
近年、世界中で近年、世界中で牝馬牝馬が大活躍が大活躍

ゼニヤッタゼニヤッタゼニヤッタゼニヤッタ（（（（2010アメリカ年度代表馬）、アメリカ年度代表馬）、アメリカ年度代表馬）、アメリカ年度代表馬）、レイチェルアレクサンドラレイチェルアレクサンドラレイチェルアレクサンドラレイチェルアレクサンドラ（（（（2009 同）同）同）同）

ゴルディコヴァゴルディコヴァゴルディコヴァゴルディコヴァ（（（（ 2010ヨーロッパ年度代表馬）ヨーロッパ年度代表馬）ヨーロッパ年度代表馬）ヨーロッパ年度代表馬）、、、、ザルカヴァザルカヴァザルカヴァザルカヴァ（（（（ 2008 同同同同））））

ブエナビスタブエナビスタブエナビスタブエナビスタ （（（（2010JRA年度代表馬）、年度代表馬）、年度代表馬）、年度代表馬）、ウオッカウオッカウオッカウオッカ（（（（2008～～～～ 09 同）同）同）同）

そして地方競馬でもそして地方競馬でもそして地方競馬でもそして地方競馬でも

ラブミーチャンラブミーチャンラブミーチャンラブミーチャン（笠松）（笠松）（笠松）（笠松） ・・・・・・・・全日本全日本全日本全日本2歳優駿歳優駿歳優駿歳優駿/兵庫ジュニアグランプリ兵庫ジュニアグランプリ兵庫ジュニアグランプリ兵庫ジュニアグランプリ

ユキチャンユキチャンユキチャンユキチャン（川崎）・・（川崎）・・（川崎）・・（川崎）・・関東オークス関東オークス関東オークス関東オークス/クイーン賞クイーン賞クイーン賞クイーン賞/TCK女王盃女王盃女王盃女王盃 がががが活躍活躍活躍活躍

2011年も年も年も年も地方競馬は、更なる牝馬の活躍馬輩出を目指して地方競馬は、更なる牝馬の活躍馬輩出を目指して地方競馬は、更なる牝馬の活躍馬輩出を目指して地方競馬は、更なる牝馬の活躍馬輩出を目指して

牝馬重賞シリーズ牝馬重賞シリーズ牝馬重賞シリーズ牝馬重賞シリーズ 「「「「GRANDAME  – JAPAN」」」」 を実施します。を実施します。を実施します。を実施します。

「「「「GRANDAME - JAPAN」とは・・」とは・・」とは・・」とは・・
フランス語の「GRANDE（偉大な）」と「DAME（婦人）」を合わせた造語。牝馬競走の振興

と牝馬の入厩促進を図るため、全国各地で行われる牝馬重賞を世代別に体系づけ、

競走成績によりポイントを付与。2歳、3歳、古馬の世代別ポイント獲得上位馬に対し、
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と牝馬の入厩促進を図るため、全国各地で行われる牝馬重賞を世代別に体系づけ、

競走成績によりポイントを付与。2歳、3歳、古馬の世代別ポイント獲得上位馬に対し、
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日高軽種馬農業協同組合日高軽種馬農業協同組合日高軽種馬農業協同組合日高軽種馬農業協同組合

協協協協 賛賛賛賛
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競走成績によりポイントを付与。2歳、3歳、古馬の世代別ポイント獲得上位馬に対し、

協賛各団体から㈳日本軽種馬協会を通じボーナス賞金が授与されます。

【【【【ボーナス賞金ボーナス賞金ボーナス賞金ボーナス賞金】】】】 総額総額総額総額 ２８００万円２８００万円２８００万円２８００万円

【【【【シリーズ日程シリーズ日程シリーズ日程シリーズ日程】】】】・・・・【【【【ポイント制ポイント制ポイント制ポイント制】】】】 別紙のとおり

競走成績によりポイントを付与。2歳、3歳、古馬の世代別ポイント獲得上位馬に対し、

協賛各団体から㈳日本軽種馬協会を通じボーナス賞金が授与されます。

【【【【ボーナス賞金ボーナス賞金ボーナス賞金ボーナス賞金】】】】 総額総額総額総額 ２８００万円２８００万円２８００万円２８００万円

【【【【シリーズ日程シリーズ日程シリーズ日程シリーズ日程】】】】・・・・【【【【ポイント制ポイント制ポイント制ポイント制】】】】 別紙のとおり

2歳歳歳歳 3歳歳歳歳 古馬古馬古馬古馬

1位 ３００万円３００万円３００万円３００万円
（馬主270万円/調教師30万円）

1位 ５００万円５００万円５００万円５００万円
（馬主450万円/調教師50万円）

1位 １０００万円１０００万円１０００万円１０００万円
（馬主900万円/調教師100万円）

2位 ２００万円２００万円２００万円２００万円
（馬主180万円/調教師20万円）

2位 ２００万円２００万円２００万円２００万円
（馬主180万円/調教師20万円）

2位 ３００万円３００万円３００万円３００万円
（馬主270万円/調教師30万円）

3位 １００万円１００万円１００万円１００万円
（馬主90万円/調教師10万円）

3位 １００万円１００万円１００万円１００万円
（馬主90万円/調教師10万円）

3位 １００万円１００万円１００万円１００万円
（馬主90万円/調教師10万円）

地方競馬全国協会

企画部 競走事業課

ＴＥＬ 03-3583-6846

ＦＡＸ 03-3585-0481

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先



地地地地 区区区区 9月月月月 10月月月月 11月月月月 12月月月月

北海道

10/13（木）門別 ★★★
エーデルワイス賞JpnⅢ
中央・地方全国交流
1,200m  2,000万円

南関東

11/11（金）川崎
ローレル賞
地方全国交流 ★★
1,600m 1,000万円

12/31（土）大井（土）大井（土）大井（土）大井
東京東京東京東京2歳優駿牝馬歳優駿牝馬歳優駿牝馬歳優駿牝馬
地方全国交流地方全国交流地方全国交流地方全国交流 ★★★
1,600m 2,000万円万円万円万円

北陸・東海
近畿・中四国

9/22（木）園田
園田プリンセスカップ
地方全国交流 ★★
1,400m 250万円

12/12（月）笠松
プリンセス特別
地方全国交流 ★★
1,600m 200万円

地地地地 区区区区 3月月月月 4月月月月 5月月月月 6月月月月

東北

5/2（月）水沢
日高賞
地方全国交流 ★★
1,600m 250万円

南関東

3/23（水）浦和
桜花賞
地方全国交流 ★★

5/12（木）大井
東京プリンセス賞
南関東限定 ★

6/15（水）川崎（水）川崎（水）川崎（水）川崎 ★★★
関東オークス関東オークス関東オークス関東オークスJpnⅡⅡⅡⅡ
中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流

2歳歳歳歳（2011年・秋）

3歳歳歳歳（2011年・春）

『『『『GRANDAME-JAPAN  2011』』』』
シリーズ対象競走シリーズ対象競走シリーズ対象競走シリーズ対象競走

【凡例】
★★★：ポイント表①を適用
★★ ：他地区所属馬→ポイント表②を適用

自地区所属馬→ポイント表③を適用
★ ：ポイント表④を適用

※地区の区分は次頁をご参照ください。

南関東 地方全国交流 ★★
1,600m 2,500万円

南関東限定 ★
1,800m 2,000万円

中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流
2,100m 3,200万円万円万円万円

北陸・東海
近畿・中四国

3/28（月）福山
若草賞
地方全国交流 ★★
1,800m 350万円

5/19（木）園田
のじぎく賞
地方全国交流 ★★
1,700m 350万円

九州

4/18（月）佐賀
ル・プランタン賞
地方全国交流 ★★
1,800m 300万円

地地地地 区区区区 7月月月月 8月月月月 9月月月月

北海道

7/28（木）門別
ノースクイーンカップ
地方全国交流 ★★
1,800m 300万円

東北

8/29（月）水沢
ﾋﾞｭｰﾁﾌﾙ・ﾄﾞﾘｰﾏｰｶｯﾌﾟ
地方全国交流 ★★
1,900m 400万円

南関東

7/6（水）川崎（水）川崎（水）川崎（水）川崎 ★★★
ｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｰｶｯﾌﾟｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｰｶｯﾌﾟｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｰｶｯﾌﾟｽﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾚﾃﾞｨｰｶｯﾌﾟJpnⅢⅢⅢⅢ

中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流
1,600m 2,500万円万円万円万円

9/29（木）大井（木）大井（木）大井（木）大井 ★★★
レディスプレリュードレディスプレリュードレディスプレリュードレディスプレリュード
中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流中央・地方全国交流
1,800m 2,100万円万円万円万円

北陸・東海
近畿・中四国

7/19（火）金沢（予定）
読売レディス杯
地方全国交流 ★★
1,500m 400万円

8/4（木）園田
兵庫サマークイーン賞
地方全国交流 ★★
1,700m 400万円

8/25（木）名古屋
秋桜賞
地方全国交流 ★★
1,800m 400万円

古馬古馬古馬古馬（2011年・夏～秋）



着着着着 順順順順 1着着着着 2着着着着 3着着着着 4着着着着 5着着着着 着外着外着外着外 着順がない着順がない着順がない着順がない
場場場場 合合合合

ポイントポイントポイントポイント 20 15 10 7 5 2 0

シリーズ対象競走に2戦以上出走し、かつ、いずれかの競走に
おいて3着以内に入っていること。

着着着着 順順順順 1着着着着 2着着着着 3着着着着 4着着着着 5着着着着 着外着外着外着外 着順がない着順がない着順がない着順がない
場場場場 合合合合

ポイントポイントポイントポイント 15 10 7 5 3 2 0

着着着着 順順順順 1着着着着 2着着着着 3着着着着 4着着着着 5着着着着 着外着外着外着外 着順がない着順がない着順がない着順がない

ポイント表① ★★★ 最終戦及びダートグレード競走に適用

ポイント表② ★★
他地区で行われる全国交流競走（ポイント表①が適用される競走を除く）
に出走した場合に適用 （自地区/他地区の区分は下記をご参照ください。）

ポイント表③ ★★
自地区で行われる全国交流競走（ポイント表①が適用される競走を除く）
に出走した場合に適用 （自地区/他地区の区分は下記をご参照ください。）

ポイント制について

ボーナス条件について

地
区

北海道 東北 南関東
北陸・東海・
近畿・中四国

九州

競
馬
場

門別門別門別門別 盛岡・水沢盛岡・水沢盛岡・水沢盛岡・水沢 浦和浦和浦和浦和
船橋船橋船橋船橋
大井大井大井大井
川崎川崎川崎川崎

金沢金沢金沢金沢
笠松笠松笠松笠松
名古屋名古屋名古屋名古屋

園田・姫路園田・姫路園田・姫路園田・姫路
福山福山福山福山
高知高知高知高知

佐賀佐賀佐賀佐賀
荒尾荒尾荒尾荒尾

（注1）同着時のポイントは案分せず、そのまま加算。
（注2）最終ポイントが並んだ場合には、最終戦の着順上位馬をシリーズ上位とする。

着着着着 順順順順 1着着着着 2着着着着 3着着着着 4着着着着 5着着着着 着外着外着外着外 着順がない着順がない着順がない着順がない
場場場場 合合合合

ポイントポイントポイントポイント 7 5 3 2 1 0 0

着着着着 順順順順 1着着着着 2着着着着 3着着着着 4着着着着 5着着着着 着外着外着外着外 着順がない着順がない着順がない着順がない
場場場場 合合合合

ポイントポイントポイントポイント 10 7 5 3 2 1 0

ポイント表④ ★ 地区限定重賞競走に適用

地区の区分


