
グランダム・ジャパン2021日程 別紙１

シーズン 競走名 開催場 距離 交流範囲 ポイント区分

2021年3月23日 火 若草賞 名古屋 1,400m 全国 ★★

2021年3月31日 水 桜花賞 浦和 1,600m 全国 ★★

2021年4月4日 日 ル・プランタン賞 佐賀 1,800m 全国 ★★

2021年4月21日 水 東海クイーンカップ 名古屋 1,800m 全国 ★★

2021年4月28日 水 東京プリンセス賞 大井 1,800m 南関東 ★

2021年5月13日 木 のじぎく賞 園田 1,700m 全国 ★★

2021年5月16日 日 留守杯日高賞 水沢 1,600m 全国 ★★

2021年6月16日 水 関東オークス 川崎 2,100m 指定交流 ★★★

2021年5月23日 日 佐賀ヴィーナスカップ 佐賀 1,400m 全国 ★★

2021年7月8日 木 スパーキングレディーカップ 川崎 1,600m 指定交流 ★★★

2021年7月15日 木 ノースクイーンカップ 門別 1,800m 全国 ★★

2021年7月23日 祝金 兵庫サマークイーン賞 園田 1,700m 全国 ★★

2021年8月10日 火 読売レディス杯 金沢 1,500m 全国 ★★

2021年8月12日 木 ブリーダーズゴールドカップ 門別 2,000m 指定交流 ★★★

2021年8月29日 日 ビューチフルドリーマーカップ 盛岡 2,000m 全国 ★★

2021年9月2日 木 秋桜賞 名古屋 1,400m 全国 ★★

2021年10月7日 木 レディスプレリュード 大井 1,800m 指定交流 ★★★

2021年9月23日 祝木 園田プリンセスカップ 園田 1,400m 全国 ★★

2021年10月14日 木 エーデルワイス賞 門別 1,200m 指定交流 ★★★

2021年10月28日 木 ラブミーチャン記念 笠松 1,600m 全国 ★★

2021年11月9日 火 ローレル賞 川崎 1,600m 全国 ★★

2021年11月14日 日 プリンセスカップ 盛岡 1,400m 全国 ★★

2021年12月31日 金 東京2歳優駿牝馬 大井 1,600m 全国 ★★★

施行日

３歳

古馬

２歳



　【ポイント制について】 別紙2

ポイント表①　★★★　最終戦およびダートグレード競走

着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外
着順が

無い場合

ポイント 20 15 10 7 5 2 0

ポイント表②　★★　他地区で行われる全国交流競走　（ポイント①の場合を除く）

着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外
着順が

無い場合

ポイント 15 9 7 5 3 1 0

ポイント表③　★★　自地区で行われる全国交流競走　（ポイント①の場合を除く）

着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外
着順が

無い場合

ポイント 10 6 4 2 1 0 0

ポイント表④　★　地区限定重賞競走

着順 1着 2着 3着 4着 5着 着外
着順が

無い場合

ポイント 7 4 3 2 1 0 0

エクストラポイント表（ポイント表①に加算）　★★★　３歳・古馬シーズン最終戦

着順 地方馬最先着 地方馬内2位 地方馬内3位

ポイント 15 10 5

　　（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。



　【ボーナス賞金】　総額　2600万円　 別紙3

300万円 400万円 1000万円

馬主　  270万円 馬主　  360万円 馬主　  900万円

調教師　 30万円 調教師　 40万円 調教師 100万円

200万円 200万円 200万円

馬主　  180万円 馬主　  180万円 馬主　  180万円

調教師　 20万円 調教師　 20万円 調教師　 20万円

100万円 100万円 100万円

馬主　    90万円 馬主　    90万円 馬主　    90万円

調教師　 10万円 調教師　 10万円 調教師　 10万円

　【ボーナス条件について】

以下の要件をすべて満たしている馬が対象。

　・それぞれの年齢区分の競走に２回以上出走している馬。

　・それぞれの年齢区分のいずれかの競走で３着以内となっている馬。

　・当該馬に係るグランダム・ジャパンの最終出走時点で地方競馬所属の馬。

　【協賛】

社台スタリオンステーション

（一社）ジャパンブリーダーズカップ協会

日高軽種馬農業協同組合

　【地区の区分】

2位

3位

2歳 3歳 古馬

1位

2位

3位

1位

2位

3位

1位

地区 北海道 東北 南関東 北陸・東海・近畿 四国 九州

競馬場 門別 盛岡・水沢

浦和

船橋

大井

川崎

金沢

笠松

名古屋

園田・姫路

高知 佐賀


