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サマーセールが開催　売上総額レコードを更新

　８月23日㈪～27日㈮、北海道市場でサマー

セールが開催された。今年は名簿掲載頭数が

1,413頭（上場頭数1,336頭）となり、当初予

定していた４日間から５日間に変更しての開催。

1,004頭が落札となり、売却総額69億1240万円

（税込、以下同）、平均価格688万円、売却率

75.15％を記録し、売上総額レコードを過去最高

だった昨年より10億円以上更新した。（比較に

ついては次頁参照）最高価格取引馬は上場番号１

番タイニーダンサー2020（静内・㈲グランド牧

場）の4,200万円だった。購買登録者数は1,376

名で、このうちオンラインビッド登録が98名お

り、36名で53頭が落札されている。

　昨年のサマーセールはここ10年で最も少ない

上場頭数での開催だったが、今年は史上最多の上

場頭数となった。また、史上最多の名簿掲載頭数

に加え、上場率（94.55％）もサマーセール史上

最高となった。

　先陣を切って登場したのは上場番号１番タイ

ニーダンサー2020。先般のセレクションセール

でも産駒の平均取引価格が2,400万円を越え高い

人気を誇るヘニーヒューズを父に持ち、母は関東

オークスをはじめとした多数のダートタイトルを

獲得したタイニーダンサーという良血馬。500万

円のお台価格からスタートすると50万円刻みで

競り上がり続けあっという間に1,000万円に。そ

こからは長く駆け引きが続き4,200万円でハン

マーが落ちた。落札者は宮崎俊也氏で、結果的に

５日間を通してこの馬の取引価格を超えた落札馬

は現れず、上場番号１番にして最高価格落札馬と

なった。このほか、半兄ラインオブソウルがセー

ル直前（８月21日小倉開催）の新馬戦を３馬身

半差で快勝した上場番号87番ファーストレディ

2020（静内・㈲グランド牧場）が兄のオーナー

でもある(株)吉澤ステーブルによって3,300万円

で落札、初年度産駒が好調な滑り出しを切ったシ

ルバーステート産駒の上場番号1112番サトノベ

リーニ2020（静内・㈲フジワラファーム牧場）

は二宮幸三氏よって同じく3,300万円で落札され

ている。

　また、19頭が上場されすべて落札となったシ

ニスターミニスター産駒は上場番号655番フォル

クスオーパー2020が2,800万円で落札されるな

ど４頭が2,000万円を越える落札となり、平均価

格も1,285万円とハイアベレージを記録した。シ

ニスターミニスター産駒以外にもヘニーヒューズ
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やドレフォンといった種牡馬産駒が全頭落札とな

り、直前に初年度産駒であるラブリイユアアイズ

が２歳オープンクラスを勝利したことも後押し

してか11頭上場されたロゴタイプ産駒も全頭落

札となった。セレクションセールでは２頭が上

場されいずれも2,000万円以上の落札となったシ

ルバーステート産駒はここでも人気を博し、15

頭が上場され14頭が落札となり、平均価格は

1,598万円と10頭以上上場された種牡馬の中で

はトップだった。

　セールでは全日程を通して売却率が70％を下

回る日が1日もない盛況の上、４日目には80%を

超える売却率に加え平均価格や中間価格もこの日

が最も高く、セールが折り返した後でも勢いは留

まることを知らなかった。

　木村組合長は「過去最高という数字をはじき出

していだいたことに心より感謝申し上げたい。オ

ンラインビッドについても改良を加えながら、よ

り参加しやすい環境を整えていきたい。」とサ

マーセールを振り返った。

【サマーセール（サラ１歳）　５年間の比較】

※　価格は税込み

 令和３年 令和２年 令和元年 平成30年 平成29年

平 均 価 格 ↑ 6,884,860 ↑ 6,935,600 ↑ 5,748,140 ↓ 4,960,376 ↑ 5,749,465

中 間 価 格 ↑ 5,500,000 ↑ 5,500,000 ↑ 4,536,000 ↓ 4,320,000 ↑ 4,428,000

出 場 頭 数 ← 1,336 ↓ 1,072 ↓ 1,197 ↑ 1,216 ↓ 1,209

売 却 頭 数 ↑ 1004 ↓ 825 ↑ 859 ↓ 850 ↑ 950

売 却 率 ↓ 75.15% ↑ 76.96% ↑ 71.76% ↓ 69.90% ↑ 78.58%

売 上 総 額 ↑ 6,912,400,000 ↑ 5,721,870,000 ↑ 4,937,652,000 ↓ 4,216,320,000 ↑ 5,461,992,000

購買登録者数 ↓ 1,376 ↑ 1,454 ↑ 1,127 ↑ 1,076 ↑ 977

購 買 実 数 ↑ 529 ↑ 420 ↓ 410 ↑ 443 ↑ 407

【サマーセール　平均価格　上位５頭種牡馬成績】

馬　　名 上場頭数 売却頭数 売却率 平均価格

シルバーステート 15 14 93.33% 15,989,285

シニスターミニスター 19 19 100.00% 12,852,631

ヘニーヒューズ 18 18 100.00% 12,411,666

ドレフォン 17 17 100.00% 12,015,882

デクラレーションオブウォー 16 11 68.75% 10,540,000

※　単位（円､頭､名）、価格は税込、矢印は前年対比
※　令和２年の購買登録者数はセレクションセールとの合算

※　10 頭以上上場の種牡馬のみ対象
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JRA 北海道シリーズ　2021年シーズン終了
　６月12日から９月４日まで約３か月間（13

週）おこなわれた今シーズンのJRA北海道シ

リーズが終了した。今年も昨年に引き続き変

則開催となり、６月12日～27日（３週）が札

幌、７月３日～８月８日（６週）が函館、８

月14日～９月４日（４週）が札幌という日程

での開催で、入場は事前にインターネット予

約で受け付けた指定席購入者に限られた。

　開幕週に札幌競馬場でおこなわれた函館ス

プリントステークス（GⅢ）では、これまで

函館では３戦２勝、函館２歳ステークス（G

Ⅲ）の勝ち鞍があり北海道シリーズを得意と

していた５番人気ビアンフェがカレンモエの

追撃を振り切り逃げ切り勝ち。北海道の夏が

合うのか重賞３勝目となった。

　伝統の札幌記念（GⅡ）では４頭のGⅠ馬が

集結。白毛のアイドルホース、ソダシの参戦

や秋にはブリーダーズカップへの遠征を予定

しているラヴズオンリーユーの４か月振りの

始動戦ということもあり大きな注目を集めた。

ゲートが開くと、トーラスジェミニの淀みな

いペースでの逃げをソダシが２番手でぴった

り折り合い、ラヴズオンリーユーやペルシ

アンナイトといったGⅠ馬がそれを見る形で

レースが流れた。３コーナー手前でブラス

トワンピースが大外を捲る姿勢を見せるとソ

ダシがこれに抵抗し、ペースアップ。４コー

ナーを先頭で迎えたソダシの鞍上の手も激し

く動いていたが、直線に入ってもその差はな

かなか縮まらない。外からラヴズオンリー

ユーとペルシアンナイトが併せる形で追い込

んで来たが、ソダシがラヴズオンリーユーを

3/4馬身凌いだところがゴールだった。初の古

馬との戦いでも堂々たるレースを見せたソダ

シの秋の活躍も楽しみだ。

　北海道の短い夏が終わり寂しさもあるが、

日高産馬の秋のビッグレースでの活躍を願っ

て止まない。

【第８回理事会】

◇令和3年8月12日　　13時00分　静内支所

〈報告事項〉

１．(一社)北海道軽種馬振興公社

　第１回理事会、第２回理事会、第４５回通常総

　会の内容について

２．ＪＲＡ・ＪＢＢＡ生産地懇談会の内容について

３．第３回業務・配合委員会の内容について

４．第６回総務・診療委員会の内容について

理事会の内容について

〈議　　案〉

１．中間監査の内容について

〈協議事項〉

１．その他
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セプテンバーセール開催に伴うお知らせ

【オンラインレポジトリー】
　９月１６日(木)１５：００(予定)～各上場馬のせり終了まで
【北　海　道　市　場　内】
　せり当日　　　　８：００～各上場馬のせり終了まで

レポジトリー開設期間

　　　　　～　７：００　上場馬引付・受付・個体確認・スクーリング
　８：３０～　　　　　　比較展示
１２：００～　　　　　　せり開始

せり当日のスケジュール

※　せり当日の引付並びに受付については、ＡＭ７：００まで (時間厳守 ) に
上場馬の引付・受付をお願いいたします。書類原本を事前にご提出いただい
た場合であっても、当日の上場確認のため、必ず受付をお願いいたします。
また、体調確認シートも併せてご提出をお願いいたします。

【計測・提出期間】※　オンライン報告は休止させていただきます。
　９月３日(金)～９月１０日(金)　ＦＡＸ提出

　せり当日ＡＭ７：００まで(時間厳守)に受付・原本のご提出をお願いいたします。

　入構する上場関係スタッフの人数は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、上場
に支障をきたさない最小限でお願いいたします。
　入構章を発行いたしますので、「入構者報告書」を 9/10( 金 ) までに提出をお願い
いたします。
　※　上場に一切関係のない方の入構は出来ません。

販売希望価格・測尺報告書及び公表事項記入用紙の提出期間

入構スタッフ

【期日・時間】９月１５日(水)～９月１７日(金)　８：００～１７：００
　せり当日朝(４：３０～７：００)にも開放を予定しておりますが、大変混雑が
　予想されます。密を避けるためにも、事前スクーリングへのご協力をよろしく
　お願いいたします。

スクーリング期間

　市場開催に伴い、９月２１日(火)～２２日(水)は浦河本所・門別支所・ふるさと案内所
を閉所いたしますので、ご承知おきください。
　お急ぎの方は静内支所へ、また診療業務に関しては各地区の獣医師へご連絡をお願
いいたします。
　組合員のみなさまにはご不便をお掛けいたしますが、ご了承いただきますようよろ
しくお願いいたします。
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ひだか・ホース・フレンズ　研修生募集中！
日高軽種馬振興対策推進協議会では、軽種馬産業における担い手、 後継者、労働力

不足など、日高地域活性化へ向けた地域課題解決のため、同協議会内に「日高地域

活性化支援室」を設置し、引退競走馬の利活用推進事業、軽種馬人材養成事業、馬

産業の啓蒙普及事業等に取り組み、 ＨＢＡ旧門別種馬場施設を「ひだか・ホース・フ

レンズ」研修施設として運営してまいります。

９月より、生産牧場への就農に向けた以下の２種類のコースについて研修生の受け入

れを開始します。

・お仕事体験プログラム（２泊３日からの就農体験）

・就農養成プログラム　（最長３カ月間の就農訓練）

宿舎は施設内住宅を寮として共同利用します。

定員に限りがあるため参加スケジュールは個別に調整させて頂きます。

詳細は下記のひだか・ホース・フレンズ WEB サイト、または HBA 静内支所業務部

までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：日高軽種馬農業協同組合　静内支所　業務部℡ 0146-42-1200

https://www.uma-tomo.com/
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　今年の夏は例年より暑い日が続いておりまし

たが、ようやく涼しくなってまいりましたね。

　肺炎や下痢の治療、駆虫などの理由で飼養者

さんに口からの投薬をお願いすることがありま

す。お薬をお渡しして「馬はお薬飲んでくれてい

ますか？」と聞くと、うまくいかないという返答をし

ばしば受けます。特に、投薬に慣れていない当歳

馬が薬を吐き出すという悩みを多く聞きます。ま

た、飼葉に混ぜて全部食べているから問題ない

よというお話を耳にします。しかし、馬が飼葉をこ

ぼしたり、薬だけ避けて食べたりするのはよくあり

ますので適切な投与法ではありません。

必要量をきちんと飲めているかは薬の効果に大

きな影響を及ぼします。今回は馬にスムーズに

経口投与するためのポイントをまとめました。

　まず1つめのポイントは粉薬や錠剤を溶かす

水分量です。たくさんの水を使えば薬は溶けや

すいですが、全体量が多いと吐き出されるリスク

が大きくなります。薬により水への溶けやすさはま

ちまちですが、全体量は当歳馬で30ｍL程度、1

歳以上で50ｍL程度にするのがよいでしょう。

　次のポイントは馬の好みの味にすることです。

薬の苦味を紛らわすともいえます。馬の舌から喉

にかけては味を感じる組織があり、その数はヒト

よりも多いそうです。馬もヒトと同様、甘味と塩味

は積極的に摂取しようとし、苦味と酸味は避けよう

とします。よって、投薬の際はシロップなどを混ぜ

ることで、甘味を足し、苦味をマイルドにするのが

よいと考えられます。

馬獣医のよもやま話○　冨樫雄三獣医師89

スムーズな経口投与のために
門別診療所　冨樫　雄三

図写真：投薬補助剤の一例
https://www.ryukakusan.co.jp/promotion4 より引用

　以上2点を考慮すると、市販されている幼児用

の投薬補助剤（写真）が使いやすいです。この製

品はゼリー状のため口からこぼれ落ちにくくなって

います。さらに、果物に似た味や香りがついており

薬の苦味を和らげてくれるため、苦味の強い薬に

特にオススメです。

投薬器を使って当歳馬に飲ませるときを想定して

調整方法を説明します。まず投与する錠剤は砕い

ておきます（粉薬はそのままでよいです）。そして投

薬補助剤約15mLを投薬器に入れ、そこに薬を足

します。最後に水を足して全体量を約30mLにしま

す。補助剤のみであると投薬器で押し込むのがや

りにくいので少し水でゆるめるのがよいです。

要点をまとめますと

・薬を溶かすための水は控えめに（全体量で当歳

は30ｍL、1歳以上は50ｍLを目安に）

・薬の苦味を抑えるために甘味を加える

　（甘みを足すだけではうまくいかないときは投薬

補助剤も活用しましょう）

　日常の馬管理の一助となれば幸いです。最後ま

でお読みいただきありがとうございました。


