
７．わが国の育成施設めぐり 

「「引引退退名名馬馬」」のの紹紹介介  北北海海道道編編  
 

 当センターでは引退名馬の功績を讃えるとともに多くの人々に対し競馬を理解して頂くため、一

定の条件のもとに競走馬として活躍した功労馬をけい養展示している方に対して助成金を交付

する「引退名馬けい養展示事業」を実施しております。平成１６年度の当事業の対象馬は北海道

から鹿児島まで全国に１０６頭おり、一般の方々の見学が可能となっております。 

 今回は、北海道内でけい養されている引退名馬７４頭を紹介します。 

 北海道は言わずと知れた競走馬の産地で、特に日高・胆振地区で全国の約９割を生産してい

ます。引退名馬もまた全体の約７割が北海道でけい養されており、その殆どが当地区にいます。 

北海道内でけい養されている馬の中で、自らの生まれ故郷の牧場に戻ってけい養されている

馬は２９頭ですが、生産者や馬主の事情によって生まれた牧場でない生産育成牧場や馬の養老

院に預けられ余生を送っているケースも多くあるようです。 

また、馬をメインにしたテーマパーク（日高ケンタッキーファームやうらかわ優駿ビレッジ「アエ

ル」等）があり、功労馬をけい養しているのもこの地区の大きな特徴の一つです。 

 

なお、当事業の「引退名馬」として助成を希望される方は当センターホームページをご覧になる

かＢＴＣ東京事務所企画調整課まで問い合わせください。 

 

２００４年（平成１６年）引退名馬けい養展示事業助成金交付馬 

平成１６年６月１日現在 

馬   名 性（生年） 重賞競走名（年度） けい養先   

リードホーユー 牡 (80) 有馬記念 (83) 野付ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 北海道野付郡別海町尾岱沼 

スズカコバン 牡 (80) 宝塚記念 (85) 江見 洋一 北海道富良野市東山 

マイネルブリッジ 牡 (92) ＮＨＫ杯 (95) ㈲すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 北海道恵庭市西島松 

スガノオージ ｾﾝ (91) 毎日王冠 (95) ㈲北広島乗馬クラブ 北海道北広島市北の里 

ゴーイングスズカ ｾﾝ (93) 目黒記念 (98) ㈲新井牧場 北海道勇払郡鵡川町米原 

シャコーテスコ 牡 (94) セントライト記念 (97) 桑原牧場 北海道勇払郡鵡川町宮戸 

ユウトウセイ 牡 (90) 京都記念 (97) 社台牧場 北海道白老郡白老町社台 

メジロティターン 牡 (78) 天皇賞（秋） (82) ㈲メジロ牧場 北海道虻田郡洞爺村成香 

メジロパーマー 牡 (87) 有馬記念 (92) ㈲メジロ牧場  北海道虻田郡洞爺村成香 

マイスーパーマン 牡 (86) 関屋記念 (94) ㈲登別上水牧場 北海道登別市来馬町 

ヤクモデザイヤー 牡 (82) 小倉記念 (86) ㈲山崎牧場 北海道山越郡八雲町山崎 

ナルシスノワール 牡 (86) 東京新聞杯 (92) ㈲エクセルマネジメント 北海道幌泉郡えりも町歌別 

アドマイヤボサツ ｾﾝ (90) 平安ｽﾃｰｸｽ (96) ㈲エクセルマネジメント 北海道幌泉郡えりも町歌別 

タニノブーケ 牝 (82) デイリー杯３歳Ｓ (84) ㈲エクセルマネジメント 北海道幌泉郡えりも町歌別 

マコトライデン 牡 (94) シリウスＳ (98) 出口繁夫 北海道様似郡様似町西様似 

カミノクレッセ 牡 (87) 日経新春杯 (92) ㈲昭和牧場 北海道浦河郡浦河町上杵臼 

ダイユウサク ｾﾝ (85) 有馬記念 (91) うらかわ優駿ビレッジ「AERU」 北海道浦河郡浦河町西舎 

ニッポーテイオー ｾﾝ (83) 天皇賞(秋） (87) うらかわ優駿ビレッジ「AERU」 北海道浦河郡浦河町西舎 

ヒシマサル ｾﾝ (89) 毎日杯 (92) うらかわ優駿ビレッジ「AERU」 北海道浦河郡浦河町西舎 

リワードウィング 牝 (82) エリザベス女王杯 (85) うらかわ優駿ビレッジ「AERU」 北海道浦河郡浦河町西舎 

ミナガワマンナ 牡 (78) 菊花賞 (81) ㈲谷川牧場 北海道浦河郡浦河町西幌別 

カミノスミレ 牝 (78) 目黒記念 (82) ㈲中村ファーム 北海道浦河郡浦河町字上向別 

ラッキーオカメ 牝 (82) 北九州記念 (86) 小柳牧場 北海道浦河郡浦河町絵笛 



馬   名 性（生年） 重賞競走名（年度） けい養先  

セントミサイル 牡 (90) クリスタルＣ (94) 渡辺牧場 北海道浦河郡浦河町絵笛 

ナイスネイチャ 牡 (88) 高松宮杯 (94) 渡辺牧場 北海道浦河郡浦河町絵笛 

コーセイ 牝 (84) 中山記念 (89) 渡辺牧場 北海道浦河郡浦河町絵笛 

ダイゴウシュール 牡 (85) ｾﾝﾄﾗｲﾄ記念 (88) 秋場牧場 北海道浦河郡浦河町野深 

ネオキーストン 牡 (77) 福島記念 (82) 櫛桁牧場 北海道浦河郡浦河町野深 

ロンシャンボーイ 牡 (89) 高松宮杯 (93) ㈲ヒダカファーム 北海道浦河郡浦河町荻伏町 

マーベラスクラウン ｾﾝ (90) ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ (94) 中橋 清 北海道三石郡三石町富沢 

モンテファスト 牡 (78) 天皇賞(春） (84) 中橋 清 北海道三石郡三石町富沢 

トウショウペガサス 牡 (79) 中山記念 (85) 中橋 清 北海道三石郡三石町富沢 

ハギノカムイオー 牡 (79) 宝塚記念 (83) ㈱本桐牧場 北海道三石郡三石町本桐 

キクノペガサス 牝 (81) 阪神牝馬特別 (84) 漆原 哲雄 北海道静内郡静内町西川 

サクラユタカオー ｾﾝ (82) 天皇賞（秋） (86) ライディングヒルズ静内 北海道静内郡静内町真歌 

ケイティタイガー ｾﾝ (89) 中山大障害（秋） (98) 越田牧場 北海道静内郡静内町豊畑 

エルウェーウィン 牡 (90) 朝日杯３歳Ｓ (92) 越田牧場 北海道静内郡静内町豊畑 

サクラエキスパート 牡 (93) 愛知杯 (97) 今牧場 北海道静内郡静内町豊畑 

レガシーワールド ｾﾝ (89) ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ (94) ㈲へいはた牧場  北海道静内郡静内町豊畑 

エルプス 牝 (82) 桜花賞 (85) ㈲カタオカファーム 北海道静内郡静内町豊畑 

デュークグランプリ 牡 (91) 武蔵野Ｓ (97) 静内フジカワ牧場 北海道静内郡静内町豊畑 

ミスターシクレノン 牡 (85) 鳴尾記念 (89) Ｒｏｌｌｉｎｇ ｅｇｇｓ Ｃｌｕｂ 北海道静内郡静内町川合 

ヒダカハヤト 牡 (87) カブトヤマ記念 (94) ㈲キヨミネ牧場 北海道静内郡静内町神森 

アンバーシャダイ 牡 (77) 有馬記念 (81) ㈲アロースタッド 北海道静内郡静内町田原 

サクラエイコウオー ｾﾝ (91) 弥生賞 (94) ㈲新和牧場 北海道静内郡静内町田原 

サクラスピードオー ｾﾝ (93) 共同通信杯 (96) ㈲新和牧場 北海道静内郡静内町田原 

サクラチヨノオー ｾﾝ (85) ダービー (88) ㈲新和牧場 北海道静内郡静内町田原 

ライフタテヤマ 牡 (82) 札幌記念 (86) 谷岡ファーム 北海道静内郡静内町目名 

アワパラゴン 牡 (91) 東京障害特別 (97) ㈲岡田牧場 北海道静内郡静内町目名 

マイネルダビテ 牡 (84) 共同通信杯 (87) 岡田スタッド 北海道静内郡静内町目名 

ドージマムテキ 牡 (90) 京成杯ｵｰﾀﾑＨ (95) 堂島牧場 北海道新冠郡新冠町古岸 

シルクグレイッシュ 牡 (91) 福島記念 (94) ㈲ベルモントファーム 北海道新冠郡新冠町万世 

ゴールデンアワー ｾﾝ (87) 新潟大賞典 (94) ㈲日高軽種馬共同育成公社 北海道新冠郡新冠町節婦町 

ウインザーノット 牡 (80) 函館記念 (85) ㈲明和牧場 北海道新冠郡新冠町明和 

サクラトウコウ 牡 (81) 函館３歳Ｓ (83) オートファーム 北海道新冠郡新冠町高江 

ランドパワー 牡 (95) 中山大障害 (00) ㈱ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ牧場 北海道沙流郡門別町厚賀町 

アラタマワンダー 牡 (89) 小倉大賞典 (96) ㈲槇本牧場 北海道沙流郡門別町賀張 

オースミマックス 牡 (91) 小倉大賞典 (97) ㈲佐々木牧場 北海道沙流郡門別町賀張 

ミホシンザン 牡 (82) 天皇賞 (87) ㈲谷川牧場清畠ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 北海道沙流郡門別町清畠 

オペックホース 牡 (77) 日本ダービー (80) ㈲谷川牧場清畠ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 北海道沙流郡門別町清畠 

マイスタージンガー 牡 (89) 京王杯ｵｰﾀﾑ H (93) 坪田 吉晴 北海道沙流郡門別町豊郷 

ブロケード 牝 (78) 桜花賞 (81) ㈲ｻﾝｼｬｲﾝ牧場 北海道沙流郡門別町豊郷 

ナリタタイシン 牡 (90) 皐月賞 (93) ㈲ﾍﾞｰｼｶﾙ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｽｸｰﾙ 北海道沙流郡門別町富浜 

ケイキロク 牝 (77) オークス (80) 外舘 孝一 北海道沙流郡門別町緑町 

ポリートウショウ 牝 (77) クイーンＣ (80) 瀧本 健二 北海道沙流郡門別町庫富 

ロングハヤブサ ｾﾝ (81) 阪神３歳Ｓ (83) 日高ケンタッキーファーム 北海道沙流郡門別町福満 

オフサイドトラップ 牡 (91) 天皇賞(秋） (98) 日高ケンタッキーファーム 北海道沙流郡門別町福満 

エモシオン ｾﾝ (95) 京都記念 (99) 白井牧場不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ 北海道沙流郡門別町福満 



馬   名 性（生年） 重賞競走名（年度） けい養先  

カネツクロス 牡 (91) 鳴尾記念 (95) (合)カネツ牧場 北海道沙流郡門別町幾千世 

ダイナコスモス 牡 (83) 皐月賞 (86) 門別牧場 北海道沙流郡門別町幾千世 

マルマツエース 牡 (88) エプソムカップ (92) ㈲幾千世牧場 北海道沙流郡門別町幾千世 

セイリューオー 牡 (94) 札幌３歳Ｓ (96) ㈲幾千世牧場 北海道沙流郡門別町幾千世 

マヤノジョウオ 牝 (83) 京都牝馬特別 (88) 日高ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽﾌｧｰﾑ 北海道沙流郡門別町幾千世 

フレッシュボイス ｾﾝ (83) 安田記念 (87) 日高ｼﾙﾊﾞｰﾎｰｽﾌｧｰﾑ 北海道沙流郡門別町幾千世 

 


