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IFHAニュースレター
国際競馬統括機関連盟（IFHA）や世界の競馬産業界の最新情報を皆様に
お届けするため、IFHAは日本中央競馬会（JRA）と共同で四半期ごとにニュ
ースレターを発行いたします。
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ロマネ氏が退任、エンゲル
ブレヒト=ブレスゲス氏が
新会長に就任
国際競馬統括機関連盟（IFHA）は、長年にわたり
会長を務めてきたルイ・ロマネ氏が、現在の任期が
満了となる10月をもって会長職を終えることを発
表した。IFHA史上２人目の会長には、ウインフリ
ート・エンゲルブレヒト=ブレスゲス氏が選出され
た。副会長には、ジム・ギャグリアーノ氏、ブライア

スノーフォール:

ン・カバナー氏、後藤正幸氏、オラシオ・エスポシ

ディープインパクトの

ート氏の４名が就任する。なお、ロマネ氏は、IFHA

最高傑作か？
……9

への多大な貢献が認められ、名誉会長に任命さ
れ、10月に就任する（詳細は「IFHA新役員の決
定」を参照）。
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永遠なるリーダーシップ
のレガシー
1968年５月、フランスの一部の人々が反乱を起こし
ていた。ソルボンヌ大学で始まったこの運動は、やが
て大学の外にまで広がり、ルイ・ロマネは授業を受け
ることができなくなってしまった。

「もし、父のリーダーシップがなければ、連盟の初
代会長はイギリス人になっていたであろうことはは
っきりしていました」と語る。「他にも候補者はいま
したが、最終的には、会議は毎年パリで開催され
るので、初代会長はフランス人であるべきという意
見でまとまりました」
©Racingfotos.com

法律の勉強を中断していた彼のもとに、父親から提
案があった。この即席のインターンシップが、彼のキ
ャリアそして生涯にわたる競馬への取り組みのきっか
けとなり、この10月をもって27年間の任期終了を迎
える国際競馬統括機関連盟（IFHA）の会長職へと
つながっていくのである。
ロマネ家は、フランスの競馬界で長い間受け継がれ
てきた。ルイの祖父と大叔父は、1920年に凱旋門賞
が創設されたことと永遠に結び付けられるであろう。
彼の父ジャンは、マルセル・ブーサックの右腕として
信頼され、彼の生産アドバイザーとして活躍し、人生
の大半をフランスギャロの前身であるフランス馬種
改良奨励協会の設立に捧げた。
1994年からIFHAの会長を務めてきたルイ・ロマネ氏

人生のレールは引かれていた。しかし、ルイは、経営
幹部に就く準備ができるまでに10年は学びの期間
に費やしたことを認めている。また、競馬産業のエグ
ゼクティブとして３代目となるルイは、兄のルネのほう
が先に誘いを受けていたが彼はそれを断った、と指
摘する。
「兄は、『馬の仕事をするなら、ブリーダーかアマチュ
アの騎手になりたい』と言っていました」とルイは振り
返る。鞍上の勝利者であり、ブリーダーでも成功した
兄ルネは、Ｇ1レベルで成功したアルナスルや、1978
年にパリ大賞を優勝したガリアーニ等を輩出した。
さらにルイは、IFHAの初代会長に選出されたことを
含め、自身のキャリアに対して父親が果たしてくれた
重要な役割を忘れたことはない。
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この秋、IFHA会長としての任務を終えるにあたり、ル
イはこれまでの自分の人生を振り返った。1968年の
時点で、彼が母国の国境を越えて冒険に乗り出した
ことに間違いはなかった。フランス馬種改良奨励協会
に入会してから数ヶ月後、彼はヴェイグリーノーブル
の凱旋門賞優勝後に開催された第２回国際競馬会
議に出席した。当時の会議は非公開の委員会で行わ
れていた。
「元々、会議はシャンゼリゼ近くの協会の役員室で行
われ、12カ国が参加していました」とルイは言う。「当
時、連盟はありませんでした。厳密には会議だったの
ですが、私の父とマルセル・ブーサックはこの会議を
国際的に発展させることを決意しました」
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1960年代初頭から、ブーサックは凱旋門賞の前夜
にレストラン「マキシム」で記念すべきディナーを催す
という伝統を始めた。彼は要人や国際的なプレス関
係者を招待して、構造化と調和の必要性を説いた。

彼の名前は真田昌彦。私は彼が帰った日のことを忘
れられません。彼は私にお礼を言い、ニコンのカメラを
譲りたいと言ってきましたが、私はそれを断りました。
しかし、彼はどうしてもと強く言い張りました」

「他のスポーツと違って、競馬には世界的な組織が
ありませんでしたが、彼らはそのような組織が競馬産
業に利益をもたらすと考えました。1967年、イギリス、
アイルランド、アメリカ、フランスの４つの競馬主要国
が会議の創設メンバーとなりました。この会議がきっ
かけとなり、現在では60以上の国が加盟するIFHA
が設立されました」とルイは話す。

「JRAとのコラボレーションが最初から素晴らしいもの
だったのは、社会的な関係から生まれたものだと確信
しています。私たちは一緒に時間を過ごし、お互いの
ことを学びました。私が日本に行ったときも、彼は私の
面倒を見てくれました。私たちは全く異なる文化を持
っているので、時には困難な場面もありますが」
20世紀のフランス競馬の栄光を振り返る本が出版さ
れたとき、真田はその日本語版の翻訳を担当した。違
いを超えた関係を築くことで、何度も成功を収めてき
た。

直接会って、永続的な関係を築くことは、国際戦略の
２つの原則だった。ルイは、研修生としての最初の仕
事と、それによって生まれた友情の強さを覚えてい
る。

また、目標を設定し、それを実行することも重要であっ
た。実際に、多くの人がルイの決断を覚えていること
だろう。

「父から与えられた最初の仕事は、半年間フランスに
来ていた日本中央競馬会の代表者の対応でした。
父は私に、『彼は我々の仕事のやり方をすべて知りた
がっているから、お前が教えるように』と言いました。

競馬の発展に人生を捧げてきたルイ・ロマネ氏（右）とその父ジャン氏
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「私が最初に大きなチャレンジをしたのは、アジア競
馬会議でした。世界の国際レースの発展に関する最
初のスピーチを行いました。日本のレースを世界に開
かれたものにしていくことが私の使命だと言いまし
た。第１回ジャパンカップが開催されたとき、吉田照
哉さんがその場にいて、『ロマネさん、第１回ジャパン
カップが開催されてうれしく思われているでしょう。
我々はもっとやりますよ』と話しかけてきました」
その数年後、ルイは日本の最高の名誉の一つである
旭日中綬章を受章した。それは、彼の生涯の中で集
められた数々の国際的な名誉や勲章の一つであり、
長年にわたって築かれてきた関係や絆の質を反映し
ている。
ルイは、2007年に引退するまで、事務総長を務めた
期間を含め40年もの間、フランスギャロに貢献した。
1994年にIFHAの会長に就任したが、これは彼の９
つの任務のうちの最初のものであった。27年経った
今、彼は、競馬の公正確保の進歩を、自身の指導の
もとで成し遂げた最大の成果の一つとして振り返っ
ている。
「私たちは競馬に関する基準を作り、それを他の国と
共有することに喜びを感じていました。現在、私たち
は世界中に6つのリファレンスラボを設立しており、直
近ではこの7月に日本の競走馬理化学研究所を暫
定的に指定しました。また、アメリカが薬物や安全政
策を管理・施行する国家機関の設立を推し進めてお
り、これにより同国が他の主要競馬開催国と同等の
規則や規制を持つことになるであろうタイミングで、
退任を迎えられることを嬉しく思っています」
「連盟の最大の取り組みの一つは、納得してもらえる
よう努めることであり、押し付けることはできません。
私たちは民間の組織であり、馬術競技のFEIのよう
な管理団体ではないのです」
もう一つの課題は、今後のパフォーマンス向上のた
めのスキームが準備されていることである。
「遺伝子ドーピングもその一つかもしれません」とル
イは言う。「人間のアスリート界で表面化したものは、
すべて競馬の世界にも通じてきます。私たちは過去
にステロイドに対処しなければなりませんでした。私
たちのラボのおかげで、ベン・ジョンソンの前にステロ
イドを検出することができました」
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「もちろん、検査には費用がかかりますし、資金面で
はすべての競馬関係機関が一様ではありません。私
たちはお互いを尊重しなければなりません。また、
IFHAのメンバーは様々な規模、様々な文化を持ち、
様々な脅威に直面していることを考慮に入れなけれ
ばなりません」
この事実を理解し、尊重することは、どのようなテー
マであっても、連盟の成功には欠かせない。ルイは、
会長を退いてもその姿勢を変えることなく、情熱を伝
え続けてくれるだろう。
彼の馬への愛を伝えるにはさまざまな形があるが、彼
の競馬関連の趣味のひとつは、数十年かけて念入り
に集められたアート、絵画、版画、風刺画等の豊富な
コレクションになった。これは、アンティークを扱う仕
事をしていた最愛の亡き妻、イザベルと共有した情
熱的な計画だった。彼女が競馬関連の情報を教えて
くれたこともあり、コレクションは当初のテーマにとど
まらず、19世紀後半以降のドーヴィルとその地域の
様々な作品を含めるに至った。
ドーヴィルは二人が結婚した場所であり、二人のコレ
クションが保管されている場所でもある。ルイは二人
の名前で市にコレクションを寄贈した。ドーヴィルの
新しい文化施設であるフランシスケーヌでは、これら
のコレクションが数多く展示されており、またデジタル
化され、オンラインでもアクセスできるようになってい
る。
「フランシスケーヌのオープニングを見ることができ
てよかったです」とルイは言う。「友人たちと共に味わ
った最高の瞬間でした。世界中のどこにいても、ここ
に来てこの作品を見ることができ、調べることもでき
ると思うと、さらに意味のあることだと思います」
ルイはIFHAのトップを退くこととなるが、彼の遺産と
存在感はこれからも変わらない。10月にウインフリー
ト・エンゲルブレヒト=ブレスゲスが会長に就任する
のと同じタイミングで、彼はIFHAの名誉会長に任命
される。
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凱旋門賞100年の歴史

この競走は、悲惨な戦争の煙が徐々に消えていく
中、フランスの地でより健全な国際競走の形とし
て発足し、前年に連合軍が勝利のパレードを行っ
た象徴的なアーチにちなんで命名された。
イギリスでフランス人のために調教されたカムラッ
ドという名の馬は、最初の勝者にふさわしい馬だ
った。

その前までに起こった地域のヒエラルキーや小競り合
いをすべて解決しシーズンを締めくくるように、凱旋門
賞は毎シーズン、圧倒的な存在感を放ちながら、現代
のサラブレッドの進化の中で1世紀に渡って行われて
きた。

この年、海外調教馬の出走はわずか２頭であった
が、そのうちの１頭がエヴルモン・ド・サン＝タラリ
の勝負服を背にしたカムラッドだった。1900年の
シザーウィッチ競走に出走した馬の賭けで得た金
でニューマーケットにクレアヘイブン厩舎を建てた
ピーター・ギルピン調教師は、カムラッドを1歳時に
わずか25ギニーで購入した。

1920年以降、芝の1.5マイル以上での偉業は、ロンシ
ャンで達成されたものほど説得力のあるものは他にな
い。
©Scoop Dyga

一方、第２回と第３回の両方を制したクサールは、
エドモン・ブランが15万1,000フランで購入した馬
であったが、これは第１回の優勝馬に与えられた
賞金とほぼ同じ額であった。クサールは、ノルマン
ディー地方にあるサン＝タラリ所有のアラ・ド・サン
＝ペール・デュ・モンに繋養されていた種牡馬ブリ
ュルールの産駒で、戦争の被害を乗り越えた国内
の生産界を元気づけるものとなった。
次の勝馬パースは、イギリスで調教され、騎手と馬
主はともにフランスに移住したアメリカ人であっ
た。その他の初期の優勝馬は、イタリア、ウルグア
イ、アルゼンチン出身者との関連があった。

歴史ある凱旋門賞の舞台・パリロンシャン競馬場

もちろん、すべての産駒が特別な最高傑作を生み出せ
るわけではない。また、真のチャンピオンであっても凱
旋門賞の勝者になれなかった馬もいるが、運が悪かっ
たのか、判断が正しくなかったのか、それは常に関係
者の意思決定が条件となるためである。
しかし、2021年に第100回の開催を迎えるこのレース
（第二次世界大戦開始時に一時中断）は基本的に、十
分なスタミナを持ち、エリートの資質を証明した相当な
馬にとって、必須の舞台であると考えられている。
確かに、中には古き良き時代の由緒あるレースで活躍
した馬もいるだろう。しかし、凱旋門賞は、その名の由
来となったモニュメントのように、クラシック世代（3歳）
と古馬の２本の柱がそれぞれの重みによって一つのア
ーチを支えるように結合するのである。
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つまり、競馬史の中でおそらくは最も国際的となっ
たこのレースの枠組みがすぐに確立されたのであ
る。それ故、世界中の夢見る人々は、秋のパリを愛
する気持ちを共有するのだ。
そして、それはもちろん、凱旋門賞の魅力を決定づ
ける特徴となっている。この祭典は最近、戦後復
興に容赦なく襲いかかった100年前のスペイン風
邪を反映するかのように、パンデミックによる影響
を受けた。また、我々は長年にわたり、自宅から地
下鉄に乗ってくるファンよりもイギリスからの来訪
者のほうが多いという観衆の姿にも慣れてきた。
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このレースを評価するうえで、近年の記憶の中で最
も颯爽とした凱旋門賞馬であるスワーヴダンサー
（1991年）とモンジュー（1999年）を管理し、フラン
スに拠点を置くイギリス人調教師の成功を復活させ
たジョン・ハモンド氏ほど適任のホースマンはいない
だろう。英仏海峡をまたぐ文化的な視点を持つハモン
ド氏は、凱旋門賞はその舞台が魅力の一部となって
いることに同意する。

今年のレースは、トップクラスの牝馬であるクロノジ
ェネシスが以前から目標としており、今回の記念すべ
きレースで新たな地平を切り開くために、これ以上の
反響はないだろう。
これまでのところ、イギリス馬15頭、アイルランド馬８
頭、イタリア馬６頭、ドイツ馬２頭という勝利数に対し、
ホストたるフランス調教馬は68頭と他を圧倒してい
る。そのうちアンドレ・ファーブル氏が管理した優勝馬
は８頭で、最も近いライバルの２倍となっている。

「そうですね、まさにそのとおりだと思います。確かに、
コロナ禍の前は、人々は毎年10月にパリを訪れるの
を楽しみにしていたものです。アスコットが素晴らしい
競馬場であることは言うまでもありませんが、人はブ
ローニュの森に行くようにブラックネルには行きませ
ん」

ハモンド氏はこの成功について、フランスの調教師
は、常にシーズン途中で凱旋門賞を優先し、ローテー
ションを再編成する準備を整えているからだと考えて
いる。この戦略はブリーダーズカップターフやジャパ
ンカップ等、年の終盤に新たな国際的出走機会が生
まれたことで、さらに広く受け入れられるようになっ
た。

「ロイヤルアスコットはロイヤルアスコットで、それは
素晴らしいものです。しかし、キングジョージに関して
言えば、全世代のチャンピオンシップとしては、イギリ
ス人は認めたくないかもしれませんが、アメリカ人、
日本人はもとよりオーストラリア人にとっても凱旋門
賞のほうがはるかによく知られています。また、凱旋
門はレースの名称でもあり、シャンゼリゼ通りの頂上
に立つパリの魅力の象徴でもあります。私には見えな
いものが見えているのかもしれませんが、私にとって
は、このレースには夢を見るような気分にさせてくれ
る感覚があるのです」

フランスの調教師たちはシーズン前半を乗り切った
後、凱旋門賞を歴史的な必然性のあるものと考えて
いるのかという問いに対し、ハモンド氏はこう力説す
る。
「間違いないですね。そして、それがフランスの馬が
全体的に良い結果を出している理由でもあります。イ
ギリスでは、夏の間ずっと競馬があり、キングジョー
ジ、エクリプス、ジャドモント（インターナショナルステ
ークス）といったそれぞれのレースが目標になりま
す。一方、フランスでは、パリ大賞に出走することはあ
っても、フランスダービーに勝って、自分の馬が凱旋
門賞に出られると思えば、絶対にそれを狙うという考
©Racingfotos.com
え方をします。多くの場合は休養を取らせ、前哨戦を
1回使います」

日本のエルコンドルパサーを追い詰めたモンジュー
は、日本のホースマンにとっての憧れである凱旋門
賞に臨んだこの先駆者を打ち負かした。他の日本か
らの挑戦者では、2012年と2013年に２着になった
オルフェーヴルや2010年に２着になったナカヤマフ
ェスタ、そして2006年に３着（後に失格）となった偉
大なディープインパクト等がいる。

エプソム競馬場とダービーのように、ロンシャンの馬
場の構成自体がスピードとスタミナのバランスを必
要とする。
「キングジョージよりも多頭数になる傾向があるのは
明らかです」とハモンド氏は言う。「凱旋門賞には、最
高の３歳牡馬、最高の３歳牝馬、そして最高の古馬
が数多く出走してきます。また、エプソムほど特殊な
コースではないものの、普通の楕円形コースでない
ことも確かです」

©Racingfotos.com

凱旋門賞で二度2着となった日本のオルフェーヴル
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ハモンド氏が言うように、なぜかこのレースは実際より
も長い歴史があるように感じる。リボー（1955年・
1956年）、シーバード（1965年）、ダンシングブレーヴ
（1986年）、シーザスターズ（2009年）といった名馬
たちにより、過去99回のレースにおいて偉大な歴史が
つながれてきた。

ハモンド師が管理したモンジュー。
1999年の仏ダービーと凱旋門賞など多数のG1を制した

「左回りの平坦なコースに慣れたアメリカ人ジョッキ
ーを連れてきたら、きっと戸惑うでしょう。私たちのア
メリカ人ジョッキー（スワーヴダンサーに騎乗したキャ
ッシュ・アスムッセン）は、自身がこの競馬場を乗りこ
なすのに数年かかったと認めるほど、多くの鍛錬を積
みました。フランキー・デットーリも同じことを言うでし
ょうが、彼も今ではフランス人ジョッキーと同じように
このコースを乗りこなしています」
実際、デットーリは2017年と2018年のエネイブルで
の連勝で凱旋門賞６勝を挙げており、騎手としての記
録を更新した。技術の劣った騎手に潜む危険性は、
1925年、1959年、1985年の降着からも判断でき
る。
レースの性質上、当日はすべてがうまくいかなければ
ならず、たとえ一流の馬を完璧に準備していても安
心することはできない。そのため、２頭のチャンピオン
が挑戦したときのハモンド氏の気持ちは、決して単純
なものではなかった。
「高揚感と同時に安堵感もあったと思います」と彼は
振り返る。「このような質の高い馬がいる場合は、一
日一日に集中することが大切です。もちろん、自分の
目標はしっかりと持つのです。しかし、レースに出られ
るだけでも、それなりに気が楽になります。もし、その
段階で馬の調子が良ければ、最後の数日間は少し
プレッシャーを感じるかもしれません。でも、うまくいけ
ばほっとします」
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現代では、ザルカヴァ（2008年）や2勝を挙げたトレヴ
（2013年、2014年）、エネイブル（2017年、2018年）
等、優秀な牝馬が目立つ。また、デトロワ（1980年）や
アーバンシー（1993年）等、凱旋門賞に忘れがたいレ
ガシーを残した牝馬たちは、カーネギー（1994年） や
シーザスターズという成功した産駒を送り出してい
る。一方、父子制覇はこれまでに６組あり、その最後が
モンジューとその産駒のハリケーンラン（2005年）で
あった。
このようなサイクルが、今新たな節目を迎えようとして
いる偉大さへの探求の中で、有機的に発展してきた。
人間の王朝もまた、指導者を中心に繁栄してきた。一
方、シャルル・サンブラは、その画期的なキャリアの中
で、騎手と調教師の両方で勝利したユニークな存在
である。
第100回凱旋門賞は最も健全な状態であると言えよ
う。ロンジンワールドベストホースレースが正式に年間
レースランキングを発表してから６年、凱旋門賞は
2015年、2017年、2018年、2019年と４回その頂点
に立っている。
過去６回のうち３回の開催で勝利したジョン・ゴスデン
調教師が、凱旋門賞を初代優勝馬カムラッドがいた
厩舎に戻したことで物事は一巡したが、そうした継承
もまた、すべて将来に進み続けるための礎となってい
るに過ぎない。

BONUS CONTENT:
Visit the IFHA's Youtube channel to watch the
fourth episode of the Longines World Ranking
Show, which includes a feature on some of the
contenders pointed toward the 100th Arc.
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スノーフォール：
日本生まれのヒロイン
クールモアの牝馬スノーフォールの日本における人
気を理解するには、イギリスのヨークシャーオークス
（G1）を抜きにしては語れない。日本の競馬専門チャ
ンネル「グリーンチャンネル」は今年の中旬にこのレ
ースのライブ中継を決定した。そして、日本時間23時
35分という発走時刻にも関わらず、300万人以上の
ファンが、ヨーク競馬場のあるナベスマイアでスノー
フォールがゴールする姿を楽しんだ。
グリーンチャンネルでは海外の主要レースを定期的
に放送しており、2021年前半は中東のサウジカップ
とドバイワールドカップ（G1）、アメリカのケンタッキー
ダービー（G1）、イギリスのダービー（G1）とキングジ
ョージⅥ世＆クイーンエリザベスステークス（G1）、フ
ランスのダービー（G1）をライブ中継した。しかしなが
ら、前日にヨークで行われたインターナショナルステ
ークス（G1）が放送されたのに対し、ヨークシャーオ
ークスは年間放送カレンダーには含まれていなかっ
た。
グリーンチャンネルに、視聴者から「スノーフォールの
レースをリアルタイムで見たい」という要望が寄せら
れるようになったのは、この馬が英オークス（G1）を
史上最大の16馬身差で勝利した直後のことだった。
それまで英オークスは生中継されておらず、英ダー
ビーの生中継番組においてディレイ放送されてい
た。リクエストが急増したのは、アイリッシュオークス
（G1）でスノーフォールが100年以上ぶりに８馬身半
の大差をつけて優勝してからである。これもまた翌週
にアスコットで行われたキングジョージのライブ中継
の中でディレイ放送された。
要望の声はさらに高まり、グリーンチャンネルはヨー
ク競馬場から2日連続で中継することを決定し、日本
のファンは８月19日、初めてスノーフォールのレース
を生中継で見ることができた。
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日本産でディープインパクト産駒のスノーフォールは世界的に人気

日本のファンは感激し、ヨークにいる名牝に日本から盛
大な拍手を送った。レースの終盤でスノーフォールが見
せた鋭い伸び脚は、2019年７月にこの世を去った、日
本の伝説的名馬でありスーパーサイアーである父ディ
ープインパクトから受け継いだものだと多くの人が確信
している。
ヨークシャーオークスの翌朝、各スポーツ紙は日本産
の牝馬がヨーロッパでG1３連勝を成し遂げたことを報
じた。また、映画監督・俳優の北野武氏がキャスターを
務める土曜夜の人気ニュース番組「ニュースキャスタ
ー」では、ヨークシャーオークスでのスノーフォールの勝
利が週のトピックとして取り上げられていた。
ビューティーパーラー、サクソンウォリアー、スタディオ
ブマン、ファンシーブルーに続き、ディープインパクト産
駒として欧州クラシックを制した５頭目の馬となるスノー
フォールは、日本ではヒロイン的存在である。競馬ファ
ン以外の人でも彼女のことを知っているほどの人気ぶ
りだ。スノーフォールがディープインパクトの最高傑作
であるかどうか、大いに話題を集めている。
この鹿毛の牝馬は、G3の優勝馬であるベストインザワ
ールドの初産駒で、2015年ブリーダーズカップターフ
（G1）、2016年凱旋門賞（G1）等を制したファウンドの
全妹である。ベストインザワールドは2016年11月、目
下10年連続で日本のリーディングブリーダーである吉
田勝己氏のノーザンファームに到着した。
北海道の新千歳空港から車で約20分のところにあるノ
ーザンファームで海外事業を担当する橋本新吾氏は、
「彼女は落ち着いていて、新しい環境にすぐに適応しま
した」と話す。
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ベストインザワールドは2017年の繁殖期にディープイ
ンパクトと交配し、スノーフォールは2018年２月９日にノ
ーザンファームで誕生した。生まれた時の体重は54キ
ロであった。

彼女はまるでベテランの繁殖牝馬のように、初仔の面
倒をよく見ていました。彼女がいつもリラックスしている
ので、仔馬もいつもリラックスしていました。とても良い
お母さんでした」

ノーザンファームの繁殖牝馬厩舎長である大房篤史氏
はこう話す。「とてもいい仔だったので、よく覚えていま
す。初仔としては大きな個体で、骨もしっかりしていまし
た。そして、実際に外に出してみると、足が軽くてバネの
ようなステップを踏む、素晴らしい動きをする馬だとわか
りました。とてもスマートでエレガントな馬でした。私は彼
女にとても感銘を受けました」

「ノーザンファームにとって、クールモアから送られてき
た優秀な繁殖牝馬を預かることは大変名誉なことであ
り、サクソンウォリアーとスノーフォールの成功の一端を
担うことができたことを光栄に思います」

「ディープインパクト自身が大きな馬ではなかったこと
もあり、仔の多くは骨格が軽く、生まれた時には幼く見
えます。そのため、ディープインパクトの典型的な産駒
ではありませんでした」

スノーフォールは2018年10月に日本を離れ、2020年
にバリードイル調教場の精鋭部隊に加わった。彼女は
２歳時に７回出走し、３戦目にはカラ競馬場で初勝利を
挙げたが、そのキャリアは特筆すべきものではなかっ
た。それが変わり始めたのは、2021年５月12日にヨー
クで再出走し、ミュージドラステークス（G3）を3.3/4馬
身差で制した時だ。
近年、ウィジャボード、スノーフェアリー、デインドリーム
等、２歳から３歳のシーズンの間の冬の期間に急激に
成績を伸ばした牝馬たちがいたが、スノーフォールは
2021年を通して歴史的な勝利を収めており、その上昇
ぶりは目を見張るものがある。

橋本氏は、スノーフォールが、同じくディープインパクト
の仔として2015年にノーザンファームで生まれたサク
ソンウォリアーに似ていたと記憶している（同馬はその
後、レーシングポストトロフィー（G1）と英2000ギニー
（G1）に勝利）。なお、スノーフォールとサクソンウォリア
ーの母はともにガリレオ産駒である。

スノーフォールは、直近のレースであるヴェルメイユ賞
（G1）で２着に入った。そして次走、世界で最も権威の
ある平地レース、凱旋門賞で日本産馬初の優勝を目
指す。また、日本産馬はスノーフォールだけではなく、ノ
ーザンファームのクロノジェネシス、前田幸治氏のノー
スヒルズからディープボンドも出走を予定している。

「スノーフォールはサクソンウォリアーを彷彿とさせまし
た。両馬とも強い体を持ち、勇ましく見え、小さな仔馬の
ときから威厳がありました。また、ベストインザワールドに
も感心しました。
©Racingfotos.com

日本のファンのため、グリーンチャンネルや他の地上波
放送で凱旋門賞の生中継が予定されており、その視
聴者数は数百万人になると予想されている。第100回
凱旋門賞を日本産馬が制すことになれば、様々な意味
で歴史的な一日となるだろう。

スノーフォールは2016年凱旋門賞馬ファウンドの近親である

2019年に死亡した伝説のディープインパクト。スノーフォールは彼の最高傑作か？

10

2021

年9月

VOL. 02

年末のメジャーレースに向けて、2021年ロンジンワー
ルドベストレースホースランキングでは、現在３頭の馬
がトップに並んでいる。
才能あふれる３歳馬、アダイヤーとセントマークスバシ
リカはこの夏、127のレーティング評価を受けたが、イ
ンターナショナルステークス（G1）を制したグローブト
ロッター、ミシュリフもその評価に加わった。
次回の「2021年ロンジンワールドベストレースホース
ランキング」は、10月14日に発表される。ランキング
の詳細は、IFHAのウェブサイトを参照。

ロンジンワールドベストジョッキーでは、名手ライ
アン・ムーア騎手が112ポイントを獲得し、他の騎
手を圧倒している。
ポイントを獲得した6勝は、香港ヴァーズ（モーグ
ル）、アルクオーツスプリント（エクストラヴァガント
キッド）、プリンスオブウェールズステークス（ラ
ブ）、ダイアモンドジュビリーステークス（ドリームオ
ブドリームズ）、エクリプスステークス（セントマーク
スバシリカ）、アイリッシュチャンピオンステークス
（セントマークスバシリカ）で挙げられている。
ムーア騎手はロンジンワールドベストジョッキーの
タイトルを2014年、2016年にも獲得している。
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