
カタール・ 
グッドウッドフェスティヴァル

グッドウッド競馬場へようこそ
輝かしい歴史と伝統を誇るグッドウッド競馬場は、しばしば、世界で最も美しい競馬場と描写 

されるほど、人々の心に深く刻まれる独特な雰囲気を持った競馬場です。

グッドウッド競馬場では、これまで２００年以上に渡り、英国競馬における最高クラスのレースが 
多数開催され、競馬ファンを魅了する場となってきました。カタールとのスポンサー契約が結 

ばれたことにより、グッドウッドで行われるレースの賞金が大幅に引き上げられました。賞金の増額
は、上のクラスのレースだけでなく、レース全体の底上げになると、私たちは常に考えています。

王族、セレブ、スポーツ界で活躍する選手たち、政治家、外交官など、グッドウッド競馬場を訪 
れるすべての方が、競馬場で楽しい時間を過ごしています。まさに、これからは、世界中の 
トップオーナーやトレーナーをお招きし、皆様とともに、この素晴らしいフェスティヴァルを、 

世界最高の競馬開催にする時なのです。

The Duke of Richmond and Gordon
リッチモンド公爵とゴードン家



カタールとのスポンサー契約が結ばれ、今年で６年目を
迎えた「カタール・グッドウッドフェスティヴァル」は、国際
競走の日程に欠かせない競馬開催の１つとして、世界で

も認められてきました。
フェスティヴァルのメインイベントであるG1サセックスS（芝１６００ｍ、７月２９日開催）は、マイル路
線における３歳と古馬の精鋭が初めて顔を合わせるレースで、総賞金は、１００万ポンド（約１億３

０００万円）に達します。

また、サセックスSの翌日には、牝馬限定のG1ナッソーS（芝２０００ｍ）が行われます。今年は、橋田
満調教師の管理馬ディアドラが優勝しました。このレースは、しばしば海外遠征馬による勝ち馬が

誕生するレースとなっています。

さらに、フェスティヴァル初日のメインレースは、ヨーロッパのトップステイヤーたちが集結する芝３２
００ｍのG1グッドウッドCです。今年は、ストラディヴァリウスが３連覇を達成しました。

このカタログには、グッドウッド競馬開催に関する様 な々情報が掲載されております。ご不明な点が
ございましたら、グッドウッド競馬場東京事務所（有）リージェント内、もしくは、グッドウッド競馬場

レース部門責任者のエドワード・アーケルまでお問い合わせください。

近いうちに、皆様とグッドウッド競馬場でお目にかかれますことを心より楽しみにしております。

Ed Arkell
エドワード・アーケル

グッドウッド競馬場レース部門責任者



唯一無二の競馬場
グッドウッド競馬場は、馬場メンテナンスの責任者 

エドワード・アーケルが、細部まで目を行き届かせて整備
にあたり、高い技術力を持つ彼のチームのメンバー 

たちが、豊富な経験を生かし、最高品質のコース状態 
を保っています。

最近、グッドウッドの重賞レースで、海外遠征馬が勝利を収めることが多くなってきました。日本 
のディアドラが、２０１９年G1ナッソーSを制する前は、２０１２年に、オーストラリアの牝馬 

オルテンシアが、G2キングジョージSで優勝しました。また、２０１５年のG1サセックスSを制 
したのは、フランスのチャンピオンマイラーであるソロウでしたし、同じくフランスのアルジャジは、 

２０１６年と２０１７年のG３クイーンズプレートを連覇しました。



ウィナーズサークルに戻ってくるストラディヴァリウス
ジョン・ゴスデン調教師の管理馬ストラディヴァリウス 

は、グッドウッドＣ3連覇を達成しました。

グッドウッドカップ（G1） 
2020年7月28日（火）

賞金総額 50万ポンド
１着賞金 283,550ポンド

３歳上
距離 芝２マイル（3200ｍ）
フルゲート １６頭
負担重量 ３歳牡・セン馬：55.34kg/8ストーン10ポンド　３歳牝馬53.98kg/8ストーン7ポンド 

４歳上牡・セン馬：60.32kg/9ストーン7ポンド  
４歳上牝　58.96kg/9ストーン4ポンド

第一回登録 *2020年6月23日正午　登録料2,100ポンド
取り消しステージ *2020年7月7日正午　取消料2,700ポンドを支払う
最終登録 *2020年7月22日正午　登録料1,450ポンド
出馬登録 *2020年7月26日午前10時
過去の優勝馬 2014年　キャヴァルリーマン、良馬場、8頭立て、勝ち時計3:27.07

2015年　ビッグオレンジ、良馬場、11頭立て、勝ち時計3:24.85
2016年　ビッグオレンジ、良馬場、14頭立て、勝ち時計3:24.93
2017年　ストラディヴァリウス、良馬場、14頭立て、勝ち時計3:25.47
2018年　ストラディヴァリウス、良馬場、7頭立て、勝ち時計3:30.56
2019年　ストラディヴァリウス、良馬場、8頭立て、勝ち時計3:29.11

“ ヨーロッパの美しい競馬場というと、 
グッドウッド競馬場とドーヴィル競馬場 
のどちらかでしょう。この２つの競馬場は、 

魅力的で歴史も長い。グッドウッド競馬場は、 
パノラマのような広大な景色が広がり、 

アンジュレーションのあるコースです。本当 
に素晴らしい場所です。”

チーム・ヴェイラー・インターナショナル（米）のバリー・アーウィン氏

*登録日時は、すべてイギリス時間です。
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G1サセックスS優勝　ジョン・ゴスデン厩舎、フランキー・
デトーリ騎乗のトゥーダーンホット

*登録日時は、すべてイギリス時間です。

Ｇ１サセックスＳ 
2020年7月29日（水）

総賞金 100万ポンド
1着賞金 560,200ポンド

3歳上
距離 芝1マイル（1600ｍ）
フルゲート 20頭
負担重量 3歳牡・セン馬：57.60kg/9ストーン1ポンド 　3歳牝：56.24kg/8ストーン12ポンド 　 

4歳上牡・セン馬:60.78kg/9ストーン8ポンド 　 
4歳牝：59.42kg/9ストーン5ポンド

第一回登録 *2020年5月26日正午　登録料3,750ポンド
取消ステージ *2020年7月7日正午　取消料4,500ポンドを支払う
最終登録 *2020年7月23日正午　登録料2,500ポンド
出馬登録 *2020年7月27日午前10時
過去の優勝馬 2013年　トロナード、稍重馬場、7頭立て、勝ち時計1:36.29

2014年　キングマン、良馬場、4頭立て、勝ち時計1:41.75
2015年　ソロウ、良馬場、8頭立て、勝ち時計1:39.18
2016年　ザグルカ、良馬場、10頭立て、勝ち時計1:37.35
2017年　ヒアカムズホェン、重馬場、7頭立て、勝ち時計1:46.11
2018年　ライトニングスピア、良馬場，8頭立て、勝ち時計1:39.89
2019年　トゥーダーンホット、良馬場、8頭立て、勝ち時計1:38.57
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“ グッドウッド競馬場で走ることは、こ
の上なく素晴らしい経験になります。

美しく管理された競馬場、人々の温か
いおもてなし、あらゆるところが「グロリ

アス＝壮麗」です。”
ソロウの調教師フレディー・ヘッド氏（仏）



*登録日時は、すべてイギリス時間です。

G1ナッソーS 
2020年7月30日（木）

総賞金 60万ポンド
1着賞金 340,260ポンド

3歳上牝
距離 芝1マイル2ハロン（1970ｍ）
フルゲート 18頭
負担重量 3歳　56.69kg/8ストーン13ポンド　4歳上60.32kg/9ストーン7ポンド
第一回登録 *2020年6月23日正午　登録料2,600ポンド
出走取消ステージ *2020年7月7日正午　取消料2,900ポンドを支払う
最終登録 *2020年7月24日正午　登録料2,000ポンド
出馬登録 *2020年7月28日午前10時
過去の優勝馬 2014年：サルタニナ、良馬場、6頭立て、勝ち時計2:06.58

2015年：レガティッシモ、良馬場、9頭立て、勝ち時計2:06.04 
2016年：マインディング、良馬場、5頭立て、勝ち時計2:05.05
2017年：ウィンター、重馬場、6頭立て、勝ち時計2:11.79
2018年：ワイルドイリュージョン、良馬場、6頭立て、勝ち時計2:06.22
2019年：ディアドラ、良馬場、9頭立て、勝ち時計2:02.93

“ 英国の”競馬を心から愛する人たち”
に囲まれて、この美しいグッドウッドレ

ースコースでディアドラが優勝できたこ
とは、私にとっていつまでも新鮮に思

いだすことが出来る.”
Mitsuru Hashida, Trainer of Deirdre (Jpn)
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英国の”競馬を心から愛する人たち”に囲まれて、この美しいグッドウ
ッドレースコースでディアドラが優勝できたことは、私にとっていつま

でも新鮮に思いだすことが出来る記憶となるでしょう。



重要なご案内
登録について
すべての出走登録については、国内の登録機関を通して行ってください。

日本調教馬の登録について
公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS)を通して
行ってください。お問い合わせ先は下記に記載してあります。

馬装について
使用するすべての馬具については、出馬登録までに申請してください。

使用が許可されている馬具は下記の通りです。

ブリンカー：両眼もしくは、片眼に前方以外の視界を遮ることができるカップ
状のものがついている道具

チークピーシーズ：頭絡の頬革にボア状のものを装着した道具

アイカバー：フードの片眼のみ、不透明なカップで覆われた道具

アイシールド：フードの両眼部分をネット状のもので覆われた道具

フード：馬の覆面道具

舌縛り：舌を越さないために使われる道具。銜に結んではいけない

ヴァイザー：両眼もしくは、片眼に前方以外の視界を遮ることができるカップ
状のものがついている道具

装蹄師：英国国内で装蹄を行う場合、装蹄師は事前に登録 
しなければならない。調教師と装蹄師は、事前に装蹄師登録協会（ 
https://www.farrier-reg.gov.uk/）に登録の申請を行う必要がある。

詳細については、goodwood.com/ownersandtrainersまでアクセス 
してください。

治療および禁止薬物について
英国競馬統括機構(BHA)は、スポーツの統治権限と取締権限を持つ 
統括団体であり、海外遠征馬のリクルーティングも行っています。

BHAが定める規定には、海外遠征馬と地元英国調教馬が対等に対戦 
するためのルールが定められています。いかなる出走馬も禁止薬物下 
にないことが原則です。

海外遠征馬を管理する調教師は、マニュアル（G）に記載されている 
禁止薬物と、禁止薬物検査について理解する必要があります。

BHAが定める、アンチドーピングと禁止薬物についての詳細は、 
goodwood.com/ownersandtrainersまでアクセスしてください。

主な薬物については以下の通りです。詳細については、 
equine@britishhorseracing.com もしくは、goodwood.com/ 
ownersandtrainersまでアクセスしてください。

•  イギリス到着後の検査
•  アナボリックステロイド
•  コルチコステロイド
•  抗潰瘍薬
•  薬物投与リスト／メディカルコード（医療記録）
•  競馬当日の治療行為について
•  輸出前の薬物検査
•  馬インフルエンザ
•  ビスホスホネート
•  レボチロキシン
•  エストロゲン

検疫について
海外からの遠征馬は、英国到着後、輸入検疫を受ける必要はありません。
オーストラリア、香港、ニュージーランドへ帰国する馬は、英国国内で 
輸出検疫を受ける必要があります。

馬インフルエンザワクチン接種については、英国から向かう第三国が 
指定する条項に沿って行ってください。

お問合せ先
グッドウッド競馬開催に関するお問い合わせは、インターナショナル・ 
レーシング・ビューロー（IRB）もしくは、IRBの代理店までご連絡ください。

ご連絡先は下記に記載しております。

消費税（VAT）について
英国に輸入される牡馬・牝馬に対しては、馬代金と英国までの輸送費用の
合計に20％の消費税（VAT）がかかります。セン馬に対しては、さらに11.5%
が可算されます。ただし、VATは馬が英国を発つ際に返金されます。

グッドウッドは、VATの諸手続きに関するお手伝いを行っています。10月以
降も馬が英国に滞在する場合は、VATをお支払いいただきます。



厩舎と厩舎スタッフの宿泊について
壮大なグッドウッド競馬場には、１３０のゆったりとした広い馬房が設置さ
れ、厩舎スタッフ専用宿泊施設もございます。宿泊施設のご利用についての
お問合せは、アラン・モリス（Allan Morris）までご連絡ください。電話+44 
1243 755036　メールgw.stables@goodwood.com

遠征馬への渡航費補助について
グッドウッドは、ヨーロッパ以外の国から、グッドウッドに輸送される馬の渡
航費補助についてのご相談を受け付けております。また、海外からお越しい
ただく関係者の皆様に、レース観戦後にグッドウッド・ハウスで行われる「レ
ガシー・ボールパーティー」へのご招待など、グッドウッド・フェスティヴァル
期間中は、最高のおもてなしをご用意させていただいております。

施設について
オーナーと調教師の控室は、パドックの西側にあります「リッチモンド・エ
ンクロージャー」にございます。また、オーナーと調教師のためのレストラ
ンも、馬道に隣接した「リッチモンド・エンクロージャー」にございます。こ
れらの施設をご利用される場合は、あらかじめご予約が必要となりま

す。ownersdining@goodwood.com宛てにご予約のメールをお送りくださ
い。ご予約は先着順とさせていただきます。

宿泊施設について
競馬場から約2マイルほどに位置する、「グッドウッドホテル」を提携宿泊先と
してご用意しております。

プライベートのご移動について
競馬場から2マイルの場所にあるグッドウッド飛行場では、小型飛行機やヘ

リコプターのご利用が可能です。ご利用になる場合は、あらかじめグッドウッ
ド飛行場(Tel: +41 1243 755066)までご連絡ください。グッドウッド・フェ
スティヴァル開催期間以外は、グッドウッド競馬場場内に、ヘリコプターで
の離着陸が可能となっております（事前に許可が必要）。こちらのサービス
をご希望される場合は、owners@goodwood.comもしくは、+44 1243 
755087までご連絡下さい。

グッドウッド競馬場の厩舎は、優雅でエレガントな造りと
なっています。施設は他に類を見ないほど素晴らしく整
っており、グッドウッド・フェスティヴァル開催期間中は、
馬たちが最高の環境の中で生活していることを、皆様ご
自身が再認識できることでしょう。


