
　「上半期を締めくくる「宝塚記念」が終わ

ると、秋まで楽しみがなくなるなぁ・・・」

なんて皆さんは思っていないでしょうか？ 

 「夏競馬なんて地味じゃん？ 」・・・なんて

言ってしまう人もいるかもしれませんが、い

やいやそんなことはないのです！ 

 今や夏競馬もちゃーんと楽しめるように

なっているんです。

そもそも夏競馬って？

　夏競馬とは、６月中旬から９月の中旬にか

けて開催される一連の競馬の事を指します。

開催される競馬場も、東京・中山・京都・阪

神のいわゆる中央競馬場から札幌・函館・福

島・新潟・中京・小倉の地方競馬場に移ります。

現在では「JRA サマーステージ」と題し、大

小様々なキャンペーンが行われています。

 その中でも特に大きなものが、現在行われ

ている、「サマーシリーズ」と呼ばれる夏競

馬限定のシリーズ戦です。これは夏競馬を盛

り上げるために、JRA が企画したもの。

サマーシリーズとは　
　では、その「サマーシリーズ」を具体的に

見ていきましょう。

 大まかにいえば、指定されたレースに出場

し、着順に応じたポイントを獲得することに

より総合の順位を決める、夏限定のシリーズ

です。

このサマーシリーズには

【競争部門】　

サマースプリントシリーズ

サマーマイルシリーズ

サマー２０００シリーズ

【騎手部門】

サマージョッキーズシリーズ

 という 4 つのシリーズがあり、それぞれで

シリーズを通したチャンピオンを決めます。

◆ルール

● チャンピオン決定方法
　レースの着順に応じてポイントを獲得、合　　　　

　計ポイントが最上位の競走馬・騎手。

● ポイントの付け方　

着順 /格付 　GII 　GIII

1 着  １２点   １０点

2着    ６点 　  ５点

3着 　 ５点 　  ４点

4着    ４点 　 ３点

5着    ３点 　 ２点

6着以下 　  １点 　 １点

出走取消

競走除外

　 １点  　１点

競走中止

失格

　  0 点 　 0 点

 以上 2つが、おおまかな概要になります。

他にも細かい規定はあるのですが、上記の事柄

で十分でしょう。

 注意すべきは、「一回は優勝しないとダメ」

ということですね。

 さて、それでは 4 つのシリーズをおおまかに

見ていきましょう。

 サマースプリントシリーズ

 スプリンター ( １４００ｍ以下を得意とする

短距離馬 )を対象としたシリーズです。

 セントウル Sは、GI スプリンターズ Sの前哨

戦ということもあり、一流馬が集います。

 以下６レースが対象となります。

レース名 格付 競馬場 距離
第一戦 函館スプリント S GIII  函館 芝１２００ｍ
第二戦 CBC 賞 GIII  中京 芝１２００ｍ
第三戦 アイビスサマー D GIII  新潟 芝１０００ｍ
第四戦 北九州記念 GIII  小倉 芝１２００ｍ
第五戦 キーンランド C GIII  札幌 芝１２００ｍ
第六戦 セントウル S GII  阪神 芝１２００ｍ

ー参考ー

歴代優勝馬

実施年 優勝馬名 獲得ポイント
２００７年 サンアディユ    ２３pts
２００８年 カヤノザクラ    ２２pts
２００９年 カヤノザクラ    １８pts
２０１０年 ワンカラット    ２０pts
２０１１年 エーシンヴァーゴウ    ２６pts
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ー参考ー

歴代優勝騎手

実施年 優勝騎手 獲得ポイント
２００７年 角田晃一 ２６pts
２００８年 小牧太 ２５pts
２００９年 秋山真一郎 ２１pts
２０１０年 藤岡佑介 ３３pts
２０１１年 福永祐一 ５１pts
２０１２年 池添謙一 ４２pts
２０１３年 岩田康誠 ５４pts

夏競馬を楽しもう！

　さて、今まで夏競馬の一大企画、「サマーシリーズ」

をご紹介させていただきましたが、いかがだったで

しょうか ? 夏競馬もまた、競馬ファンが楽しめるよ

うに工夫が凝らされています。きっと皆さんも夏競馬

を楽しめることでしょう。

　ただし、夏競馬の楽しみはこれだけではありませ

ん！ 冒頭でもお話しましたが、JRA は夏競馬を「JRA

サマーステージ」と題し、ほかにもさまざまなイベン

ト・キャンペーンを企画しています。 是非皆さんも

それらのイベントに参加し、夏競馬を思う存分楽しん

で下さい！ 

おわりに

　さてさて、今回は夏競馬を取り上げたわけですが、

夏が終わればいよいよ秋の GI シリーズが始まります。

そういう意味では、夏競馬は「休憩」と言った感覚で

のんびり楽しむのも良いかもしれません。

 ちなみに、これを書いている筆者も、実は夏競馬を

実際に見たことが無かったりします。 夏休みに、優

雅に北海道で避暑する機会があれば、ぜひ札幌記念で

も見に行きたいものです・・・。

サマー２０００シリーズ

 ２０００ｍの距離 ( 中距離 ) を得意とする馬を対象とし

たシリーズ。

 札幌記念は、夏競馬では最も豪華なメンバーが集まりや

すく、GⅠ馬が顔をだす事もしばしば。

 以下の５レースが対象となります。

レース名 格付    競馬場     施行距離
第一戦 七夕賞 GIII 福島  芝２０００ｍ
第二戦 函館記念 GIII 函館  芝２０００ｍ
第三戦 小倉記念 GIII 小倉  芝２０００ｍ
第四戦 札幌記念 GII 札幌  芝２０００ｍ
第五戦 新潟記念 GIII 新潟  芝２０００ｍ

ー参考ー

歴代優勝馬

実施年 優勝馬 獲得ポイント
２００９年 ホッコーパドゥジャ １９pts
２０１０年 ナリタクリスタル １３pts
２０１１年 イタリアンレッド ２０pts
２０１２年 トランスワープ ２０pts
２０１３年 トウケイヘイロー ２２pts

サマーマイルシリーズ

 １６００ｍ ( マイル ) の距離を得意とする馬を対象とし

たレース。２０１２年度に新設された、最も新しいシリー

ズです。レース数は３と最も少ないですが、G Ⅰ馬が顔を

出すこともあり、どれも見応え充分のレースです。

 以下の３レースが対象となります。

レース名 格付 競馬場 施行距離
第一戦 中京記念 GIII 中京 芝１６００ｍ
第二戦 関屋記念 GIII 新潟 芝１６００ｍ
第三戦 京成杯 AH GIII 中山 芝１６００m

ー参考ー

歴代優勝馬

実施年 優勝馬 獲得ポイント
２０１２年 なし １０pts × 3 頭
２０１３年 フラガラッハ １２pts

サマージョッキーズシリーズ

 今まで見てきた３つのシリーズ、即ち「サマースプリン

トシリーズ」、「サマー２０００シリーズ」、「サマーマイル

シリーズ」に一戦でも騎乗した騎手が対象です。

ということなので、今までに紹介してきた全１４レースが

対象となります。

▲サマーマイルシリーズ第二戦目、関屋記念のゴール

前。手に汗握る攻防を制したのはドナウブルーだった。

妹はあのジェンティルドンナである。


