。 

 （2）商品投資契約解除によるファンドへの影響 

会員資格喪失などによる解約があった場合でも、当該出資馬の 

運用に影響はありません。  

（3）クーリングオフ制度について 

     競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37条の 6（書面による契

約解除）の適用を受けず、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判断した場合は、当該契約の

解除を認める場合があります。この場合、会員は出資契約が成立

した日（前述 4.（1）参照）から 5日以内に愛馬会法人が定める方

法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が頻

繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな

出資申込を受け付けかねる場合があります。 

 （4）匿名組合員（会員）の破産 

     破産により匿名組合契約が終了した場合、商法 542 条に基づき、

愛馬会法人は出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期は、

他の匿名組合員（会員）への出資返還時期と同時期となります。  

 

11 商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項 

(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡 

     会員は、匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、愛馬会法人

がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡（包括承

継に伴う場合を含みます。）することはできません。愛馬会法人が

本匿名組合契約を解約した場合には当該本匿名組合契約に基づく出

資持分（分配請求権を含みます。）を愛馬会法人が何らの手続を要

さずに無償で承継するものとします。また、会員が愛馬会法人から

請求を受けた出資金、入会金及び一般会費の支払いを支払期限から 

2か月以上遅滞した場合には、匿名組合契約に基づくすべての出資

持分（分配請求権を含みます。）を愛馬会法人が無償で承継するも

のとします。また、本匿名組合契約上の地位及び権利を、第三者の

ために質入、その他担保設定することはできません。  
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(2) 相続と相続放棄について 

    本匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続または遺贈がなされ

た場合は、以下によるものとします。 

① 相続人または受遺者が商品関連ファンド受益権を相続または受遺

する場合 

   相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望する

場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続または遺贈を証する

所定の書類を提出し、被相続人（遺贈者）に代わる新しい名義人を届

け出ます。但し、被相続人（遺贈者）が有した商品ファンド関連受益

権の数量に拘わらず、愛馬会法人との関係でその承継者となりうる新

名義人（相続人または受遺者）は 1名に限るものとします。かかる届

出があった場合には、愛馬会法人は届出書その他の提出書類に不備の

ないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行い

ます。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人（遺贈者）

が有した商品ファンド関連受益権並びに未払債務のすべてを包括承継

します。 

 ② 相続人または受遺者が商品ファンド関連受益権を相続または受遺

しない場合 

  相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望しな

い場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人

または受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、商

品ファンド関連受益権を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届

出は、被相続人（遺贈者）が複数の商品ファンド関連受益権を有する

場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、愛

馬会法人から相続人または受遺者への返還金はありません。  

③ 相続又は遺贈（以下「相続等」）の手続未了と当該未了期間におけ

る経過措置 

相続等が発生した場合であっても、前述「4.（3）②」に記載する、

「愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合」に該当

するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に

係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が前記

①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請

求にしたがって、競走馬出資金（※前述「4.（1）④」参照）、維持費

出資金及び会費等（※前述「5．」参照）を期日までに納入することを

要します。他方、後述「16．」に記載する賞金等の分配は、相続等の

手続未了の間は保留されるものとし、前記①記載の名義変更手続完了

後、愛馬会法人所定の手続にしたがって、新名義人（相続人又は受遺

者）の指定銀行口座宛に送金されます。  

 

12 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事

項 
（1）商品投資の内容及び投資制限 

   会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令

第 7条 4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬

（競馬法第 14条及び第 22条に基づき、JRAもしくは NARが行う登録

を受け又は受けようとする競走用馬）に限定して投資を行います。  

（2）借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠け

る投資対象への投資の有無  

① 借入れについて 

    当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される

維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄

えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴

う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れること

によって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じ

て、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなり

ます。 

  ② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資

対象への投資の有無 

    クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のフ

ァンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても

利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切

行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に

対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管

理を行います。 

（3）当該出資馬の繰上げ運用終了の有無   

当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運 

用終了日が繰上がる場合があります。  

（4）運用開始予定日について 

   当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時（1月 1日）とし 

ます。 

   ※2歳 1月以降に募集を行う場合の当該出資馬の運用開始日は、募

集開始月の 1日とします。  

（5）運用終了予定日について  

   ① 運用終了   

      愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資

馬については、クラブ法人が馬体状況及び馬齢、競走成績、血

統背景等を考慮したうえでその適宜の判断により(ⅰ)競走馬と

して第三者等へ売却譲渡すること、又は(ⅱ)ＪＲＡもしくはＮ

ＡＲの競走馬登録を抹消すること、並びに未登録馬については

登録をしないことを決定します（登録抹消後、種牡馬として売

却する場合も含む）。クラブ法人は(ⅰ)の場合は、競走馬として

の売却譲渡の内容を、(ⅱ)の場合は、登録抹消済みまたは未登

録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等に譲

渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会

法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記(ⅰ)売却、(ⅱ)

登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了（文脈に応じて

競走馬の「引退」ということがある）となります（ただし、当

該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録抹

消後も運用が継続されることとなります）。なお、運用終了後、

商品投資契約は、前述「8」に記載のとおり運用終了精算分配が

完了した期日をもって終了します。  

   ② 牡馬（去勢馬を含む）の場合 

中央入厩予定馬・地方入厩予定馬のいずれについても、引退 

期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありま 

せん。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等 

への売却又は運用終了後における無償供与等（乗馬転用を 

含む）の判断についてはクラブ法人が、会員の利益の観点か 

ら、当該馬の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮 

の上、決定します。サラブレッドオークション利用による売 

却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売 

却については後述⑤に、また種牡馬となる場合については、 

後述「26．」に詳述します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契 

約により種牡馬として供されることになった場合には、種牡馬の 

賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があり 

（後述「26.（3）」参照）、この場合には上記賃貸収入が最後 

に会員に支払われた時をもって運用終了となります。  

   ③ 牝馬の場合 

    ⅰ 中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳 3

月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮

し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられる

ことにより運用を継続する場合があります。 

    ⅱ 地方入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳 3

月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮

し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられる

ことにより運用を継続する場合があります。 

    ⅲ 牝馬が運用終了する際には、後述「13.（6）③ⅲ」のとお

り、買戻し代金の規定があります。  

   ④ サラブレッドオークション利用による売却 

    ⅰ サラブレッドオークションへの出品 

       当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

競馬サイト内のサラブレッドオークション（以下「オークシ

ョン」という）に出品して売却する場合があります。オーク

ションへの出品要領については概略以下のとおりとなります。

オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は

翌日金曜日（金融機関非営業日の場合はその翌日）に決済さ

れます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決

済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札

価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代

金からオークション事務局に支払う売却申込料 20,000円（税

抜・本書面作成日現在の上限額）、及び売却手数料（売却代金

の 5%相当額。）、銀行振込手数料、を差し引いた残額から消費

税を控除した金額が会員に分配されます。出品馬に応札がな

いなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申

込料は、売主には返却されません。  

     ⅱ 売却代金と売却経費及び分配対象額 

      会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売

却申込料、売却手数料、銀行振込手数料、を差し引いた残額

から消費税を控除した金額となります。上記ⅰに記載する繋

養経費（預託料・輸送費）は、売却経費として扱われません。 

    ⅲ オークションに関わるその他事項 

  ａ 引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、後述「13.（6）③ⅲ」に 

規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は 

原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者であ 

る提供者に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークショ 

ンに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該提供者と 

なります。 

※当該出資馬が中央から地方に転籍する場合は、当該出資馬が中 

央登録を抹消した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬 

保険を解約するものとします（解約した当該出資馬が年度中に 

地方から中央へ再登録した場合であっても、競走用馬保険の再加 

入はいたしません。） 

   ※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、年次分配 

または運用終了精算分配（※後述「16．競走用馬ファンド（当 

該出資馬）の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑵」 

に記載のとおり）により会員に分配します。 

   ※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険 

金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、愛馬会 

法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。 

   ※分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のある会員が 

保険給付を受ける場合の保険金については、まずは競走馬出資金 

の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。  

（4）海外遠征出資金 

    当該出資馬が海外における競走に出走（以下「海外遠征」という）

するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、

海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負

担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概

算による費用見込み額を、またはレース後に、生じた費 用を、

愛馬会法人所定の指示に従って、会員は追加出資します（※詳細

については後述「24．当該出資馬の海外遠征」を参照。）  

（5）事故見舞金返還義務出資金 

    事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出 

資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の 

一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる 

場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に 

クラブ法人が当該返還請求を受ける場合、会員は当該返還義 

務の金額を出資口数に応じた額の出資金を追加出資する義務 

を負います。  

（6）GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」 

    当該出資馬が GⅠ重賞競走（JGⅠ、海外、GⅠ・JpnⅠ等地方にお

ける競走を含む）に出走して優勝した場合、出資会員は、愛馬会

法人の案内にしたがって祝賀行事を主催します。出資会員は、祝

賀費用（祝賀会開催、優勝記念品制作など）の概算見積額相当額

を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じて愛馬会法人に自

動振替の方法により納入します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金

の 10％を上限金額とします。愛馬会法人は、祝賀費用預 

り金から費用実費を賄い、精算した後余剰金となる場合は、 

「祝賀費用精算金」として出資会員に返金します。なお、祝賀 

費用預り金、祝賀費用精算金については、匿名組合運用に係 

わる出資・分配とは取り扱われないものとします。 

（7）購入手数料（ライト会員のみ） 

購入手数料は、申込み時に 1口あたり 3,000円＋消費税を 

お支払いいただきます。 

 

6 匿名組合損益の帰属 
  クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成

します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ

るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す

る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。 

  

7 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 
  愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の

分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。 

（1）会員が個人の場合 

   個人会員（愛馬会法人の個人会員）の「2．及び 14．（1）」で定め

る獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得

として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されま

す。（分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税 

（20.42％）は、確定申告時に精算となります。）また、計算期間

中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期

間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがっ

て、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費

に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契

約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。

なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。 

（2）会員が法人の場合 

    法人会員（愛馬会法人の法人会員）の「2．及び 14．（1）」で定め

る獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税

の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により

課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、

当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入さ

れます。 

    当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け

取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一

方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、

法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。  

 

 8 匿名組合契約の期間に関する事項 

当該出資馬の契約期間は、会員と愛馬会法人との匿名組合契約成立

日から、当該出資馬の運用終了（「12．会員から出資された財産の投

資の内容及び方針に関する事項⑸①」参照）後、愛馬会法人から会員

に支払う運用終了精算分配が完了した期日までとなります。当該出資

馬の匿名組合契約は、上記分配が完了した期日をもって終了します。  

 

 9 匿名組合契約の変更に関する事項 

   当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容につ

いて変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、

愛馬会法人ウェブサイトで変更内容を開示のうえ、原則として会員

に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっ

ている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなっ

た場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容につ

いて、愛馬会法人ウェブサイトで予め変更内容を開示することによ

り、会員の同意を得ることなく変更できるものとします。 

 

10．匿名組合契約（商品投資契約）の解除に関する事項 

 （1）解約の可否及び買取りの有無 

    本商品投資契約（匿名組合契約）は、その運用期間を通じて 

他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成 

り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において 

当該出資馬の運用終了時（当該出資馬の引退等）まで契約を継 

続することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により 

中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当 

該出資馬の匿名組合契約の終了（後述 12.（5）①記載の「運用 

終了」）を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する 

愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約に 

ついては、前述「4.（3）②」と同様に扱われますので、同条項 

にしたがい会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会 

員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれ 

ます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買 

取ることはいたしませんのでご注意ください。 

 （2）商品投資契約解除によるファンドへの影響 

会員資格喪失などによる解約があった場合でも、当該出資馬の 

運用に影響はありません。  

（3）クーリングオフ制度について 

     競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37条の 6（書面による契

約解除）の適用を受けず、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判断した場合は、当該契約の

解除を認める場合があります。この場合、会員は出資契約が成立

した日（前述 4.（1）参照）から 5日以内に愛馬会法人が定める方

法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が頻

繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新たな

出資申込を受け付けかねる場合があります。 

 （4）匿名組合員（会員）の破産 

     破産により匿名組合契約が終了した場合、商法 542 条に基づき、

愛馬会法人は出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期は、

他の匿名組合員（会員）への出資返還時期と同時期となります。  

 

11 商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項 

(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡 

     会員は、匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、愛馬会法人

がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡（包括承

継に伴う場合を含みます。）することはできません。愛馬会法人が

本匿名組合契約を解約した場合には当該本匿名組合契約に基づく出

資持分（分配請求権を含みます。）を愛馬会法人が何らの手続を要

さずに無償で承継するものとします。また、会員が愛馬会法人から

請求を受けた出資金、入会金及び一般会費の支払いを支払期限から 

2か月以上遅滞した場合には、匿名組合契約に基づくすべての出資

持分（分配請求権を含みます。）を愛馬会法人が無償で承継するも

のとします。また、本匿名組合契約上の地位及び権利を、第三者の

ために質入、その他担保設定することはできません。  

55



  ｂ オークション出品については原則として当該出資馬のＪＲＡの

競走馬登録抹消後となりますが、ＮＡＲ管轄下の地方競馬場登録

馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際

して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は

落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相

当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格

向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。 

  ｃ オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等 

に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等に 

より引退となる馬は原則として出品対象から除きます。  

⑤ 競走馬としての第三者等への売却 

    クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮

し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを

競走馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場

合には、第三者等への売却代金から売却経費、クラブ法人の営

業者報酬（後述「14.（2）①」に記述）を差し引いた残額から

消費税を控除した金額が会員に分配されます。なお、売却経費

には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料の他、輸

出取引となる場合の通関諸費用等、要した実費のすべてが含ま

れます。  

(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 

    当該出資馬の計算期間は、毎年 12月 1日に始まり翌 11月 30日に

終了するものとし、毎年 11 月 30 日を決算日とします。したがって、

12月 1日から翌 11月 30日までに出走した場合の賞金等及び同時期

に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に関する分配金は、当計算期

間（当年の所得計算）に帰属します。ただし、計算期間末の 11 月に

抹消引退となった競走馬の運用終了精算分配並びに後述「16．（1）

月次分配」に記載の 11月 21日から 11 月 30日の間に地方競馬指定

交流競走に出走した場合の賞金については、収入費用が計算期間終

了後の 12月の事務計算にて確定（分配期日は 1月末日）となること

から、翌計算期間に帰属するものとします。その他、事故見舞金の

精算費用等の費用収益が確定していない事項については、費用収益

が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。  

(7) 会員から出資を受けた財産の管理口座 

金融商品取引法第 40条の 3（分別管理が確保されていない場合 

の売買等の禁止）及び内閣府令第 125条（分別管理が確保され 

ているもの）の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを 

分別管理するため、営業者（愛馬会法人及びクラブ法人）は、匿 

名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切 

に資金管理します。 

  ① 愛馬会法人における出資財産の資金管理口座 

  ・西武信用金庫渋谷営業部 普通預金 2213191 

 口座名義人 株式会社 YGG オーナーズクラブ会員口 

 ② クラブ法人における出資財産の資金管理口座 

  ・西武信用金庫渋谷営業部 普通預金 2213214 

 口座名義人 株式会社 YGG ホースクラブ匿名組合口  

 

13．商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲  

（1）商品投資契約の種類  

    商法（明治 32年法律第 48号、以降の改正を含む）第二篇第四章

第 535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿

名組合員となり営業者（本書面において「愛馬会法人」という）に

出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員（本書

面において「会員」という）に分配することを約束する契約です。  

（2）事業報告書の縦覧について  

金融商品取引法第 47条の 2に基づき、金融商品取引業者（ク 

ラブ法人及び愛馬会法人）が内閣府令に基づき内閣総理大臣に 

提出する事業報告書は事業年度終了 4ヵ月後から 1年の間縦覧す 

ることができます。縦覧を希望する顧客（会員に限らず広く一 

般が対象となります）は、3営業日前に通知したうえで、通常の 

営業時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。  

（3）会員から出資された財産の所有関係  

会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、 

商法第 536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会 

法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535条の規定に基づ 

きＪＲＡ等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行う 

ことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラ 

ブ法人は、当該出資馬の飼養管理、ＪＲＡ等への競走用馬として 

の登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走（地方指 

定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む）の選択、当 

該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の引退手続及び引退 

後の第三者等への処分（※前述「12.（5）」参照）を行うものと 

します。  

（4）会員の第三者に対する責任の範囲  

当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資 

した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為 

に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会 

員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできま 

せん。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当 

該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調 

教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びＪＲＡ等 

の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に 

関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものと 

します。  

（5）出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す 

る事項について  

分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元 

本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額 

は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもので 

はありません。また、競走用馬によっては馬体状況等により、 

競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、 

収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬 

に関する会員の損失負担は 2歳の到達時期（1月 1日）より発生 

します。したがって、２歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは 

競走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得 

ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該 

出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に 

対して全額返金されます。当該出資馬が 2歳到達時期（1月 1日） 

 以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用になった事態を 

含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の 

競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他の愛馬 

会法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金いたしま 

せん。また、競走馬出資金について会員は、愛馬会法人の請求 

にしたがって募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れら 

れないものとします。（※前述「4.（1）④」参照）。  

（6）会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代

金の受領権 

    当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払 

いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権を 

所有します。ただし、後述「16.（4）」に規定する「金銭の留 

保」に該当しないことを条件とします。  

 ① 賞金等に係る受領権 

   会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として 

当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内 

国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金（特別競走の出走奨励金を 

含む）及び特別出走手当の合計額（本書面において「賞金」とい 

う）から、ＪＲＡ等からの賞金交付時に係る源泉所得税（※後述 

「14.（1）②」参照）、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する

際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税（※後述「14.（1）

⑤」参照）、進上金（※後述「14.（1）①」参照）、消費税（※後述

「14.（1）③」参照）、クラブ法人営業手数料（※後述「14.（1）

④」参照）の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配

を行う際の源泉所得税（※後述「14.（1）⑥」参照）を控除した金

額にあります。ただし、ＪＲＡ等からの賞金交付時に係る源泉所得

税（※後述「13.③ⅳ」参照）、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分

配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税（※後述

「13.③ⅴ」参照）は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還

付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、ＪＲＡ源泉税

精算金、クラブ法人源泉税精算金として分配されるため、会員に受

益権があります。また、サマーマイル、サマースプリント、サマー

2000等、シリーズに係わる褒賞金、同一年度にＪＲＡが定める競走

に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念における褒賞金、海外の競

走に出走する馬に対する褒賞金及び、ＮＡＲ主催のグランダム・ジ

ャパンのボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による

各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付通知に従い賞金分配と同

様の方法により適宜会員に分配されます。ただし、市場取引馬につ

いて、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給された

重賞競走優勝等に係わる奨励金に類する金品についてはクラブ法人

に帰属し、会員に受益権はありません（※後述「14.（2）」参照）。 

  なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各競馬場ごと 

に独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。  

 

② その他の受領権  

会員が所有する前記①以外の受領権は、以下のとおりとなり 

ます。賞品売却分配金（消費税抜き※後述「③ⅰ」参照）、保険 

料解約返戻金、事故見舞金（※後述「③ⅱ」参照）、診療費補 

助金、装蹄費補助金（※後述「③ⅵ」参照）、競走取り止め交 

付金（賞金にこれらを加えたものを本書面において以下「賞金 
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等」といいます。）、維持費精算金（※後述「③ⅶ」参照）、ＪＲ 

Ａ源泉税精算金、クラブ法人源泉精算金、競走馬登録抹消給 

付金・同付加金、売却代金（※後述「③ⅲａ及びｂ」参照）、賃 

貸収入（※後述「26.」参照）、保険金の各項目の合計額を合算し 

た額（なお、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、保 

険事故により支給された保険金、引退に伴う保険料解約返戻金、 

引退に係る事故見舞金及び運用終了精算時のクラブ法人源泉精算 

金を、本書面において以下「運用終了精算金」といいます。）  

③ 注意事項  

 ⅰ賞品売却益の算出について 

   クラブ法人が馬主としてＪＲＡまたはＮＡＲの管轄する競馬主 

催者から取得した金製品、宝飾品等の賞品（後述「（7）」に該当す

るのもを除く）については、入札方式とし、最高入札額を記入頂い

た顧客に対して落札した金額となります。希望者がない場合に は、

クラブ法人が市中価格の 60％の範囲内で売却先を探しますが、 賞

品によっては売却価格がその範囲を下回る場合があります。売 却

が可能となった場合にはその代金となります。それぞれ、20000円

（事務経費分・税別）及び当該売却代金にかかる消費税控除後の金

額が分配されます。購入することが決定した会員は、当該購入代金

をその購入することが決定した日から原則として 14日以内に、ク

ラブ法人指定の金融機関口座に現金振込してください（振込手数料

は会員負担となります）。購入にあたってのキャンセルはできませ

んのでご了承願います。仮にキャンセルをした場合には、次回 以

降の賞品の購入者にはなれませんのでご注意ください。  

  一般競走の優勝賞品（純金メダル等）は慣例として、毎年 1月～3

月までの間の競走に優勝した場合については、4月以降の賞品受領

となるため、愛馬会法人は、購入者の特定並びに分配の実施をやむ

を得ず、適宜延期することがあります。また、競走の主催者がＪＲ

Ａ等と異なる賞品の取扱をした場合においても、準じて対応するこ

ととします。  

ii 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について  

事故で一定期間出走できない場合、またはＪＲＡの競走用馬と 

 しての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より交付 

を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に 

定める休養期間以前に復帰、出走した場合、支給済みの金額の 

一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見 

舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.（5）」の事故見 

舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を 

求めます。  

 ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出  

  a 牡馬（去勢馬を含む）について、競走馬として第三者に売却が

できた場合は、その売却代金（消費税抜き）を会員に分配します。

ただし、サラブレッドオークション前述（「12．（5）④」参照）で

売却できた場合には、売却代金から売却申込料、売却手数料（5％）、

銀行振込手数料が控除された金額となります。また、種牡馬となる

場合には、その売却代金（種牡馬賃貸契約による場合の利益金を含

む）の 60％相当額を計算した上で算出された利益を会員に対して分

配します（詳細については、後述「26．当該出資馬が種牡馬となる

場合について」を参照。）    

ｂ 牝馬については、当該出資馬の提供者が買戻しを希望す 

る場合、募集総額の 5％で提供者が買戻した代金（※ただし、消費 

税相当額を控除した額）となります。提供者が買戻しを希望し 

ない場合は、第三者に売却ができた場合に、その売却代金（消費 

税相当額を控除した額）を会員に分配します。ただし、当該牝馬 

が死亡した場合、この買い上げはありません。また、当該牝馬が 

引退にあたり、競走能力喪失の診断を受けた場合、この買戻し代 

金はなく無償にて提供者に譲渡されます。ただし、サラブレッド 

オークション前述（「12．（5）④」参照）で売却できた場合には、 

売却申込料、売却代金から売却手数料（5％）、銀行振込手数料が 

控除された金額となります。 

ｃ 当該出資馬の売却先決定に至る間の経費等（売却に至らな 

かった場合を含む）は、顧客が出資する維持費出資金を充当 

します。  

 

ⅳ JRA源泉精算金 

    JRA（NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります）が 

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算にお

いて法人税額に充当し精算します。精算後の JRA源泉税は、JRA源

泉精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受け

た愛馬会法人は、同精算金を計算した上で算出された利益を会員に

支払います（※後述「16．（2）年次分配」参照）。 

ⅴ クラブ法人源泉精算金 

   クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分 

配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会 

法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のク 

ラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を 

通じて同精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払い 

ます（※後述「16．（2）年次分配」参照）。  

  ⅵ 診療費補助金・装蹄費補助金  

中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給さ

れます。現役競走期間中に当該補助金が交付されている場合は、同

補助金を計算した上で算出された利益を会員に受領権がありますが、

運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、愛馬会法

人に受領権があるものとします。 

  ⅶ 維持費精算金の計算  

   維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金、海

外遠征出資金、祝賀会費用出資金の合計額から、当該出資馬の運用

に際し実際に要した預託料等の合計額を差し引いて算出した金額と

なります。その算出した精算額に余剰がある場合には会員に支払い

ます。不足がある場合には、他の分配から充当させて頂きます。他

の分配から充当後も不足がある場合には、会員に対して負担を求め

ることとなります。  

(7) 会員にはない受領権 

以下に定めるものの受領権は愛馬会法人及びクラブ法人に 

あり、会員に受領権はありません。 

   ・クラブ法人が馬主として JRA及び NARの管轄する競馬関係者、競

馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど

市場開設者から取得した 10万円以下の比較的低価な純金メダル、

当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品（地 

方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みま

す。）のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等。  

・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金 

が生じた場合の金額  

 

14 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出さ

れる管理報酬及び手数料について  

（1）賞金からの控除  

    クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以

下の項目のうち①及び②に掲げる額を JRA等により控除されて支払

を受けます。また、クラブ法人は JRA等から支払われた金額から、

以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の

源泉徴収所得税を除いた額（獲得賞金等分配対象額）を愛馬会法人

に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以

下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支

払います。  

① 進上金  

    当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資

馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場

合は、賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額）の 

20％を、付加賞の 5％をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、

障害競走の場合は、賞金（ただし、付加賞及び特別出走手当を除い

た額）の 22％を、付加賞の 7％をそれぞれ乗じた額が支払われます。  

② JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税  

    当該項目は、当該出資馬が 1回の出走につき得た賞金額が 75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA等が賞金

から源泉徴収所得税として控除します。 

 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。  

 

○源泉徴収所得税の計算式  

 ｛賞金－（賞金×0.2＋60万円）｝×0.1021  

※当該源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人の決算に 

おいて法人税額に充当精算後に年次分配します。  

 

③ 消費税  

   当該項目は、当該出資馬が 1回の出走につき得た賞金から、 

以下の計算方法により控除されます。  

 

○消費税の計算式  

 （賞金−進上金−営業者報酬）×8/108   

※ 1円未満は切り捨て。  

※「8/108」の消費税率は、税率改正とともに変更となります。  

 

④ クラブ法人営業経費（営業者報酬）  

    当該項目は、JRA等から支払われた賞金（ただし、特別出走手当

は除く）の 3％の額を、クラブ法人営業経費として賞金から控除し

ます。  
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⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配 

に係る源泉徴収所得税  

当該項目は、クラブ法人が利益分配金を支払う場合には所得税 

 が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配金から源泉徴収 

 所得税として控除します。 

  なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。 

○源泉徴収所得税の計算式  

クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×0.2042   

※当該源泉税は、クラブ法人源泉精算金として、愛馬会法人の決 

算において法人税額に充当精算後に年次分配します。  

 

⑥ 愛馬会法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴 

収所得税  

    当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合に 

は所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額か 

ら源泉徴収所得税として控除します。 

なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです  

 

○源泉徴収所得税の計算式  

愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×0.2042  

 

⑦ 外国人騎手の騎乗と｢国外事業者進上金｣について 

     消費税法改正により平成 28年 4月 1日以降、国外事業者が 

日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提 

供」と位置づけること、及びいわゆる｢リバースチャージ方式に 

よる消費税の申告・納税｣を実施することなどの仕組みが導入さ 

れました。外国人騎手（中央競馬の通年免許を付与されている 

外国人騎手を除きます。）が騎乗した場合の進上金（ここでは 

「国外事業者進上金」といい｢特定役務の提供｣に該当します。）に 

係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となります 

ので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税 

の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異な 

る事務対応が求められます。但し、愛馬会法人が会員に対して 

行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。  

 

（2） 営業者の報酬  

① クラブ法人の営業者報酬  

ⅰ 上記「（1）④」記載のクラブ法人営業経費（特別出走手当 

を除く賞金の 3％）  

ⅱ 種牡馬売却手数料（売却代金の 40％）  

ⅲ 賞品売却に際しての事務経費（前述「13.（6）③ⅰ」参照）  

ⅳ 前述「13．商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責 

任の範囲（7）」に規定される会員の受領権以外の全ての 

受領権  

 

② 愛馬会法人の営業者報酬  

ⅰ 月会費、購入手数料  

ⅱ 種牡馬賃貸手数料（賃貸収入（消費税相当額を含みます。）の 

   40％相当額（消費税別途）  

ⅲ  会員への返還金が 1口当たり 1円未満に満たない場合の 

残余金  

ⅳ 前述「13.（6）」に規定される会員の受領権以外の全ての 

受領権  

 

③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権  

ＪＲＡ源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、営業者報酬の 

対象外として全額が会員への分配対象となります。地方競馬 

においても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員につい 

ては適宜営業者報酬の対象外とします。本項に記載する項目 

以外の金員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合 

を除き、当該出資馬が獲得した金額（消費税を含みます。）の 

3％相当額（消費税別途）とします。  

 

15 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額

への区分方法  

獲得賞金等分配対象額（※前述「14．競走用馬ファンド（当該 

出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料につ 

いて」記載のとおり）及びその他の分配のうち、①の金額から② 

の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。  

① 賞金等（運用終了精算金を含みます。）獲得時における競走馬 

出資金及び営業者が出走月の前月末日までに実際に維持費及び 

保険料として支払った金額（過去に出資返戻金があった場合は当 

該金額控除後の金額）  

② 競走用馬の賞金分配月の前月末簿価  

 なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。  

○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法  

・競走用馬の取得価格の算出 

   取得価格＝競走用馬の購入代金×100/108 

  ・減価償却累計額の算出 

    取得価格÷48×（競走馬登録された月から賞金分配月の前月 

までの月数） 

  ・前月末簿価＝競走用馬の取得価格−減価償却累計額  

※ 1円未満は切り捨て。  

※「100/108」の消費税率は、税率改正とともに変更となります。  

獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組 

合契約に基づく利益分配額となります。  

 

16 競走用馬ファンド（当該出資馬）の金銭の分配方法及び分

配時期に関する事項  

愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の 

月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該獲 

得賞金等分配対象額のうち、利益分配額（※前述「15．分配に係 

る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方 

法」記載のとおり）に係る源泉徴収額を控除して出資口数に 

応じて会員に分配します。したがって、月次分配、年次分配、運 

用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定 

されたものではありません。  

(1) 月次分配 

当該計算期間内（12月１日から 11月 30日）の出走により 

得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係 

る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の 

計算期間内とし、ベーシック会員に対しては翌月 27日（金融機 

関休業日の場合は翌営業日）に分配しライト会員に対しては収支 

に帰属させます。  

賞金（※控除される内容など分配方法は前述「14.競走用馬フ 

ァンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報酬及 

び手数料について」参照）、賞品売却分配金、事故見舞金及び競 

走取り止め交付金（悪天候等により競走が取り止めまたは不成立 

となった場合に交付）並びに当該計算期間内に受領した賞金以外 

の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、ベーシック会員 

に対しては月次分配の方法により分配し、ライト会員に対しては 

収支に帰属させます。また、当該計算期間中（12月 1日から 

翌 11月 30日）に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、 

ベーシック会員に対しては月次分配として会員に分配しライト会 

員に対しては収支に帰属させます。  

なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の 

確定した日の計算期間内に属することとなり、ベーシック会員 

に対してはその翌月 27日（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

に分配しライト会員に対しては収支に帰属させます。また、地方競 

馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞 

金の支払時期により、ベーシック会員に対しては翌々月 27日 

（金融機関休業日の場合は翌営業日）に分配する場合がありラ 

イト会員に対しては収支に帰属させます。また、地方競馬指定交 

流競走に 12月に出走した場合、収入費用の確定が翌年 1月に 

属する場合があり、その場合、ベーシック会員に対しては翌年 

2月 27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に分配しライト 

会員に対しては収支に帰属させます。  

(2) 年次分配 

ライト会員が月次において帰属させた分配金及び、当該計算期 

間内（12月 1日から翌年 11月 30日）に出走して獲得した 

賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、 

並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利 

益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれライト会員年次分 

配金（ライト会員のみ）、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算 

金として、当該計算期間終了後の翌年 4月末日に会員に分配し 

ます。年次分配における会員の分配請求権は翌年 4月末日に 

生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。  

(3) 運用終了精算分配 

当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給 

付金・同付加金、売却代金（消費税を除きます。）、保険金 

（死亡した場合）、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係 

る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金及び運用開始にあたっ 

て会員が出資した維持費出資金のうち未使用分は、運用終了 

精算分配の方法（但し、維持費出資金の未使用分については 

会員の出資済みの出資金額に応じた分配となります。）により 

分配します。運用終了精算分配は、原則として競走馬登録の  
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抹消、競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事 

務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に 

分配が行われます。運用終了精算分配に係わる会員の分配請 

求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。 

   また、上記（2）の年次分配を予定していたライト会員年次分 

配金（ライト会員のみ）、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉 

精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用終了 

精算分配します。  

(4) 適用除外（金銭の留保） 

支払期限の到来した月会費、維持費出資金、保険料出資金 

並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未払い 

になっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。  

なお、かかる未払いの完済後は、愛馬会法人所定の手続きに 

より、翌月末以降に会員に分配されます。  

また、愛馬会法人は、月次分配及び年次分配において、会員への 

1回当たりのお振込金額が 1口 1円未満となる場合には、 

愛馬会法人の営業者報酬とさせていただきます。  

 

17 運用終了（引退）時の支払について  

(1) 運用終了精算分配の金額の計算方法 

愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬にかかる 

運用終了精算分配にかかる分配金がある場合には、当該精算金 

額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、 

 当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税（復興特別所 

得税を含め 20.42％）を控除して会員に支払います。  

(2) 支払方法及び支払時期 

愛馬会法人は、運用期間中に会員に帰属した金額（運用期間中 

に維持費出資金の不足額に充当された場合は充当後の残額）は 

引退・運用終了した日が属する月から 3か月以内に出資口数に 

応じて会員の指定する銀行口座へ振り込んで支払います。いず 

れも、振込に要する費用は愛馬会法人の負担とします。  

なお、会員に対して事前に『精算書』（ご請求明細書）及び必要 

に応じてその補助明細書を送付します。愛馬会法人のシステム 

上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、電子交付 

の方法によるものとします。 

 

18 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期  

    愛馬会法人は、金融商品取引法第 42 条の 7の定めに従って、運 

用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わ 

る『精算書』（ご請求明細書）及び必要に応じてその補助明細書を 

原則として毎月 15日前後に会員に送付します。愛馬会法人のシ 

ステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、電 

子交付の方法によるものとします。 

 

19 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する

事項  
前述「18会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を 

参照してください。  

 

20 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対

照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査

法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲  
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について 

公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。  

 

21 当該金融商品取引契約に関わる紛議について  
① 愛馬会法人の苦情受付窓口の連絡先  

・株式会社 YGGオーナーズクラブ  

・電 話：03-6693-0360 平日 10：00～17：00  

・住 所：〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2丁目 16番 5号 

岩本町 TUCビル 6階  

② 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託 

先の名称及び住所  

・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター  

東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1第二証券会館  

③ 当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する 

裁判所の名称及び住所  

当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて 

東京簡易裁判所または  

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4  

・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2  

 

22 金融商品取引契約に係る法令等の概要  

匿名組合契約は、商法 535条から同法 542条に規定されている匿

名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のた

めに出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿

名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その

営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員

となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出

資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、

会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、

金融商品取引法第 38条及び第 40条など、金融商品取引法の規定に

基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬と

しての登録及び抹消については、競馬法（昭和 23 年法律第 158 号）

の規定に基づいて規制を受けております。 

  会員の入会については、前述「3.（3）」に記載する「犯罪収益移 

転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。  

 

23 愛馬会法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨  

前述「13．金融商品取引契約の種類並びに会員の権利及び責 

任の範囲⑵」記載のとおり、会員は事業報告書を縦覧すること 

ができます。  

 

24 当該出資馬の海外遠征  

当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出 

否をクラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を 

通知します。  

出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同に 

係わる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に関わる一切の経 

費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該 

出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。賞 

金等の受益権は、会員にあります。  

海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情 

により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要 

することから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・ 

追加出資（※前述「5.（4）海外遠征出資金」参照）等の事務作 

業を行います。 

  海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先 

の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の 

調教師・騎手・厩務員が対象となっていないまたは著しく扱いが 

異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを 

会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっ 

ては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。ＪＲＡ交 

付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とし 

ます。  

 

25 地方競馬での運用と地方転籍について  

本書面の発行時点では、クラブ法人は NAR馬主登録を有して 

いません。今後、登録にむけた手続きを行う予定であるため、 

以下を含み本書面上に地方競馬の取扱い（地方競馬への登録、転 

籍等）に関する事項を記載しますが、これらの取扱いは、NAR  

馬主登録が認められたとの仮定条件であることを予めご理解くだ 

さい。  

（1）地方入厩予定馬と中央入厩予定馬  

地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬 

の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬 

登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入 

厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり（※後述「25.（2）」

参照）、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走する 

場合があります（※後述「25.（4）」参照）。会員は、出資馬が 

ＪＲＡ及びＮＡＲのいずれに競走馬登録された場合においても、 

匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にし 

たがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞 

金等の分配を受けます。  

（2）地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について  

地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走または指定競走 

に優勝することによって 3歳の年度末までに限り、ＪＲＡの主催 

する特別指定競走への出走資格が与えられます。この制度を利 

用して、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に参戦する場合があ 

ります。その他、認定競走優勝の有無及び馬齢に関わらず、 

ＪＲＡの主催する指定競走などに、地方入厩予定馬が出走する 

場合があります。また、地方入厩予定馬が中央競馬に競走馬登 

録を行い、ＮＡＲ所属からＪＲＡ所属へと転籍する場合があり 

ます。  
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 （3）地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点に

ついて  

  ① 地方競馬の賞金体系等について 

    各競馬場の賞金体系に基づきます 

  ② 出資馬の運用終了期限について 

    前述「12.（5）運用終了予定日について」をご参照ください。 

  ③ 牝馬が運用終了する際の買戻し金の有無について 

    前述「13.（6）③ⅲb」をご参照ください。 

（4） 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断 

  ① ＪＲＡにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する 

場合について  

ＪＲＡにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍し 

て運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して 

地方競馬に転厩させるほか、次項②に掲げる「再度ＪＲＡに登 

録する制度」の利用を目的とする場合があります  

  ② ＪＲＡ未勝利馬が地方に転籍してその後再度ＪＲＡに登録する

制度について  

     当該出資馬がＪＲＡの平地競走において未勝利（平地重賞競走

において 2着のある場合を除く。未出走の場合を含む）の場合、

未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則的にい

わゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的

に 1勝クラス（500万下条件）に編入されますが、出走は、収得賞

金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は真っ

先に除外の対象となります。ただし、ＪＲＡの競走馬登録を抹消

した後、地方競馬に転籍してＪＲＡの定める成績（本書面作成時

では、ＪＲＡに再登録する際において、原則的に地方競馬の競走

で 2勝以上を挙げている 2～3歳馬、もしくは 3勝以上を挙げてい

る 4歳以上の競走馬）を挙げた競走馬については、再度ＪＲＡの

競走馬登録を行った場合（以下本書面において「ＪＲＡの再登録」

という）収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を

受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制

度を利用してＪＲＡの再登録を目的にＮＡＲに競走馬登録したう

え、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場

合においても前述「25.（1）」の運用方針にしたがって当該出資馬

は運用されます。  

  ③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について  

ＪＲＡの競走馬登録を抹消する、あるいはＪＲＡに競走馬登 

録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終 

了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性 

及び本書面記載の受益権の内容とその受領時期などを総合し 

て、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。した 

がって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の 

地方競馬への転籍は必ずしも行われるものではありません。 

また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用 

終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますの 

で、前項②記載の「ＪＲＡの再登録」は必ずしも行われるもの 

ではありません。 

   また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が 

終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該 

譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もし 

くは営業者（クラブ法人・愛馬会法人）に関わりのある馬主登 

録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあ 

ることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ 

法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会 

員の利益を最優先に誠実に行うものとします（ただし、その判 

断の結果責任を負うものではありません）。当該出資馬が牡馬  

またはせん馬（去勢馬）の場合で、第三者以外（営業者に関わ 

りのある馬主登録者）に競走馬として譲渡される場合の譲渡価 

格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場 

合は、前述「13.（6）③ⅲｂ」に記載の代金（募集価格の 5％） 

が会員に分配されます。  

 

26 当該出資馬が種牡馬となる場合について  

(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 

当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等 

は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比 

較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる 

種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場 

合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するも 

のとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。 

(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法 

種牡馬転用時の評価（売却価格または賃貸価格）は、競走成 

績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買 

（または賃貸）実例などを参考にして、売却先または賃貸先（繋 

養種馬場）と協議の上決定します（無償で寄贈する場合があり 

ます）。種牡馬として売却できた場合（種牡馬転用前に売却先等 

の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を 

含みます。）の売却代金については、、その 60％が会員に対する  

獲得賞金等分配対象額となります。（「13．（6）③ⅲa」に記載す 

る「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14．（2）」に記載 

する「営業者の報酬」を参照）。  

（3）種牡馬賃貸契約の概要について  

種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異な 

る場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競 

走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還さ 

れます。愛馬会法人は、契約開始から複数年（最長 5年）にわ 

たり当該出資馬を賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費（ 

預託料、保険料、種牡馬登録料等）を除いた純利益金（消費税控 

除後）のうち 60％が会員に対する獲得賞金等分配対象額となり 

ます（「13．（6）③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の 

算出」及び「14．（2）②」に記載する「営業者の報酬」を参 

照）。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合 

契約に関わる源泉徴収所得税（20.42％）を控除のうえ、［各年 

度の種付シーズン終了後に］出資口数に応じて会員あてに分配 

します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷 

害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種 

付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保 

険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入 

が会員に分配される内容が基本となります。賃貸期間終了後は、 

残存簿価相当額（残存簿価が 10万円以下の場合は 10万円とし 

ます）で貸借人に譲渡されます。  

 

27 個人情報の取扱い及び利用目的の特定について  

愛馬会法人は、会員と匿名組合契約を締結等するにあたって取得 

した個人情報（以下「会員情報」といいます。）については、取 

り扱う会員情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等 

を図るため、会員情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及 

び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督につ 

いて十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り 

扱い、第三者に提供をいたします。但し、法令に基づく場合、ま 

たは人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合 

には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますので 

ご了承ください。  

なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面 

でお知らせいたします。  

 ① 募集馬パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種送

付物に係る事項  

 ② 月会費・競走馬出資金等引き落とし、及び分配金の振り込みに係

る事項 

  ③ 牧場見学の来場に際し、牧場が必要として愛馬会法人に提供を求

めた氏名、年齢、性別、出資状況、来場履歴等の情報を提供する

こと（※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個

人情報の提供を停止致しますが、牧場見学に参加することはでき

ませんのでご了承願います。）  

 ④ 愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人

情報を旅行代理店へ連絡すること  

⑤ イベント等の各種案内 

 ⑥ 会員からの求めに応じて商品を発送する際に、業者に対して発送 

に必要な個人情報を連絡すること  

 ⑦ マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収につい

ての官公庁への届出事務に限って使用されるため  

 

28. 電磁的方法による提供 

営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合 

には、事前に通知の上、運用報告書その他金融商品取引法上交 

付すべき書面を電磁的方法におり提供するものとします。会員 

は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契約締結 

に際して予め承諾するものとします。
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