
  

 

 

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しています。 
 

 

 

 

 

 

IFHA プロファイル: 

OSAFは南米競馬の向上

に取り組む 

 

 
2021年ロンジンワールド

ベストレースホース・ニック

スゴーのホーム 

 

 

2021年ロンジンワールド

レーシングアワードのレビュ

ー 

 

IFHAブレスゲス会長がIHSC

の副会長に選出 
今年2月、国際馬スポーツ連盟（IHSC）は、IHSC総会に

おいて、ウインフリート・エンゲルブレヒト＝ブレスゲスIFHA

会長をIHSC副会長として全会一致で選出したことを発表し

た。 

 

ブレスゲス氏は、これまでIHSC総会にIFHA代表として参

加していた。 

 

「私たちは、現在さまざまな分野で進行中のプロジェクト

があり、今後もそれが継続することを期待しています。ウイン

フリートとIFHAとは相互に密接な協力関係にあり、彼の就任

を心から祝福したいと思います。このような素晴らしい機会を

与えていただいた彼の前任者のルイ・ロマネ氏の私たちの組

織への多大な貢献に対しても心より感謝いたします。」と

IHSCのイングマール・デボス会長は述べた。 
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OSAFのグローバル競馬

への取り組み 
昨年9月、国際競馬統括機関連盟（IFHA）が4人目

の副会長職を追加すると発表し、OSAF（南米競馬機

構）の国際担当顧問であるオラシオ・エスポシート氏が

選出された。 

 

OSAFは1958年に設立された南米競馬を代表す

る組織である。OSAFの主な目的は、会員間および国

際的な組織との幅広い情報交換を促進することとさ

れている。また、南米における主要競走の質を向上

させるとともに、同地域の競馬プロトコルやルール調

和を図ることを目的としている。 

 

「IFHAの会員が、このような重要なポジションに私を

任命しようと考えてくれたことを光栄に思います」とエス

ポシート氏は語った。「長年にわたり、IFHAのガイドラ

インとその目標に近づけるよう、南米地域の国々のた

めに努力してきました」 

 

「私はこれまで5人のOSAF会長のもとで国際担当顧

問を務めてきました。私の役割は、サラブレッド産業

界の国際的な側面、特にIFHAやロンジンなどの他

の組織やスポンサーに関連するあらゆることの通訳

や手助けをすることで、今もそうです」 

 

チリのバルパライソスポルティングのオーナーであ

るカルロ・ロッシ氏が現在OSAF会長を務めている。彼

は、世界の競馬産業界における南米の地位向上に力

を注いでいる。 

 

 

2021年、OSAFのオラシオ・エスポシート氏がIFHA副会長に就任 

 
「非常に大きな責任を伴う任務で、地域的に活動

し、国際レベルで南米を代表できることは、大変名

誉なことです」とロッシ氏は語る。「私たちの地域の

特別な利益とIFHAの戦略的なガイドラインとを調和

させていく必要があります。この地域には、生産を重

視する部分、競走を重視する部分など、さまざまな

競馬の仕組みがあり、決して容易なことではありませ

ん。ある部分で利害が一致しても、ある部分では

視点が異なり、共通項を見出すことが難しいとい

ったケースもあります」 

 

「IFHAの会員になることで、ラテンアメリカは世界

の他の地域に統合され、IFHAの様々な諮問委

員会とIFHA執行協議会に我々の代表が参加で

きるようになりました。これによって、IFHAで設定

される勧告に恒久的に沿うことができるだけでな

く、他の地域の会員やIFHAの専門家とダイナミッ

クに連携し、相互の目標を達成し、地域的に競

馬というスポーツを改善させ、世界的にその地位

を高めていくことができるのだと思います」 
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過去数十年にわたり、OSAFが改善を図ってきた重

要なテーマは、サラブレッドと騎手のドーピング対策で

ある。OSAFの獣医師・競馬分析化学者委員会が、ドー

ピングコントロールと馬の福祉に取り組むために2009

年に設立された。そして2013年、OSAFは加盟競馬場

におけるグループ1、グループ2、グループ3の競走に

おいてはラシックスの使用を禁止するという調和を完

了させた。 

 

また、2014年にはOSAFの競馬主要国であるアルゼ

ンチン、ブラジル、チリ、ペルー、ウルグアイのすべての

ブラックタイプ競走について、IFHAが定めた勧告にし

たがい、すべての加盟競馬場における鞭の使用規制

に関するルール調和を達成した。 

 

翌年、OSAFは加盟国の騎手に対してドーピング

コントロールとアルコールチェックの実施も導入して

いる。その後、2016年にOSAFの代表者が、IFHAの

競馬ルールの国際調和委員会および馬の国際間移

動に関する委員会に参加した。 

 

OSAFの会長を務めるカルロ・ロッシ氏 

  「OSAFは常にIFHAが定めた戦略的ガイドライ

ンにしたがっており、過去10年間はドーピングコン

トロール、パターン競走の質的管理、ルール調和

といった優先事項に特に力を入れてきました」とロ

ッシ氏は話す。「OSAFは、IFHAの課題と優先順位

を完全に一致させており、我々の現在の焦点は、

禁止物質の管理、パターン競走の質的管理、馬と

騎手の福祉、そして鞭の使用禁止に設定されて

います」と述べた。 

 

2019年以降、加盟競馬場のすべてのグループ

競走の薬物検査は、IFHAリファレンスラボによって

実施されるようになった。パンデミックの影響を受

けているが、OSAFがアルゼンチンのサンイシドロ

競馬場をIFHAのリファレンスラボの1つに指定され

るための取り組みを進めている。 

 

「2017年、IFHA内のドーピングコントロールの

専門家が設定した一連の技術的・分析的要件

にしたがい、これを実現するためのガイドライン

が設定されました 。2018年と2019年に、サンイシ

ドロの研究所は薬物検査のための新たな機器を

取得し、他のIFHAリファレンスラボの専門家の指

導の下、分析化学者のさらなるトレーニングに着

手し、競馬場内に改装された新たな研究所を開

設しました」とエスポシート氏は解説する。 

 

「その後、IFHAの認証取得に向けて動き出

し、多くの改革が行われましたが、パンデミックや

経済的な理由により、この壮大な計画の推進は

遅れています。さらに、特殊な検査機器を導入

し、IFHAの認証を取得する予定ですが、残念な

がら、今はすべてがストップしています」 

 

世界経済の現実は、南米競馬にも別の意味

で影響を与えている。近年、競馬の水準は驚く

ほど上がっているが、それでも他の大陸から出

走馬を集めるのは難しい。そのため、南米の馬

が国外に遠征しない限り、世界的な比較が難し

く、現地の育成プログラムにもプラスにならない。 
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「100年以上の歴史を持つ業界ではありますが、国

内の財政状況は芳しくなく、他の世界の国や地域と

は比較にならないでしょう」とエスポシート氏は言う。

「そのため、他地域から南米に出走してくる馬がいな

いのです」 

 
「そして、馬を売却するため、あるいは馬主が海外

競走に出走させるために、より魅力的な競走市場に

馬を輸出する必要性に迫られています。そうすると、

競馬産業の良好な発展を維持し、達成することが更

に困難になってくるのです」 

 
今年67歳になる2人にとって、これらは簡単な仕事

ではない。しかし、ロッシ氏とエスポシート氏は、この

地域の地位を高めることに情熱を注いでいる。 

 
チリ出身のロッシ氏は、プロのビジネスエンジニアで

あり、チリとラテンアメリカの複数の異なる企業の役員を

務める。彼の祖父は1945年にアルピノスタッドを設立

し、現在ロッシ氏はそのオーナーでもある。バルパライソ

スポルティングクラブはOSAFの創設メンバーであり、ロ

ッシ氏は1994年に取締役に就任、その後、社長に就任し

ている。 

 

「私は1940年代から競馬事業を始めたとても伝統的な

家系出身であることは事実です」とロッシ氏は話す。 

 

「この伝統を受け継ぐことができるのは、私にとって光

栄なことです。サラブレッドへの愛と競馬への情熱を

傾け、私の国や地域のすべてにおいて、このスポーツ

にポジティブな変化をもたらすことに貢献できる場所で

仕事をすることができるのです。家族と国民に敬意を

表しているような気分です」 

 

アルゼンチン出身のエスポシート氏は、商務省、国際

関係省、アルゼンチン上院経済委員会委員長顧問など

の要職を歴任した。2006年には南米との放送権に焦点を

当てたラテンアメリカレーシングチャンネル（LARC）を設

立。LARCのメンバーとして、競馬産業界のあらゆる側面

を促進するために4つの国際会議を開催した。 

 

「この情熱は、何年も前にウルグアイのマローニャス競

馬場の改修工事を主導しなければならなかったのが発端

です。その後、競馬場のCEOや役員を務めることになりま

した」とエスポシート氏は語る。「チリ、ウルグアイ、アルゼ

ンチンなど、馬を生産する国の家族や友人たちともその

情熱を共有しています」 

 

「しかし、世界中を旅して、サラブレッドのオーナーに

なることがいかに大変なことであるかを知ることができた

のが、私を突き動かしてきたのだと思います。そして、も

ちろん、自分の馬が南米を超えて活躍することを常に

夢見ています」 

 

4月2日にチリ競馬場で開催されるラテンアメリカ大賞

（G1）は、南米競馬を国際舞台で活躍させるための原動

力となるイベントである。このレースは、毎年異なる南米の

競馬場で開催され、少なくとも5つの国の馬が競い合う。 
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ロッシ氏は「色々な意味でこの地域で最も重要な競

走です」と語る。「まず、最も平均視聴率の高いレース

であり、私たちの競馬国から最高峰の馬が参戦する

レースです。そして、世界で唯一、毎年国や競馬場を

変えて開催されるグループ1レースでもあります」 

 

「2016年からはオープン競走となり、世界中のどこの

馬でも出走できるようになりました。これによって、スポ

ンサーや海外メディアから注目されるだけでなく、年々

参戦希望も増えてきており、当レースや当地にとって

大きな成果となっています。実際、南米馬が優勝すれ

ばそれは付加価値となり、他地域へ遠征する馬の評価

にも一石を投じることになります」 

 

昨年度優勝馬のアエロトレムはサウジカップ（G1）で

も5着と健闘したように、その代表例である。 

「サウジカップでの成績と、ラテンアメリカ大賞を

制し、国際競走に招待されたことは、私にとって大

きな功績です」とエスポシート氏は述べた。「これは

私たちにとっては、普通のことではないのです」 

 

アエロトレムは次走に3月26日のドバイワールドカ

ップ（G1）に出走する予定で、南米の競馬の更なる

世界へ広がりにも貢献することになる。 

 

「この10年間で、私たちの競馬は馬の輸出や世

界各国への映像配信などより、国際的になってきま

した。これはまさに、輸出にあたって、質の高い競

馬というスポーツを保証するために、OSAFとそのメ

ンバーが行ってきた努力の賜物でしょう」とロッシ氏

は述べた。「我々は、世界中で適用されているのと

同じ条件、ルール、質的管理の下で運営しており、

すべての競馬ファンは、自分たちが慣れ親しみ、

愛するものをどこでも見ることができるのです」 

 

 

 

アエロトレムは2021年のラテンアメリカ大賞（G1）を制し、2022年から海外遠征に挑んでいる 
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2021年ロンジンワールドベストレ

ースホース・ニックスゴーのホーム 
2021年ロンジンワールドベストレースホースとなった

ニックスゴーは、1月のペガサスワールドカップ（G1）で2

着となった後引退、ケンタッキー州のテイラーメイド牧

場へ移動した。種牡馬担当マネージャーを務め、テイ

ラーメイドで15年のキャリアを持つトラビス・ホワイト氏

が、ニックスゴーが牧場にとってどういう意味を持つの

か、新たな種牡馬生活に適応しているのか、競馬のグ

ローバル性などの質問に答えた。 

 

2021年ロンジンワールドベストレースホース・ニックス

ゴーはケンタッキー州のテイラーメイド牧場で繋養 

 

Q：テイラーメイドが2021年のロンジンワールドベ

ストレースホースの本拠地となることは、どのよう

な意味を持つのでしょうか？ 

 
A: ロンジンワールドベストレースホースとしてキャリ

アを終えることができ、そのような馬が牧場にいる

ことは素晴らしいことだと思っています。グローバ

ル化すればするほど、業界全体は健全になって

いきます。もちろん、北米では解決しなければな

らない問題もありますが、特にダートでは、世界で

最も優れた競走馬を送り出し続けています。 

 

それを国際的な舞台で見せることができるのは、

いつでも良いことだと思っています。最終的に

は、彼のような馬を8頭から10頭、種牡馬として繋

養していきたいものですが、なかなか難しいです

ね。キャッシュフローが無限にある他の牧場と競

争しなければならないわけですが、私たちはその

ような立場にはありません。彼のような馬を持つこ

とは名誉であり、種馬場経営に役立つだけでなく、

新規顧客を獲得することで、セリビジネスの向上にも

繋がっていきます。彼のような馬がいれば、質の高

い生産者や馬主が繁殖を求めてくるでしょう。この馬

は、私たちが望んでいたもの、そして商業ブリーダ

ーが望んでいると思われるものをすべて併せ持って

います。このことがセリや競馬場でも生かされること

を願っています。 

 

Q：ニックスゴーはアメリカで競走馬として活躍しました 

が、韓国馬事会（KRA）の所有馬です。テイラーメイ   

ドは以前からKRAと関係があったのでしょうか？ 

 

A: KRAの北米におけるレーシングマネージャーはジュ  

ン・パク氏です。彼はこの地域のブラッドストックエー 

ジェントで、セリに参加し、皆と顔見知りになり、特に 

ブルックス・テイラー氏とはかなり良い関係を築いて 

いました。 

 

ただ、その時は馬を売りたいのか、シンジケートを組 

みたいのか、それともただ馬を飼育したいのか、その 

辺の事情は分かりませんでした。最終的には、ニック 

スゴーの所有権を100％維持したまま、馬を預かって 

欲しいと言われました。それは、私たちにとっても魅 

力的な話でした。このような良い馬に関わりたいだけ 

でなく、KRAのことも考えてのことでした。本当にうま 

くいっています。 

 

競馬はどんどん国際化しているし、今後もさらに国際  

化を図っていくことが非常に重要だと思います。昨年の   

ブリーダーズカップで日本馬が大活躍したことを見て  

も、日本人がセリで高額な牝馬を買うことに積極的にな 

っているのは明らかでしょう。 

昨年11月のセリでも、オーストラリア人の取引が非 

常に活発でした。生産者にとって非常に重要なこと  

です。そのような人たちが、私たちのセリに参加し、 

日本やヨーロッパ、サウジアラビア、オーストラリアな 

ど、世界のどこでも成功できるような馬を提供できるこ 

と、それが私たちの使命でもあります。国際的な関心 

を集めることは、私たちのコアビジネスにとって非常 

に重要なことです。 
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Q：ブラッド・コックス調教師は、ニックスゴーは、調教 

中は敏感であるが、馬房ではとても落ち着いた

馬だとIFHAの取材で語っていました。彼の牧場で

の様子はどうでしょうか？ 

 

A：その性格は、少なくとも種牡馬生活の初期段階 

では確実に受け継がれていますよ。彼はとても穏 

やかで馬房やパドックにいるのがとても好きなよう 

です。 

 

とはいえ、一度、繁殖用施設への道に連れ出 

すと、彼は自分が何のためにそこにいるのかを理 

解し、それを楽しもうとするようにも見えます。そし 

て、種付もとても上手にこなします。仕事はきっ 

ちりこなし、種付に時間を掛けることもない。 

 

自分が何をすべきかをよく分かっているようで 

す。うまく順応し、プロフェッショナルであり続け 

ています。既に予約も一杯で、今年も多く 

の繁殖牝馬と交配することになるでしょう。 

 

また、天候が許す限り、できるだけ馬を外に出 

してあげたいと考え、春に近づきつつある現在は、 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

2021年ロンジンブリーダーズカップクラシック（G1）で 

見事に優勝したニックスゴー 

 

夜間放牧も行い、翌朝にシャワーし、朝食を与えて 

います。それから種付を開始します。その合間も、なる 

べく屋外で過ごさせるようにしています。普段は朝 

一番で種付を行い、昼食後にも、必要であれば午 

後遅くに3回目のセッションを行います。とても扱い 

やすい馬で、今のところとても順調ですよ。 

 

Q：ニックスゴーはブリーダーズカップクラシック（G1） 

を勝った後、休養に入りましたが、ペガサスワール 

ドカップに向けて再び調教を開始しました。引退 

後すぐに繁殖シーズンが始まる場合では、 

これまでとは違うやり方が必要なのでしょうか？ 

 
A：理想を言えば、繁殖期が始まる前には牧場に入 

り、徐々にテストブリーディングをしながら、慣れさ 

せていくものだと思います。しかし、今の時代、高 

額な賞金レースが年明け早々に開催されることもあ 

って、少し状況は変わりつつあります。高額な賞金 

だから仕方がないですが。 

以前、カリフォルニアクロームでも同じ形で対応しま  

したが、まったく問題はありませんでした。ガンラン 

ナーも同様です。 

 

ニックスゴーは土曜日にペガサスワールドカップ  

に出走し、月曜日の朝にはこの牧場にやってき 

ました。数日、放牧してリラックスさせ、当該週の 

後半からテストブリーディングに入り、繁殖期に向 

けて準備を進めました。10日ほどしか時間がなか 

ったのですが、彼は新たな仕事にすぐに馴染ん 

でくれました。 
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Q：テイラーメイドにとって、ニックスゴーの魅力とは？ 

 

A：彼は、昨今の市場が求めるもの、つまりスピ  

ードと速いダートにとてもマッチしていると思い 

ます。そして、それを次世代へ伝える能力もあ 

ります。 

 

皆が望んでいるのは、ケンタッキーダービ 

    ーやブリーダーズカップクラシックを勝てる可

能性のあるダート馬です。多くの人は、彼が幼

駒の頃にどれだけ優れていたかを忘れている

かも知れません。2歳時にキーンランドのG1を

勝ち、ブリーダーズカップジュベナイル（G1）

でも2着に好走しました。 

 

これだけで、種牡馬として十分に価値のあるも

のですが、2020年のブリーダーズカップダート

マイル（G1）でキーンランドのコースレコー 

ドを樹立し、2021年にはサラトガで最も権威の 

ある古馬ハンデ戦、ホイットニーステークス 

（G1）、そしてアメリカ最大のレースであるブリ 

ーダーズカップクラシックを勝ち上がってきた 

のです。彼はこうした偉業を実現できた数少 

ない馬の一頭です。そのすべてを組み合わ 

せたものが、彼のパフォーマンスであり、実績 

なのです。 

 

また、ジョエル・ロザリオ騎手との相性も抜群 

でした。ニックスゴーには、コーナーを上手 

に回る能力があり、コーナー立ち上がりでライ 

バルに3、4馬身差をつけることがありました。 

そのスピードを約2000ｍ維持できるのは、 

本当にすごいことだと思います。 
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2021年 ロンジンワール

ドレーシングアワード 
ロンジンと国際競馬統括機関連盟（IFHA）は、1月

25日に2021年ロンジンワールドレーシングアワードの

バーチャルセレモニーを開催した。 

 

スイスの時計ブランドとIFHAが共同で主催する

ロンジンワールドレーシングアワードは、前年のトッ

プ競走、競走馬、騎手を表彰するもので、今年で9

回目を迎えた。 

 

イギリス・ニューマーケットの国立競馬博物館か

ら、プレゼンターであるフランチェスカ・クマーニ女

史が、2021年ロンジンワールドベストレースホース

のタイトルはニックスゴーに、2021年ロンジンワール

ドベストレースにはフランスの凱旋門賞（G1）がその

栄誉に輝いたことを発表した。セレモニーでは、ラ

イアン・ムーア騎手が2021年ロンジンワールドベス

トジョッキーに選ばれ、表彰された。 

 

ニックスゴーは2021年、129のレーティングで終え

た。その評価を得たのは、昨年最後の出走となった

ブリーダーズカップクラシック（G1）であった。ニックス

ゴーは、昨年1月にペガサスワールドカップ（G1）を制

し、シーズンのスタートからブリーダーズカップでの圧

勝劇まで、ホイットニーステークス（G1）、プレーリーメ

ドウズコーンスカーハンデ（G3）、ルーカスクラシック

（G3）に勝利していた。 

 

ブラッド・コックス調教師は「彼はとても気品があり、

賢い馬です。ブリーダーズカップクラシックを前に、

我々は大きな自信を持っていました。非常に良い調

教もできました。最終的には、このクラシックが、彼を

世界トップクラスの馬に押し上げるレースとなりました」

と話した。 

 

「本当に素晴らしい1年でした。今回の受賞は、

彼が2021年で達成したことの頂点に立つもので

す。 

 

 

ニックスゴー：2021年ロンジンワールドベストレースホース 

 

この賞の過去の受賞馬、世界チャンピオンた

ちと肩を並べたのは本当に名誉なことです。トッ

プに立つことは真の名誉であり、私たちはとても

誇りに思います」 

 

ニックスゴーは2022年にペガサスワールドカッ

プで2着した後、引退し、ケンタッキー州のテイラ

ーメイドファームで繁殖入りした。 

 

2位は欧州のアダイヤー、ミシュリフ、セントマー

クスバシリカの3頭が並び、いずれも127のレーティ

ングで2021年を締めくくった。アダイヤーはキング

ジョージ6世＆クイーンエリザベスステークス（G1）

を、ミシュリフはインターナショナルステークス（G1）

を、セントマークスバシリカはエクリプスステークス

（G1）を勝ったことでこのレーティングを獲得した。 

 

セントマークスバシリカはアイルランドのクールモ

アでスタッドインし、アダイヤーとミシュリフは引き続

き、2022年も現役を続行する。ミシュリフは、サウジ

カップ（G1）に出走した後、既にイギリスに帰国し

ている。アダイヤーはまだ今年初戦を迎えていな

い。
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2021年のベストレースホースの第5位となったの

は、現役最後の出走となったジャパンカップ（G1）を2

馬身差で制し、レーティング126を獲得した日本のコ

ントレイルである。同馬は社台スタリオンステーション

でスタッドインした。 

 

ロンジンワールドベストレースホースランキングは、ト

ップレースにおける馬のパフォーマンスに応じ、国際ハ

ンデキャッパーにより設定されている。2021年には、14

カ国で調教された279頭の馬が115以上のレーティング

を獲得した。ロンジンワールドベストレースホースランキ

ングのすべてのリストと詳細情報は、IFHAのウェブサイ

トから入手できる。 

 

また、ロンジンワールドレーシングアワードでは、フラ

ンスのパリロンシャンで開催された凱旋門賞（G1）がレ

ーティング（124.75）を獲得し、2021年のロンジンワール

ドベストホースレースに選ばれ、表彰された。 

同賞は、国際ハンデキャッパーで構成される委員

会が定めた、レーティングの高いグループ1の国際

競走の中から、最もレーティングの高いレースを表

彰するものである。各レースの上位4着までのレー

ティングが評価基準となっている。 

 

凱旋門賞の受賞は2015年、2017年、2018年、

2019年に続き、今回で5回目となる。2016年にはア

メリカのブリーダーズカップクラシック（G1）が、2020

年にはイギリスのインターナショナルステークス

（G1）が受賞している。 

 

「2021年の凱旋門賞は、第100回を祝福する特

別なリニューアルとなりました。ワールドベストレー

スホースの栄冠に輝いたことは、間違いなく大き

な喜びです。凱旋門賞がこのタイトルを獲得した

ことは、フランスギャロとフランス競馬にとって光栄

で、大きな誇りです」とフランスギャロのCEOオリビ

エ・デロワ氏は語った。 

 
 

 
フランスの凱旋門賞（G1）が5度目のロンジンワールドベストホースレースに選出される
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アワードショーに関連して、IFHAは、毎年恒例のグ

ループ1およびグレード1レースのトップ100リストを発表

した。2021年は、12カ国、41の競馬場で開催された世

界の主要レースがトップ100に名を連ねた。オーストラリ

アが25レースでトップ、以下、米国（19）、英国（17）、日

本（11）、香港（8）、フランス（5）、ドイツ（4）、南アフリカ

（(4）、アイルランド（3）、アラブ首長国連邦（2）、ニュー

ジーランド（1）、ウルグアイ（1）と続く。 

 

授賞式では、ライアン・ムーア騎手もロンジンワー

ルドベストジョッキーオブザイヤーに選ばれ、表彰さ

れた。ロンジンベストジョッキーのタイトルは、ロンジ

ンワールドベストレースホースランキング委員会がそ

の年に定めたトップ100のグループ1およびグレード1

競走での成績に基づいて決定される。 

なお、ムーア騎手は2014年と2016年にもロンジンワー

ルドベストジョッキーに選ばれている。 

 

2021年、ムーア騎手は世界のトップ100のグループ

レースまたはG1レースのうち以下の6競走に勝利したこ

とで獲得したものである。…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）、ダイヤモンドジ

ュビリーステークス（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

ーテークス（セントマークスバシリカ） 

 

「競馬はグローバルなスポーツであり、世界のレー

スに参戦することがとても大事であると、騎手生活を

通じて常に感じています。結局のところ、これらの賞

は自分が乗っている馬のおかげなのです」 

 

「世界中の素晴らしい馬主のもとで、優秀な馬に乗

れることは、とても幸運なことです。馬がいなければ何

もできないので、彼らのおかげに他なりません」 

 

このポイントは上位3位までの騎手に与えられるもの

で、ムーア騎手は年間合計112ポイントを獲得。ウィリア

ム・ビュイック騎手は104ポイントで僅差の2位、ジェーム

ズ・マクドナルド騎手は96ポイントで、3位でこの年を終

えた。68ポイントを超える騎手は他にいなかった。 



 

 

 



 

 

 
 

2022年のロンジンワールドベストレースホースランキ

ング第1回をリードするのはライフイズグッド。1月のペガ

サスワールドカップ(G1）で2021年ロンジンワールドベス

トレースホースであるニックスゴーに勝利し、レーティン

グ124を獲得した。 

 

ペガサスワールドカップでは、ライフイズグッドが3

馬身1/4差の圧勝を収めた。この4歳馬は次走、ドバイ

ワールドカップ（G1）に出走する予定である。 

 

レーティング120で2位につけているのは、エンブレム

ロードとホームアフェアーズである。エンブレムロードは

サウジカップ（G1）でこのレーティングを獲得した。この

サウジアラビア調教馬は、119のカントリーグラマーと117

のミッドナイトバーボンに半馬身差で勝利した。オースト

ラリアでは、ブラックキャビアライトニング（G1）でホーム

アフェアーズがレーティング119のネイチャーストリップを

短頭差で破った。 

 

カントリーグラマーとネイチャーストリップのほかにも、

5頭が119の評価で同率4位となっている。それらはジェ

ットダーク、マンダルーン、マンオブプロミス、スピーカー

ズコーナー、そしてザーキである。 

 

次回の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」

は、4月14日（木）に発表される予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフイズグッドは今年最初の出走で124のレーティングを獲得した 
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