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東京ダービー馬の栄冠はアランバローズ

①

サマーセール上場前のアランバローズ号

　６月９日に大井競馬場で第６７回東京ダービー

（ＳⅠ）がおこなわれた。南関東のダービー馬を

決めるこのレースを制したのは大狩部牧場（新

冠）生産のアランバローズ号だった。（以下、敬

称略）

　アランバローズは父にヘニーヒューズ、母にカ

サロサーダ、アルゼンチンのGⅠ勝ちの実績をも

つセンブラフェが祖母にいる血統。２０１９年の

サマーセールに上場され９１８万円（税込）で、

同年の日本ダービーをロジャーバローズが制し

“ダービーオーナー”となった猪熊広次氏に購買

された。

　その後は浦河のBTCに育成場を構える山口ス

テーブルで育成され、林正人厩舎（船橋）からデ

ビュー。５月８日のスズランデビュー（船橋）で

快速を飛ばし後続に３馬身を付けての逃げ切り勝

ち。見事に初勝利を飾ると１か月後の月下香特別

（船橋）ではさらに強い内容で２連勝を飾った。

約３か月後の初重賞挑戦となったゴールドジュニ

ア（大井）では１番人気こそマカベウスに譲った

が、ここも逃げて２馬身差の完勝。続く、SⅠへ

と格上げされたハイセイコー記念（大井）でも再

び人気をマカベウス、ランリョウオーと分け合う

ことになったが危なげのないレースで４連勝を

飾った。土付かず、すべて完勝での連勝で２歳王

者を決める大一番への期待は大きく高まった。迎

えた全日本２歳優駿（JpnⅠ・川崎）でも、無敗

のJRA所属馬デュアリストや、JBC２歳優駿の勝

ち馬ラッキードリームなどの強豪が揃う中でも果

敢に先頭を引っ張るレース振り。直線でも差は全

く詰まることなく５馬身差の圧勝。見事に２歳

ダート王へと輝いた。

　３歳初戦は距離を延長した京浜盃（大井）だっ

た。ここでは１番人気に支持されるもスタートで

後手を踏み、良い流れを作ることができずによも

やの敗戦。仕切り直しの南関東クラシック第一戦

の羽田盃では本来の逃げる競馬を見せての２着。

それでも初の１８００ｍをハイペースで逃げての

結果に実力を見せつける内容となった。

　そして迎えた東京ダービー（大井）では、ファ

ンはアランバローズを１番人気に支持した。レー

スでは好スタート切ると楽に単騎先頭の逃げを

打った。向正面でペースを落とし１０００ｍ通過

は６２秒ちょうどの絶妙なペース配分。３～４

コーナーでペースアップし迎えた最後の直線。真

後ろをマークしてきたギャルダルがジリジリと差

を詰めにかかるが、抜かすまでには至らない。２

頭のマッチレースになると思われたが、ラスト

２００ｍを切った頃に外からブライトフラッグも

強襲。それらを振り切り栄冠を手にした。

　４コーナー先頭時は７戦６勝という類稀なス

ピードを持つアランバローズ。船橋競馬の生え抜

きでは、カジノフォンテンが絶賛活躍中である。

今後どのような道を歩むのか。それを超えるよう

な活躍を願ってやまない。



②

春の東京で日高産馬が大仕事

人事異動のお知らせ

理事会の内容について
【第６回理事会】
◇令和3年6月17日　　11時00分　静内支所

〈報告事項〉
１．(一社)日本軽種馬協会第２回理事会の内容に
　　ついて
２．第７回、第８回市場委員会の内容について
３．日高軽種馬振興対策推進協議会
　　　令和３年度定期総会の内容について
４．第５回総務・診療委員会の内容について
５．職員の異動について

〈議　　案〉
１．組合員の加入について
２．協賛金の支出について
３．その他

〈報告事項〉
１．生産地懇談会の対応について
２．第２回振興会長会議の開催について
３．その他

【職員辞令】
〔7月1日付〕
（採用・契約より）
　　鶴澤　聖菜
　　　北海道市場事業部市場課庶務係

　　山下　以芙伎
　　　総務部総務課総務係

（契約採用）
　　川崎　将史
　　　診療事業部事務課浦河担当兼管理部管理課
　　　管理係

　春のGⅠ戦線では日高産馬が大活躍。５月２３
日におこなわれた第８２回優駿牝馬（オークス）を
ユーバーレーベン号が、６月６日におこなわれた第
７１回安田記念をダノンキングリー号がそれぞれG
Ⅰ初勝利を飾った。（以下、敬称略）
　昨春のデアリングタクトとコントレイルのクラシッ
ク路線での活躍は記憶に新しいが、今年も“樫の女
王”を決めるオークスで日高産馬が栄冠を勝ち取っ
た。ユーバーレーベンはビッグレッドファーム（新
冠）の生産馬。父はゴールドシップ、母の父はロージ
ズインメイと、いずれもビッグレッドファームに繋養
される種牡馬での組み合わせである。
　ユーバーレーベンは２歳６月の新馬戦を勝利。そ
の後はのちに無敗で桜花賞を制すことになるソダシ
と僅差の接戦を演じることもあり、世代トップクラス
の実力は誰もが認めるところであった。３歳に入ると
桜花賞へは向かわず、フラワーカップ、フローラス
テークスをともに堅実な末脚で３着に追い込みオー
クス本番を迎えた。オークスでは上述のソダシ、アカ
イトリノムスメに次ぐ３番人気に推された。レースで
は、序盤は後方に位置取り、馬群の外目をじりじりと
追い上げながら前を行く先行集団を射程圏にとらえ
て最後の直線を迎える。これまで後塵を拝してきた
馬たちを勢いよくとらえ残り２００ｍで先頭に立ち、追
い上げるアカイトリノムスメを１馬身振り切ったとこ
ろがゴールだった。この勝利でビッグレッドファーム
は初のクラシック制覇となった。

　ダノンキングリーは、三嶋牧場（浦河）生産の５歳
馬。父にディープインパクト、母にマイグッドネス、兄
にダノンレジェンドをもつ良血馬である。デビューか
ら３連勝で共同通信杯を勝ち初重賞制覇。続く、皐
月賞と日本ダービーでは勝ち馬とタイム差なしで栄
冠まであと一歩迫ると、秋初戦の毎日王冠ではGⅠ
馬４頭を相手に道中最後方から極上の切れ味で差
し切った。その後、中山記念で重賞３勝目を飾るな
ど、世代屈指の実力を持つことは明らかだった。
　今回は昨秋の天皇賞（秋）以来の実戦ということ
や、昨年の覇者グランアレグリアや一昨年のマイル
王インディチャンプなど強力なライバルがいたこと
もあり、人気をやや落としていた。レースではグラン
アレグリアより前方の位置取り、インディチャンプを
直後に見る絶好の形で道中を進め、直線へ向き外に
持ち出すと持ち味である極上の切れ味鋭い末脚が
炸裂した。残り１００ｍでは上位人気馬と４頭横並び
の大接戦だったが、本馬とグランアレグリアの２頭
が抜け出すと最後はグランアレグリアをアタマ差凌
いだところがゴールだった。念願のＧⅠ初勝利をこ
の強力メンバー相手に挙げたことは高い価値を得
たと言えよう。また、本馬を生産した三嶋牧場にとっ
ても悲願のＧⅠ初制覇となった。
　今年の春も馬産地日高へ吉報を届けてくれた両
馬とともに、関係者の皆様の今後の活躍が益々期待
される。



③

セレクションセール開催に伴うお知らせ
　市場開催に伴い、７月２６日(月)～２７日(火)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。

【前日展示】　７月２６日（月）
　　　　　　　～　８：３０　上場馬引付・受付・個体確認・スクーリング
　　１０：００～１２：００　下見時間（馬房前での展示、待機）
　　１２：００～１６：００　比較展示（詳細のスケジュールは名簿等をご確認ください）
　　１６：００～１７：００　下見時間（馬房前での展示、待機）
【せり当日】　７月２７日（火）
　　　　　　　～　７：００　上場馬引付・受付・個体確認・スクーリング
　　　８：００～　　　　　　下見時間（馬房前での展示、待機）
　　１０：００～　　　　　　せり開始
※　前日展示(7/26(月))の引付並びに受付については ８：３０まで（時間厳守）
　　せり当日(7/27(火))　　　　　　〃　　　　　　 ７：００まで（時間厳守）
　　にお願いいたします。
　　事前に書類の原本をご提出いただいた場合であっても、当日は上場確認のため、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。

前日展示・せり当日のスケジュール

【オンラインレポジトリー】
　７月２２日(木・祝)１５：００(予定)～各上場馬のせり終了まで
【北　海　道　市　場　内】
　前日展示　　　　　１０：００～１７：００
　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

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
【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。
　７月９日(金)～７月１６日(金)　原本提出
　併せて、「販売申込者せり上げ参加誓約書」を7/9(金)までにご提出をお願いいたします。

入構スタッフ
　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7/9(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。

スクーリング期間
【期日・時間】
　７月１４日(水)～１６日(金)　・　７月１９日(月)～２１(水)　８：００～１７：００
　両日の朝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。
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< 重 要 > セレクションセール 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

【 購買関係者 】 

 ・ 事前に購買登録をいただいた方のみの入場といたします。 

 ・ 購買登録は事前登録(7/12(月)まで)のみとし、当日の購買登録はいたしません。 

  ※ 入場者の把握をするため、お早めの登録にご協力願います。 

 ・ 購買登録者 1名に対し、随行者 1名とします。 

 ・ 事前登録時に、来場者確認書(来場者名・連絡先)に記入のうえ、提出をお願いいたします。 

  ※ 入構章は事前に来場代表者様へ送付させていただきます。当日は忘れずに入構章を 

   ご持参願います。 

【 販売申込者・飼養者 】 

 ・ 各日のセールエリアへの入場は、事前に入構者報告書にて申込いただきました販売申込者 

  および飼養者に限ります。 

※ 上場に一切関係のない方の入構は出来ません。 

 ・ 入構する上場関係スタッフの人数は、上場に支障をきたさない最小限でお願いいたします。 

 ・ 入構章を発行しますので、必ず上場に関係するスタッフ全員の登録をお願いいたします。 

 ・ 来場するスタッフの検温、体調確認を行い、毎朝の受付の際に「体調確認シート」にて 

  ご報告願います。 

【 報道関係 】 

 ・ セールエリアへの入場は、1社 1名までとさせていただきます。 

 ・ 入場は、事前(7/12(月)まで)のご登録が必要となります。ホームページより「取材申請誓 

  約書」を印刷しご記入のうえ、取材申込者本人の名刺を添えてお申込み願います。 

  ※ 事前に入構章を送付いたします。 

 ・ テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の報道機関の方に限定いたします。 

 ・ 写真撮影等については特に制限を設けませんが、ソーシャルディスタンスの確保やマスク 

  着用等、十分な配慮をお願いいたします。 

【 市場施設内における注意事項 】 

 ・ 市場の公正確保、セール参加者に対するプライバシー保全の観点から、以下の行為を禁止 

  いたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 □ セールの様子(北海道市場が配信する映像・音声を含む)を撮影し、これを中継・配信する 

  行為 

 □ 商業目的で、場内施設・上場馬・来場者・関係者・その他セールの状況を撮影する行為 

【 その他 】 

 ・ 発熱、咳、その他新型コロナウイルス感染者特有の症状がある方、体調のすぐれない方は、 

  ご来場をお控えください。 

 ・ 一般来場者の入場はお断りいたします。 

 ・ 開設者職員、運営に携わるスタッフは、毎朝の検温、体調確認、マスク着用にて対応させ 

  ていただきます。 
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【 施設内における 3密回避および感染防止対策 】 ※ ご理解ご協力をお願いいたします 

 ・ セールエリアへの入場口を限定し、入場前に「検温」を実施いたします。 

 ・ 会場入場時の手指消毒にご協力をお願いいたします。 

 ・ セールエリア内では必ずマスク着用をお願いいたします。 

 ・ 飲食や喫煙時など、マスクを外す場合は、短時間・少人数で、会話を控える等、感染リ 

  スクを下げるようにしてください。 

 ・ 各所に「ソーシャルディスタンス」を設けます。 

 ・ 3密回避のため、来場者が多数おられる場所には極力近付かないようお願いいたします。 

 ・ 換気のため、会場内の窓や出入り口など開放いたします。 

 ※ 暖かい服装をお持ちのうえお越しください。 

 「コロナ対策を行いながら現地に来場いただく通常開催で行うせり(※やむを得ず来場出来 

ない購買者へは、ＷＥＢサイトを利用したオンラインビッドシステムによるせり上げを行う方 

法。）」での開催をご案内しておりますが、今後、万が一の緊急事態に伴い開催方法の変更が生 

じる場合は、改めてご案内させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 



⑥

馬の鼻出血について

馬獣医のよもやま話○　櫻井　健太朗獣医師

浦河診療所　櫻井　健太朗

　昨年4月に入社し、現在浦河診療所で働い

ている櫻井　健太朗　（さくらい　けんたろ

う）です、よろしくお願いします。今回は馬

の鼻出血について書かせていただきます。

　馬の鼻出血は、片方の鼻孔から数滴流れる

ものから、両方の鼻孔から大量の血液が流出

するものまで様々です。鼻出血の一般的な発

生源としては、上気道、下気道、副鼻腔、お

よび喉嚢が含まれ、複数の発生源から出てい

ることもあります。

　馬の鼻出血の多くは、頭部の外傷であり、

頭をぶつける、蹴られるなどの鈍的外傷によ

り、副鼻腔に出血を引き起こし鼻孔から流血

します。また血管と神経を破壊する喉嚢炎

（喉嚢真菌症）は、大量出血による失血死を

引き起こす可能性があります（写真1）。他

には感染による副鼻腔炎、運動誘発性肺出血、

または進行性の篩骨血腫（写真2）などでも

起こります。外見だけで原因を特定するのが

難しい症例は、内視鏡検査やレントゲン撮影

などで診断を行ないます。

治療は、出血の原因によって異なります。軽

症の場合のほとんどは治療の必要はなく、馬

を落ち着かせて休ませれば大丈夫です。馬は

鼻孔からのみ呼吸をするため、人間のように

脱脂綿を鼻孔に詰めて出血を止めようとはし

ないでください。冷たいタオルや保冷剤を目

の下に当ててあげると良いかもしれません。

喉嚢真菌症は、緊急性が高く手術による動脈

の結紮や閉塞が必要となります。感染による

副鼻腔炎は、抗生物質の投与と症状によって

は手術（円鋸術など）を行ないます。篩骨血

腫は、レーザー治療、血腫内ホルマリン注射、

または外科的手術を行います。

　ほとんどの鼻出血は軽度であり、出血が

少量または15分以内に治まります。ただし、

出血量が多い場合や、数日間出血を繰り返す

場合は、原因を特定し適切な治療をする必要

があるため、速やかに獣医師に連絡してくだ

さい。

　最後までお読みいただき、ありがとうござ

いました。
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写真1：喉嚢真菌症による激しい鼻出血
引用：馬の真菌症（第2版）

写真2：内視鏡による篩骨血腫
引用：Atlas of EQUINE ENDOSCOPY


