
軽快な歩様を見せたミスチヴィアスアレックス

①

第387号

令和４年３月１日

各スタリオンで種牡馬展示会開催される
　2月上旬、各スタリオンで種牡馬展示会が
開催された。年が明けてからコロナウイルス
のオミクロン株が日高地方でも猛威を奮い、
今年も検温や消毒の徹底されたなかでの開催
となったほか、ライブ中継するスタリオンも
あり感染対策が意識された展示会シーズンを
迎えている。展示会が開催されるスタリオン
で今年から初供用される新種牡馬は２４頭。
そのようななか、各生産者は新種牡馬はもち
ろん、次々と展示される種牡馬に目を凝らし
ながら確認していた。本稿では新種牡馬につ
いて触れていく。
　イーストスタッドで繋養される新種牡馬は
ヴァンゴッホ、サブノジュニア、サンライズ
ソアの３頭。ヴァンゴッホは父にアメリカン
ファラオ、母に英オークス馬イマジンをもつ
良血馬。ドフザダービーへ遡るその牝系は日
本でも活躍馬を多数輩出しており、自身は２
歳時にGⅠを勝利するなど仕上がりの早さが
あった。種付料は受胎条件200万円と発表さ
れている。
　JBBA静内種馬場で繋養される新種牡馬は
ミスチヴィアスアレックスの１頭。2019年
から３年連続で北米リーディングサイアーに
輝いたイントゥミスチーフを父に、既に日本
でも多くの活躍馬を輩出するスパイツタウン

を母の父にもち、自身もカーターH（GⅠ）で
は５馬身半差の圧勝でスピード能力の高さを
見せつけている。種付料は受胎条件120万円
と発表されている。
　アロースタッドで繋養される種牡馬はフィ
レンツェファイア、ダノンプレミアム、セイウ
ンコウセイ、シュウジ、アスクピーターパンの
５頭。米国産のフィレンツェファイアは３８
戦１４勝（重賞９勝）という戦績の持ち主。２
歳時にシャンペンS（GⅠ）を勝利し、その後も
短距離～マイル路線でスピードを活かす競馬
を見せ続けた。スパイツタウンへ遡る父系と
いう点からも仕上がりの早さやスピード能
力が魅力の１頭である。種付料は受胎条件で
150万円と発表されている。
　レックススタッドで繋養される新種牡馬は
タニノフランケルとゴルトマイスターの２頭。
タニノフランケルは父が世界的名種牡馬フラ
ンケル、母がダービー馬ウオッカという良血
馬。自身も中山金杯では香港で２つのGⅠ勝
ちのあるウインブライトと接戦を演じるなど
高い競走能力を見せていた。種付料は受胎条
件30万円と発表されている。
　ブリーダーズステーションで繋養される新
種牡馬はダノンスマッシュ、キセキ、マテラス

（次頁へ続く）

第51回総代会
日時：令和４年３月１１日（金）

午前10時30分
場所：新ひだか町公民館・

コミュニティセンター
※開催のお知らせを３頁に掲載し

ていますのでご覧下さい。



②

理事会の内容について

【第1回理事会】
◇令和4年1月21日　　13時30分　静内支所

〈報告事項〉
１．令和３年度北海道市場運営協議会の内容につ
　　いて
２．第１回役員選任全体推薦会議の内容について
３．第１回市場委員会の内容について
４．第１回総務・診療委員会の内容について

〈議　　案〉
１．令和３年度事業報告並びに収支決算の内容に
　　ついて

【第2回理事会】
◇令和4年2月2日　　13時30分　静内支所

〈報告事項〉
１．第２回市場委員会の内容について
２．第２回総務・診療委員会の内容について

〈議　　案〉
１．令和３年度決算監査について
２．令和３年度剰余金処分案について
３．令和４年度事業計画並びに収支予算案の策定
　　について
４．市場業務規程の改正について
５．第５１回総代会提出議案について

人事異動のお知らせ
【退職】
在職中は大変お世話になりました
〔12月31日付〕
　　　　青木　栞
　　　　　診療事業部門別診療所

〔1月31日付〕
　　　　大塚　智啓
　　　　　診療事業部浦河診療所長

　　　　佐々木　美江
　　　　　業務部業務課生産振興係（契約）

カイの３頭。ダノンスマッシュはロードカナ
ロアを父にもち、父と同じく短距離王道路線
を歩み、香港スプリントでは父子制覇を達成
するなど輝かしい戦績が目立っている。種付
料は受胎条件220万円と発表されている。
　ビッグレッドファームで繋養される新種牡
馬はベンバトルの１頭。ベンバトルは三カ国
でGⅠ制覇を達成し、各国でGⅠ馬を輩出す
る父ドバウィの産駒のなかでも特に優れた１
頭。ドバイターフではヴィヴロス、リアルス
ティール、ディアドラといった国内のトップ
ホースを撃破した。種付料は受胎条件250万
円と発表されている。
　優駿スタリオンステーションで繋養される
新種牡馬はインディチャンプ、ワールドプレ
ミア、リオンリオン、サトノジェネシス、ロジ
クライの５頭。インディチャンプは４歳時に

春秋マイルGⅠ制覇を達成。鋭い切れ味を武
器に引退するまでの間、国内では一度も掲示
板を外さない堅実さを見せていた。種付料は
受胎条件120万円と発表されている。
　このほか、安平町の社台スタリオンステー
ションでもコントレイル、クリソベリル、ダノ
ンキングリー、ポエティックフレアの新種牡
馬４頭が展示され、なかでも無敗の三冠馬コ
ントレイルには多くの注目が集まった。種付
料は偉大な父の初年度と同額の1,200万円と
発表され期待は高まる一方だ。
　ダーレー・ジャパン・スタリオンでは２月７
日～１４日の間、ダーレーオープンハウスが
開催された。今年から繋養される新種牡馬は
いないが、供用２年目を迎えたタワーオブロ
ンドンや産駒が目覚ましい活躍を見せ続けて
いるパイロなど１０頭が展示された。

 【第3回理事会】
◇令和4年2月18日　　11時00分　静内支所

 〈報告事項〉
１．第２回・第３回役員選任全体推薦会議につい
　　て

 〈議　　案〉
１．第５１回総代会提出議案について
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〈提出議案〉
議案第１号　令和３年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案および
　　　　　　注記表の承認について
議案第２号　令和４年度事業計画並びに収支計画の承認について
議案第３号　令和４年度賦課金の賦課および賦課徴収の方法について
議案第４号　役員報酬の支給について
議案第５号　系統団体等に対する出資・出えんについて
議案第６号　役員の選任について
議案第７号　退任役員に対する退職慰労金の支出について

　本年も総会シーズンを迎え、組合員の皆様には時節柄出産シーズンと重なり大変
ご多忙のことと存じます。ＨＢＡ総代会及びＪＢＢＡ総会は本年もコロナウイルス
感染症の発生状況に鑑み、規模を縮小して開催いたしますのでご理解の程宜しくお
願いいたします。
　総代の皆様の議決権は書面でも行使できますので、ご面倒でも「議決権行使書面
（ＨＢＡ総代の皆様へは葉書を同封しています）」「委任状」提出のご協力をお願
いいたします。
　議決権行使書面につきましては、同封の「議決権行使に当たっての留意事項」
を必ずご一読のうえ、ご記入下さい。ＨＢＡの議決権行使書面の提出期限は３月
１０日午後５時までです。（投函される場合は、３月９日までに投函をお願いしま
す。）

○日高軽種馬農業協同組合　第５１回総代会（上記日時にて開催）
○公益社団法人　日本軽種馬協会　令和４年度通常総会
（３月２３日(水) 13時30分～　第一ホテル東京（東京都港区新橋1-2-6））
※公益社団法人　日本軽種馬協会総会委任状は、３月１８日（金）までに下記
　　　　　　　　宛ＦＡＸ送信　　または郵送願います。
〒056ｰ0002　北海道日高郡新ひだか町静内神森175－２

日高軽種馬農業協同組合　総務部　宛
　　　　　　　 ＴＥＬ：0146ｰ42ｰ1200　　ＦＡＸ：0146ｰ43ｰ3464

総会開催のご理解及び「議決権行使書面」「委任状」の提出をお願いします

　　　　　日　 時　令和４年３月１１日（金）　午前１０時３０分～

　　　　　場　 所　新ひだか町公民館・コミュニティセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　(新ひだか町静内古川町)

第51回総代会開催のお知らせ
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１．セレクションセールについて

（１）２日間開催について
・３４０頭を上限に選抜します。
・前日展示日は、全上場馬（２日分）の比較展示及び自由下見を実施します。
・せりは２日間、約１７０頭前後の上場に分け開催し各せり当日の展示は自由下見のみとします。

＜ 変更理由 ＞
　近年のセールでは、上場馬の質の向上に伴い、取引成績も上昇しています。良質馬の上場機会を
更に拡大するため２日間開催といたしました。

※ 選定基準・実馬検査を伴う選定方法・最低リザーブ価格（６００万円以上）については従来通り
とします。

（２）『 北海道市場リザーブ方式 』から『 リザーブ方式 』へ変更します 
・本年度より下記の変更理由に伴い、販売申込者が設定したリザーブ価格（最低販売価格）まで
必ずせり上げていただきます。

＜ 変更理由 ＞　
　従来のセレクションセールにおける「北海道市場リザーブ方式」は、リザーブ価格未満での売
却・主取を可能としておりましたが、購買関係者より「不透明でせりに参加しづらい」等の声が寄
せられていました。
　販売申込者・購買者双方にとって公平でわかりやすいせりを行うため「北海道市場リザーブ方
式」から「リザーブ方式」へ変更することといたしました。

（３） せりの進行を『 先読み進行 』へ変更します（セレクションセールのみ）
・鑑定人が現在価格の次の価格を読み上げる進行方法です。
※ オンラインビッドシステムのビッド方法も変更となります。

＜ 変更理由 ＞
　鑑定人が現在価格の次の価格を読み上げることで入札価格が明確となり、わかりやすいせり方法
に変更させて頂きました。

〈２０２２年度北海道市場の主な変更点〉
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２．サマーセール、セプテンバーセールについて

（１）「上場日割り」を販売申込者名から【生産牧場名】へ変更します
・上場日割りが必要な市場（セレクションセールは除く）については、これまでの販売申込者名か

ら【生産牧場名】へ変更し日割りを行います。

・申込取りまとめは、従来通り販売申込者名（＝所有者）でお申込ください。

※ 販売申込者名が同一でも生産牧場名が異なる場合は上場日が変わる可能性があります。

＜ 変更理由 ＞
血統登録証明書に記載されている「生産牧場名」を基準とすることで公平性を高めます。

（２）サマーセールおよびセプテンバーセールの
　　　　　　　　　　　　　開催計画並びに申込取りまとめについて

・本年のサマーセールおよびセプテンバーセールは下記のとおり計画し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「 申込取りまとめを同期間内 」で行います。

＜ 計画および申込方法の変更理由 ＞
近年、サマーセールへの申込が一極集中しており、購買関係者ならびに上場関係者から市場日程
や、せり終了時間短縮への要望が数多く寄せられているため下記の通りとします。

① 取りまとめ終了後、販売申込者・飼養者に対し、各市場の申込頭数を発表します。

② サマーセールの申込頭数が開催計画頭数を超えた場合、各販売申込者に対し主催者
より、以下の順でセプテンバーセールへの申込分散についてご相談させて頂きます。

　　　１）サマーセールのみに申込されている販売申込者
　　　２）サマーセールへの申込割合が大きい販売申込者
　　　３）全ての販売申込者

③ 「開催計画に沿った日数・頭数になるよう調整を行い」上場馬を決定します。

以上が変更点となりますが、本年度も北海道市場運営に
　　　　　　　　　　　　　　　　　何卒ご理解ご協力を賜りたくお願いいたします。

【 開催計画 】
サマーセール　　　 ： 1日あたり約260頭および５日間の範囲内。計1,300頭前後

セプテンバーセール ： 1日あたり約220頭および３日間の範囲内。計 660頭前後

※ 申込馬の成長に合わせた「上場適期を踏まえて」
　　　　　　　　　　　　「分散申込」のご検討ご協力をお願いします。



⑥

令和４年度　中央競馬生産牧場賞等交付基準

レース区分

賞　区　分

Ｇ１・Jpn１競走 その他の重賞競走 リステッド競走
重賞競走以外の

特別競走

一般競走

１勝以上 新馬・未勝利

１着

生 産 牧 場 賞 １００ ６５ ５０ ４５ ３８ ３４
繁殖牝馬所有者賞 １３０ ８０ ５５ ５０ ４０ ３６

２着

生 産 牧 場 賞 　４０ ２６ ２０ １８ １５ １４
繁殖牝馬所有者賞 　５２ ３２ ２２ ２０ １６ １４

３着

生 産 牧 場 賞 　２５ １６ １３ １１ １０ 　９
繁殖牝馬所有者賞 　３３ ２０ １４ １３ １０ 　９

４着

生 産 牧 場 賞 　１５ １０ 　８ 　７ ０
繁殖牝馬所有者賞 　２０ １２ 　８ 　８ ０

５着

生 産 牧 場 賞 　１０ 　７ 　５ 　５ ０
繁殖牝馬所有者賞 　１３ 　８ 　６ 　５ ０

レース区分

賞　区　分

国際の

Ｇ１・Jpn１競走

その他の

国際の重賞競走
リステッド競走

重賞競走以外の国際の

オープン特別競走

１着

生 産 牧 場 賞 １５０ 　９５ ６５ ５５

繁殖牝馬所有者賞 １８０ １１０ ７０ ６０

２着

生 産 牧 場 賞 　６０ 　３８ ２６ ２２

繁殖牝馬所有者賞 　７２ 　４４ ２８ ２４

３着

生 産 牧 場 賞 　３８ 　２４ １６ １４

繁殖牝馬所有者賞 　４５ 　２８ １８ １５

４着

生 産 牧 場 賞 　２３ 　１４ １０ 　８

繁殖牝馬所有者賞 　２７ 　１７ １１ 　９

５着

生 産 牧 場 賞 　１５ 　１０ 　７ 　６

繁殖牝馬所有者賞 　１８ 　１１ 　７ 　６

（単位　万円）

外の出走があった場合は下表のとおり交付

※前年度と変更はありません。




