
special

ページ 1

平地日

年間

リニアクイン 81 ニユーバラツケー 74

アサカオー 85 ヤマイチ 83

タガミホマレ 75 タイムライン 74

ブラウニー 85 リキエイカン 85

アカネテンリュウ 86 ヒカルイマイ 86

ゴールドレツト 80 コトノアサブキ 73

スピードシンボリ 95 クリヒカリ 94

サンオーイ 85 ゴールデンウェーブ 82

イシノヒカル 86 コレヒデ 86

カブラヤオー 91 モンテプリンス 91

グレートヨルカ 86 タイテエム 86

スターロツチ 84 カネミノブ 85

ニホンピロウイナー 92 ハクリョウ 91

クリノハナ 85 ハギノカムイオー 85

ホスピタリテイ 85

スウヰイスー 86

セントライト 99

ミスオンワード 87

※牝馬三冠、ヴィクトリアマイル、エリザベス女王杯、阪神ジュベナイルフィリーズ

夏季短距離重賞を全制覇 ラフオンテース 79

○○大賞典を全制覇 タニノチカラ 87

※小倉大賞典、新潟大賞典、阪神大賞典、京都大賞典、名古屋大賞典

七夕賞、函館・小倉・札幌・新潟記念 ナスノチノグサ 81

○○記念とつく重賞を全制覇 リユウフオーレル 93

※川崎、京都、中山、中京、函館、新潟、小倉、札幌、福島、浦和

全日、プラタ、もちの、ポイン、樅 ダイゴホマレ 83

全競馬場で勝利 ヤシマナショナル 82

全ての地方競馬場で勝利 ヒカルタカイ 85

年一頭 一年に一頭の馬で

牡馬三冠 ミスターシービー 94

クリフジ 101

牝馬三冠 ニットウチドリ 85

ハッピープログレス 87 アローエクスプレス 86

桜花賞・天皇賞秋 ヤシマドオター 85

天春、天秋 クインナルビー 85

オンワードゼア 87 ガーネット 87

宝塚記念、有馬記念 エリモジョージ 87

宝塚、天秋、エリ女 ギャロップダイナ 88 ハギノトップレディ 84

サンキヨウスーパー 83

ダイニコトブキ 85

帝王、東大 テツノカチドキ 83

一頭

平地200回騎乗

中央平地100勝

地方20回騎乗

平地オープン40勝

中央平地重賞20勝

地方重賞10勝

平地GI10勝

地方G15勝

2万kg以上(370騎乗)

勝利時斤量1万以上(180

距離合計500km

2ケタ人気で5勝

勝利時人気500以上

騎乗時人気合計1000以上

JBC、JBCC

JC・JCD制覇

牡馬3冠・桜花賞・オークス

牝馬G1全制覇

※函館スプリントS、アイビスサマーダッシュ、北九州記念、キーンランドC、セントウルS

牝馬で牡馬3冠

短距離G15つ

※高松宮、ヴィクトリアM、安田、MCS、スプリンターズ

天春、ジャパンC、有馬

FS、かしわ、南部、JBCS

川崎、帝王、JBCC、JCD、東大

一頭馬で年をまたいでもOK
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ホウヨウボーイ 87

ミハルオー 88

地方牝馬重賞制覇 キヨフジ 81

通産

イツセイ 97

ハクチカラ 93

コダマ 93 ボストニアン

ブロケード 83 セイユウ 75

カイソウ 91 タニノムーティエ 89

ニユーフオード 86 ビンゴガルー 86

ハクシヨウ 91 クモノハナ 89

タカオー 97 タカハタ 86

トサミドリ 91

タケシバオー 94

全競馬場でレコード トキノミノル 101

チトセホープ 83

中央平地芝全ての距離で勝利 キタノオー 91

※10,12,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,30,32,24,36

中央平地ダ全ての距離で勝利 トラツクオー 89

※10,1150,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24

ダイコーター 88

オンスロート 91

レダ 85

ケゴン 84

マルタケ 89

ホマレボシ 85 ニホンピローエース 84

メジロムサシ 86

サクラショウリ 88

ヤマトキヨウダイ

カツラノハイセイコ 84

メイズイ 91

マーチス 89

タケホープ 90

フジノパーシア 88

ヒカルメイジ 87

メジロオー 84

ウイルデイール

トウショウボーイ 93

テンポイント 93

グリーングラス 92

メジロアサマ 86

インターグシケン 85

リュウズキ 87

ニットエイト 86

ハクタイユー 57

ミナミホマレ 93

トキツカゼ 86

デビューから20戦連続連対

デビューから10連勝

WSJS3回制覇

騎手大賞3回受賞

通産1000勝

騎乗回数500回

勝利時の人気合計2000以上

騎乗時人気6000以上

勝利時斤量3万k以上(約550勝

騎乗時斤量10万k以上(約1800勝

中央芝で5回レコード

中央ダートで5回レコード

1～7番人気で勝利

中央全競馬場で30勝

地方全てで5勝

2文字の馬で10勝(除育成馬

3文字の馬で20勝(除育成馬

4文字の馬で40勝(除育成馬

5文字の馬で60勝(除育成馬

6文字の馬で80勝(除育成馬

7文字の馬で100勝(除育成馬

8文字の馬で100勝(除育成馬

9文字の馬で100勝(除育成馬

逃げ・先行で300勝

先行・差しで200勝

差し・追い込みで200勝

不良馬場で50勝

最内枠で50勝

大外枠で50勝

外国産馬で50勝

鹿毛で250勝

栗毛で150勝

黒鹿毛で100勝

芦毛で30勝

青鹿毛で10勝

青毛で10勝

栃栗毛で5勝

白毛で1勝

ダービー3勝

オークス3勝
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アンバーシャダイ 89

カツラギエース 91

ヒカルポーラ 89

カツアール 85

ヒカリデユール 86

キタノカチドキ 90

中央牝馬重賞全制覇 ヒサトモ 89

メイヂヒカリ 96

タカマガハラ 87

地方全レース ハイセイコー 90

中央全平地重賞制覇 シンザン 102

その他

テンモン 84

キーストン 87

インターグロリア 86

お手馬が年度代表馬 オートキツ 87

お手馬の牝馬が年度代表馬 トウメイ 88

特別賞受賞 タマツバキ 73

騎手大賞受賞 カネケヤキ 85

育成馬が殿堂入り カブトシロー 88

オペックホース 83 テイタニヤ 83

カツトップエース 86 プリテイキャスト 82

スゲヌマ 90 カツフジ 88

テスコガビー 84

クモハタ 84

菊花賞をレコード ホリスキー 85

マルゼンスキー 99

エイトクラウン 83 メジロティターン 82

ダイナナホウシユウ 95

障害日

年間

メジロアンタレス 86 シノンシンボリ 83

オキノサキガケ 84

グランドマーチス 98

ライバコウハク 89 ロールメリー 88

年一頭

ケニイモア 83

一頭

キングスピード 89

タカライジン

通産

ダイニカツフジ 91

天皇賞5勝

JC・JCD通産5勝

宝塚・有馬通産5勝

帝王賞、東京大賞典5勝

JBCS、JBCC5勝

中央2・3歳限定重賞全制覇

平地G1全制覇

地方G1全制覇

WSJSで優勝

お手馬で牡馬3部門独占

お手馬で牝馬3部門独占

7着まで人気通りの着順

10頭立て以上で最低人気で勝利

斤量65以上で平地重賞勝利

平地重賞で1秒以上差をつけて勝利

3戦目でダービー勝利

一日に7レースで勝利

一週間で14レース騎乗

一週間で14レース連対

障害で30騎乗

障害で10勝

障害で20勝

障害特別レース5勝

中山GJ、中山大障害制覇

デビューから10連勝

デビューから20戦連続連対

最多勝利障害騎手を3回
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バローネターフ 97

キングスポイント 93

障害特別レースを全制覇 フジノオー

障害重賞全制覇 ファンドリナイロ 92

その他

最多勝利障害騎手受賞 トサキング 87

海外馬 拠点は日本

年間

遠征可能な海外競馬場全勝利 ザフライングダッチマン107

年一頭

テューダーミンストレル 104

コロネーション 97

英、愛、ヨークシャーオークス サンチャリオット 99

芝短距離路線制覇 ザテトラーク 105 マッチェム 99

芝マイル路線制覇 ブリガデイアジェラード 105ヘロド 101

芝中長距離路線制覇 シーバード 107 サーアイヴァー 98

牝馬限定レース制覇 プリティポリー 103 アレフランス 99

ダート牝馬限定路線制覇 ギャロレット 95 スーザンズガール 95

ダート短距離路線制覇 トムフール 100 コリン 99

ダート中長距離路線制覇 セクレタリアト 107 スベクタキュラービッド103

ラウンドテーブル 100

ラフィアン 97

通産

ケルソ 102 シービスケット 97

フォアゴー 101

カウントフリート 102

ベイアード 103

アジア、アラブ全制覇 カーバイン 103 ファーラップ 102

障害でレコード5回更新

中山GJ、大障害を通産5勝

英、愛2000ギニー、セントジェイムズ

英、愛1000ギニー、コロネーションS

※キングズスタンドorゴールデンジュビリー and ジュライC and 

モーリスドギースorナンソープS and アベイユドロンシャン賞

※クイーンアンSandロートシルト賞orジャックルマロワ賞andムーランドロンシャン賞andBCマイル

※ガネー賞orイスパーン賞orタタソールズGC and コロネーションCorプリンスオブウェールズS and

キングジョージ and アーリントンミリオンorインターナショナルS and 凱旋門賞 and BCターフ

※プリティポリーSorファルマスS and ロートシルト賞orビヴァリーDSorヨークシャーオークス and

フラワーボール招待Sorオペラ賞orサンチャリオットS and BCFMターフ

※サンタマリアH and サンタマルガリータH and ヴァニティH and ベルデームS and BCレディーズC

※ゴドルフィンMorゴールデンシャヒーン and メトロポリタンH and トリプルベンドBCH　and

ヴォスバーグS and BCスプリント

※サンタアニタH and ドバイWC and ピムリコSHorスティーヴンフォスターHorハリウッドGC

 and ジョッキーズクラブGC and BCクラシック

米3歳芝路線制覇

※アメリカンオークスorアメリカンダービー and セクレタリアトS and ハリウッドダービー

米3歳牝馬路線制覇

※ケンタッキーオークス and マザーグースS and CCAオークス

通産距離3000km(1500～1800)

セン馬で通産50勝

BC通産10勝

ロイヤルアスコット通産10勝



special

ページ 5

日本から遠征可能な欧州重賞全部 リボー 107 ネアルコ 101

日本から遠征可能な米国重賞全部 マンノウォー 107 ネイティヴダンサー 103

グラディアトゥール 108

キンツェム 106

日本から遠征可能な海外全部 エクリプス 109

その他

ハイペリオン 103

フォルリ 103

海外馬 拠点は海外

年一頭

アメリカ三冠 ウォーアドミラル 101

イギリス三冠 ニジンスキー 102

欧州三冠 ミルリーフ 104

通産

馬名の頭文字が※の馬で勝利。育成馬可オーモンド 108

セントサイモン 108

バーラム 102

※10,11,12,13,14,15,16,17,18,185,19,195,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,36,40

アリダー 100

※10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26

ドクターフェイガー 101

アレッジド 105

サイテーション 105

バックパサー 101

シアトルスルー 103

その他

エクスターミネーター 98

ジョンヘンリー 97

アファームド 102

海外障 拠点は海外

海外障害重賞全制覇 アークル

デヴォンロック

デザートオーキッド

レッドラム

日本から遠征可能な全海外競馬場で3勝

日本から遠征可能な海外G1全制覇

ロイヤルアスコット全部3着以内

ドバイミーティング全レース3着以内

ア、カ、サ、タ、ナ、ハ、マ、ヤ、ラ、ワの計10種類

馬名の末尾「ー」で10勝。育成馬可

芝平地15種類の距離で勝利

ダートで10種類の距離で勝利

ドバイのレース通産3勝

凱旋門賞3勝

ドバイWC3勝

BCクラシック3勝

ケンタッキーダービー3勝

8歳馬でダートG1勝利

8歳馬で芝G1勝利

BC全レース3着以内

海外の障害馬で100勝

芦毛の障害馬で30勝

海外障害G1年間7勝


	special

