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2022年4月22日に行われた国際馬スポーツ連盟（IHSC）の総

会において、ウインフリート・エンゲルブレヒト＝ブレスゲス氏

が、同連盟の会長職に就任することが満場一致で決定した。 

ブレスゲス氏は、IHSC会長職に2017年から2019年まで就

いていたIFHA名誉会長のルイ・ロマネ氏、2019年から2022

年まで率いたFEI会長のイングマー・デボス氏の後任として、

IHSCの第3代会長となる。 

ブレスゲス氏は、これまでIHSC副会長を務めており、会長と

して2年の任期を担うことになる。 

「ウインフリート氏に会長職を引き継ぐことを大変うれしく思い

ます。IHSCは、彼の有能のリーダーシップにより大きな利益を

得ることができると確信しています」とデボス氏は語った。 
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サラブレッド競馬と生産で成功した父親の影響を

受け、ジム・ローソン氏はウッドバイン競馬場に慣

れ親しんで育ったが、まさか自分がカナダの競

馬場の最高経営責任者になるとは想像もしてい

なかったと言う。 

2015年に暫定的に就任したそのポストであった

が、ローソン氏の競馬への愛情、スポーツの国際

的規模への向上に尽力するという熱意が、彼を

同職に留まらせ、IFHAへ重要性を訴える立場に

なった。 

ローソン氏は、「昔から競馬が大好きだった」と話

す。「8歳の時から競馬場に通っていました。父は

小規模ながらもオーナーブリーダーとして成功し

ていました。2007年にウッドバインエンターテイメ

ント社の取締役になるよう要請されたときは大変

光栄なことだと思いましたが、経営や運営に携わ

ることになるとは思ってもいませんでした。2012年

に会長職に就任し、3年間その任を務めました。

そして、7年前に取締役会から最高経営責任者と

して暫定的に就任するよう要請され、現在も引き

続き、その職に就いています」 

「当初は、新たな最高経営責任者が見つかるま

での1年間と考えていましたが、結局留まることに

なりました。ウッドバインでは、多くのことが行われ

ています。テクノロジーや不動産開発などの取り

組みも多く、本当に素晴らしい経営陣が揃って

います。私は、彼らに忠誠を感じていますし、彼

らと共に働き、暫くはこの状況を見守りたいと考え

ています」 

 

 

2015年、ウッドバインのCEOに就任したジム・ローソン氏 

 

ローソン氏がスポーツに特化した仕事を引き受け

たのは、彼の経歴を考えれば、決して驚くべきこ

とではない。彼はオンタリオ州でホッケー選手と

して育ち、アメリカのブラウン大学の奨学生となっ

た。その後、ナショナルホッケーリーグのモントリ

オール・カナディアンズにドラフト指名され、2年

間プレーしたが、怪我が原因で新たな道を歩む

ことになった。 

「怪我をした時は、ロースクールに進学すること

になりましたが、スポーツには極めて近い場所に

いました。17年間弁護士をし、まさかこのような形

で競馬場と競馬産業に再び携わることになるとは

夢にも思いませんでしたが、ウッドバインという

700エーカーの土地に貢献するために取締役会

に出席することになりました。同じ頃、父がカナダ

のフットボールリーグでプレーしていたこともあり、

スポーツとの関わりから、CFLの社外会長を依頼

され、7年間務めました。フットボールでも、ホッケ

ーでも、競馬でも、私は、どんな形であれ、皆が

自らの役割を担い、役目を果たすことがチームワ

ークとスポーツから学ぶ原則であると信じていま

す」
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昨年、ローソン氏はその努力が認められ、ホッケ

ー、フットボール、競馬への多大な貢献により、

アスリートおよび起業家としてバーリントンのスポ

ーツ殿堂入りを果たした。 

より大きな利益のために協力するという信念は、

IFHAとの関わりにおいても重要な役目を果たし

ており、彼は現在、執行協議会メンバーと財務委

員長を務めている。 

「私は常に合意形成者でありたいと願っています。

IFHAにおけるカナダの役割を考えてみてくださ

い。私たちは、このテーブルにいろいろなものを

もたすことができると考えています。アメリカ、香

港、日本、その他の国々に比べれば、カナダは

小さな国ですが、それぞれが異なる方法で行っ

ているので、相互に学ぶことができると思うので

す。これはコラボレーションとチームワークの大き

な要素です。競馬の重要性は、国際的なマーケ

ティング、許容性、賭事プールに依存すると考え

ており、IFHAで働くことには胸を躍らせています」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
第29代オンタリオ州副総督エリザベス・ドズウェル女
史とローソン氏（2019年クイーンズプレート） 

「世界はご存知のように、日々競争が激しくなっ

てきており、特に北米のスポーツベッティング業

界はそうです。競馬産業をサポートするために、

我々の競馬の国際化を進める方法を模索する

必要があります。私の関心は、皆が相互協力す

ることを確認することにあります。それによって、

世界中のスポーツ産業を盛り上げることができま

す。小さな世界にいるだけでは強くなることはで

きません」 

COVID-19のパンデミックによる不確実性の中で、

ローソン氏のチームワークへの信頼がカナダ競

馬産業界を支えている。ウッドバインは2020年、

2021年ともに競馬開催を短縮することになったが、

今年4月、2019年以来のフルシーズンをスタート

させ、133日間の競馬開催を予定している。 

「戻ってくることができて嬉しい」とローソン氏は話

す。「ここ数年、カナダでは、一部のアメリカの競

馬場と違って、いつシーズンが始まるかわからな

いといったことがあり、計画を立てるのが大変で

した。いつスタートするのか分からなければ、ある

ステークスと別のステークスとが連動するスケジュ

ールを組むのは困難です。今年は計画を立てる

ことができましたし、予定通りスタートできるという

ことも分かったため、素晴らしい番組を組むこと

ができました」 

「最も大きな変化は、米国のケンタッキーダービ

ーに相当する例年6月末に開催されてきたカナ

ダのクイーンズプレートでしょう。パンデミックの影

響で、過去2年間は順調にスタートを切ることが

できなかったため、8月に同競走を延期せざるを

得なかったのです。しかし、そのおかげで、6月よ

りも8月の方が、1 1/4マイルを走る準備が整う馬

が多いということがわかりました。出走頭数も増え、

三冠競走の出走馬も増えました。我々はこの移

設を恒久的なものと決定し、6月の最終週ではな

く、8月の第3週に変更したのです」 

ローソン氏は現在も現役のオーナーブリーダー

であり、ウッドバインの競馬産業界が彼を最高経

営責任者として受け入れている理由の一つとな

っている。彼は理想的には、繁殖牝馬と競走馬

を含めて15頭から20頭の馬を所有したいと考え

ている。ローソン氏の父であるメル氏は2010年に

カナダ競馬の殿堂入りを果たし、その1年後に他

界した。そのとき、ローソン氏は生産と競走の世

界に留まることを決意した。同氏は父が経営して

いたジム・ダンディステーブルをそのまま引き継

ぎ、スプルースステーブルという名前で競馬に挑

むことになった。 

「その時、私はこの活動をこれからも継続してい

こうと決めたのです。私はいつもそれが好きなこ

とであったし、関与し続けたいと思ったからです」

とローソン氏は話す。「私がウッドバインのバック

ストレッチにいるのは、そこにいる自分の所有馬

たちのおかげです。これは重要なことです。すべ

ての競馬統括機関がそうでないことは分かって

いますが、私が戻ってきたことは競馬関係者にと

っては意味があることなのだろうと感じています。
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私は馬主として、競馬を理解しているだけでなく、

ゲームとしての難しさを知っていて、その痛みが

あることも分かっています。私は、彼らの視点から

競馬ビジネスを理解することができるのです」 

ローソン氏は、父が築き上げた名声の上に立派

な仕事を成し遂げた。最近では、自家生産馬で

あるミセスバーバラがカナダのソブリン賞で2021

年度2歳牝馬チャンピオンに選出され、今年は所

有馬、ストロンガートゥギャザーがクイーンズプレ

ートへの出走を予定しており、大きな期待を抱い

ている。この3歳馬の名前は単なる偶然ではない。 

「パンデミックの際に、競馬産業界が一致団結し

たことにちなんで、「ストロンガートゥギャザー」と

名付けられた。「私たちは、競馬産業界と密接に

連携し、『私たちは努力している、だから助けて

欲しい』と声を上げなければなりませんでした。

調教師や馬主の方々の忍耐と理解もありました。

この数年間、私たちは絶望的な状況に巻き込ま

れました。しかし、私は、何度も、このパンデミック

から私たちはさらに強くなることができると伝えて

きました。そして、それが真実であることが証明さ

れたのだと思います。私たちは何をしようとしてい

るのか、なぜするのか、何を目標としているのか、

より深く理解されたことが大きな要因だろうと思い

ます。その結果、おそらくこれまでにない形で私

たちは一緒になることができたのです」 

そんなローソン氏がウッドバインを国際競馬のス

テージへ押し上げたい、スポーツ産業界で競馬

を盛り上げていきたいと考えるのは当然であろう。 

「私は、カナダ産馬の質を強く信じています。お

そらくウッドバインは北米で最高の芝コースを保

持していますし、芝レース、特にG1レースを国際

色豊かなレースにしていきたいと思っています。

私たちはアメリカジョッキークラブ、米国の競馬場、

特にニューヨーク競馬協会やキーンランド協会と

の素晴らしい関係を構築できています。そのよう

な関係を育み、さらに香港、日本、オーストラリア、

南アフリカ、ヨーロッパなどへ国際的に展開して

いきたいと考えています」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFHA執行協議会メンバーと財務委員長を務めるローソン氏 

ローソン氏は、よりグローバルな規模で、世界中

の競馬統括機関がテクノロジーの活用と協力す

る精神を取り入れ、あらゆる人のために競馬産業

を発展させることを望んでいる。 

「技術協力、そして国際的なスポーツのために正

しいことを進めるなかで、私たちは道を見つけな

ければなりません。非常に競争の激しいスポーツ

エンターテインメントの世界で競馬が競争力を持

つことができるように。私たちはゲームの中にい

るということを認識しなければなりません。ですか

ら、IFHAという組織が一丸となって、商業的な観

点から、またルール、安全、福祉の観点から、物

事を最適化する方法を考えていかなければなり

ません」 

「使い古された言葉ですが、私は草の根レベル

でこの業界に情熱を持っています。そのために

必要なのは、国際的な活動だと思います。IFHA

のようなグローバルな組織が必要です。カナダが

その一翼を担い、国際協力し、競馬産業界を代

表して、私たちが正しい行いをしているということ

を確認していきたいと思っています」とローソン氏

は語った。 
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クリス・ウォーラー調教師は、馬を預かることにつ

いては世界最高峰の一人である。結局オースト

ラリアから遠征することはなかったが、共同所有

していた2018年ロンジンワールドベストレースホ

ースの栄冠に輝いたウィンクスは、国際的に愛さ

れる存在となった。今年６月、ウォーラー師は、現

在2022年のランキングで首位に立ち、ロイヤルア

スコット開催のキングススタンドステークス（G1）に

出走を予定しているトップスプリンター、ネイチャ

ーストリップとともにイギリスへ旅立つことになる。

この栗毛馬には、2022年ロンジンワールドベスト

ジョッキーをリードしている主戦のジェームズ・マ

クドナルド騎手が騎乗する予定である。 

世界トップレーティング124を付与されているネイチャーストリップ 

Q：ロイヤルアスコットにネイチャーストリップを遠

征させることになったきっかけは？ 

A：色々なことが重なったのだと思います。世界の

舞台に挑戦できることは、いつだって素晴らしい

ことです。毎年、ヨーロッパのレース、特にロイヤ

ルアスコットという偉大な開催に、多くの素晴らし

い馬が集まってくるので、私たちはそれを崇拝し

ているようなところがあるのでしょう。そういう意味

でも、私たちはこの馬を選んだのだと思います。

この馬がベストの走りをすれば、世界のトップクラ

スの馬たちとゴールまで競い合うことができるだ

ろうと思っています。 

さらに、馬主にとっても、私自身にとっても、そし

て私のチームにとっても貴重な経験です。現実

的には、ネイチャーストリップのような馬を扱うこと、

旅をして、うまくいけば好成績を残すことができる。

そのような機会を得られるのは一生に一度あるか

ないかでしょう。決して忘れることのできない経験

であり、それがスポーツの素晴らしさだと思って

います。 

競馬ファンにとっても、馬主として最前線にいる

人たちにとっても、見どころが多いと思います。

競走馬は実際に馬を所有している人たちだけの

ものではありません。私のチームもそうですし、ネ

イチャーストリップのファンもそうですが、馬にか

ける思い、馬から得られる満足感という点で、多く

の人で馬を所有しているような気がしています。 

Q: ネイチャーストリップは長年にわたってトップ

レベルのスプリンターとして安定した成績を残し

ています。彼の成功の秘訣は何だと思います

か？ 

A：彼は驚異的な馬です。体も大きく、力強く、勝

つための強い意志も保持しています。それらが

なければレースで勝つのは困難ですが、彼はそ

のすべてを備えています。さらに、私は自身のチ

ームにも感謝しています。彼らのおかげで、私が

やりたいことを可能にしてくれています。 

ネイチャーストリップは非常に良い例だと思いま

す。彼はデビュー当初はかなり気性の激しい馬

でした。これまで何人もの調教師の元で管理され

てきましたが、すべての調教師が彼の能力を最

大限に引き出し、進化させるために素晴らしい仕

事をしてきました。私は最後に成熟した段階で同

馬を管理することができた幸運な人間です。それ

でも、彼には何度かの馴致が必要でした。また、

ジェームズ・マクドナルドという素晴らしい騎手や、

調教ライダー、最近彼に騎乗した他の騎手たち

も、道中はリラックスさせてエネルギーを蓄え、最

後に力を発揮できるよう素晴らしい仕事をしてく

れています。 

Q：ネイチャーストリップは調教では従順なタイプ

でしょうか、それとも何か癖はあるのでしょうか？ 

u 
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A：今は極めて素直な調教をしています。彼はフ

レッシュな状態でレースに臨むのが好きなようで

す。スプリンターにとっては、それは大きな助け

になると思います。私の考えでは、スプリンターを

ヨーロッパに連れて行くのは、ステイヤーを遠征

させるよりもずっと簡単です。スプリンターがすべ

きことは、調教をこなし、フレッシュな状態を保ち、

レースに向けてリラックスさせることです。今は調

教でもかなりリラックスしていますし、神経質にな

ることもなく、良い遠征になるはずで、楽しんでく

れると思います。 

Q：イギリスでのルーチンはどのようになるでしょ

うか？何かこれまでと異なることはありますか？ 

A：オーストラリアでやっていることと、ほぼ同じこと

を継続していくつもりです。ほとんどの作業はす

でに終わっていますから。おそらく、朝一番にコ

ースに出ることになるのでしょう。オーストラリアで

もかなり早い時間に調教をスタートさせています。

非常にシンプルなルーチンを守っていく予定で

す。同じ飼料を使い、調教の前後にも同じルー

チンを行うつもりです。直線の坂路調教もこなし

ており、それも同馬にとってはそれほど珍しいこ

とでもないでしょう。シドニーでは普段は周回コ

ースで調教をしますが、レース直前の調教は直

線コースで行うようにしています。したがって、い

つもと特に大きな変化もありません。 

Q：ネイチャーストリップは2021年にはスプリンタ

ーとしては世界最高評価を得て、現在2022年ロ

ンジンワールドベストレースホースランキングでも

首位となっています。国際的な評価は、あなた

やあなたのチームにとってどのような意味を持つ

のでしょうか？ 

A：私たちがやっていることのショーケースになる

でしょう。個人的には、私はニュージーランド生ま

れのオーストラリア人調教師であり、これは、現在

シドニー在住のジェームズ・マクドナルド騎手も

同様で、ニュージーランド生まれという同じ境遇

です。私たちは、自身の家族と自分たちが育てら

れてきた環境をとても誇りに思っています。馬へ

の愛情は、私たちの情熱や商売において大きく

役立っています。 

馬の立場からすれば、遠征は容易なことではあり

ませんし、世界の強豪馬に勝つためには、100％

に近い状態で走らなければなりません。ネイチャ

ーストリップも100％の状態でなければ、他の馬

には勝てないでしょうし、評価も得られないため、

それに向けて集中することになるでしょう。彼は

偉大な馬であり、何年もそれを継続しているので、

それは既に証明されているように思えます。1年

や1年半の間で好成績を残す馬もいますが、彼

は3年、4年と結果を残し、オーストラリアの春の

大レースを連勝し、注目を集め続けているので

す。 

Q：ネイチャーストリップがあなたにとって初めて

のトップクラスの競走馬というわけでではありませ

ん。数年という時間を経て、ウィンクスとの時間や

経験について、あなたは今どのように感じていま

すか？ 

A: ウィンクスは、すべてにおいて極限まで高めて

くれました。彼女はまさに究極の競走馬でした。

彼女は33戦無敗でレースキャリアを終えましたが、

これは容易なことではありません。33レース分の

準備、33レース分の計画、回復のためのテクニカ

ルな計画など、論理的に色々なことを計画しなけ

ればなりませんでした。ネイチャーストリップがロ

イヤルアスコットに挑戦するのと同様、彼女には

毎回勝利することが期待されていたので、間違

えないということが究極の課題でもありました。と

はいえ、私たちにできることは限られているので

す。最終的には馬に任せるしかないわけですが、

実際に挑戦している渦中では、それがわからなく

なることもありました。 

だから、ウィンクスのときはプレッシャーもありまし

たが、彼女が引退した瞬間は、とても大きな心の

安らぎを感じました。それを越え、リラックスするま

でに、おそらく半年から1年は掛かったように思い

ます。心の中には、たくさんの感情が溜まってい

ました。しかし、今思えば、私たちの名声を高め、

彼女自身が得た認知という意味で、とても良い経

験になりました。おかげで、このような状況にも、

よりよく私自身が対応できるようになりました。ウィ

ンクスのキャリアの中で、私はよくプレッシャーに

ついて、『兵士が戦地に向かうような酷さは当然

ない、彼らの体験を想像してほしい。とても素晴

らしい馬の調教は大変なことだが、物事の流れ

からすれば、これは素晴らしい経験で、人の成長

に繋がることだ』と言ってきました。 

Q：競馬産業において、なぜ国際競走が重要だ

と思われますか？ 

A: 競馬はとても大きなスポーツです。あらゆる国
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籍、年齢、宗教の集合体でもあります。そこに

人々が集まり、競走を楽しむのです。馬とのふれ

あいを楽しみ、この素晴らしいアスリートたちに最

大限の敬意を払います。 

別の側面からも、人が集まるということは素晴らし

いことだと思います。人が素晴らしい一日を過ご

すことができる。どんな馬が走っているのか、ほと

んど知らない人もいるでしょうが、人々が集まるこ

と、それだけで人生を楽しむための十分な理由

になるのです。特にポストコロナにおいて、私た

ちは皆、人生は短く、その道中には多くの困難

があることを実感しました。私たちは、そうした機

会に出掛け、楽しみ、敬意を払わなければなりま

せん。 

そして、国際競走に関してですが、最近のレース

中継はとてもよくできています。夜中にテレビを

付ければ、ヨーロッパやアメリカの競馬番組を見

ることもあります。北半球でも南半球のレース中

継が行われているのだろうと時々想像します。名

馬、調教師、騎手、スポーツのアイデンティティ

に関する記事を読んだりすることもあります。彼ら

と肩を並べ、競い合うことができるのは素晴らし

いことだと思っています。 

Q: ロイヤルアスコット後のネイチャーストリップの

予定について教えてください。 

A：彼はオーストラリアに戻ってくる必要がありま

す。賞金1500万豪ドルのジ・エベレストに挑戦し、

タイトルを守りたい。そのタイトルを守ることができ

ると信じています。毎年秋にシドニーで行われる

TJスミスステークス（G1）を彼は3勝しています。4

勝目を挙げられたら最高ですが、馬にはそのプ

レッシャーはありません。彼のキャリアもここまで

来れば、一戦一戦が勝負です。彼の状態をじっ

くり見極め、この偉大な馬をこれからも楽しみ、リ

スペクトしていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年ロンジンワールドベストアワード・セレモニーで祝福されるクリス・ウォーラー（右から2番目）とチーム・ウィンクス 
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東京競馬場の新しい検疫施設は今年後半にオープンします。 

今秋、来日する外国馬の輸送に関する利便性を

高めるため、東京競馬場の馬場内に国際厩舎

が新設される。同競馬場で開催されるすべての

競走に関して、国内空港に到着後、直接入厩す

ることができ、検疫期間中も調教することができる

ため、スムーズな検疫が可能となる。 

「これまで、成田空港に到着した外国馬は、一旦、

千葉県白井市の競馬学校に7日間滞在する必

要がありました。ジャパンカップや安田記念など

のレースに出走するためには、その検疫後に東

京競馬場へ再度移動するという手順を取らなけ

ればなりませんでした。外国馬の参戦において、

これらは障壁の１つであったと考えています」

 

 
新厩舎は最大12頭が収容可能 

 

今年秋にオープンする東京競馬場の国際厩舎 

 

 

外国馬の輸送と検疫を容易にするために東京競馬場に新設される国際厩舎
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「しかし、今回、新たに国際厩舎が設置された

ことにより、東京競馬場で行われる競走に出走

する場合には、空港から直接入厩することが

可能になりました。この新たなプロトコルによっ

て、外国馬が日本遠征しやすい環境になるこ

とを期待しています。そして、今年のジャパン

カップ（G1）には、世界のトップホースを是非招

待したいと考えています」と日本中央競馬会・

競走、国際担当理事を務める臼田雅弘氏は

話す。 

検疫を終えた馬は、そのまま競馬場で調教を

行うことが可能である。新国際厩舎の特徴とし

ては、6つの厩舎とサンシャインパドック、そし

て施設外周に設けられた調教馬場が新設され

ている。 

新国際厩舎には帯同馬を含めて、最大12頭の収

容が可能で、獣医師によるケアやサポートも受け

られる。厩務員や競馬関係者がシャワーや食事、

休憩を取ることができるクラブハウスも設置された。

調教コースは、芝・ダートの2コースがあり、馬の状

態や検疫の進捗に応じて使い分けることができる。 

「輸送、宿泊、トップホースへのボーナス制度など、

全面的なサポートを行いつつ、世界各国からの出

走馬を東京の国際競走に迎え入れることを楽しみ

にしています」と臼田氏は語った。 

 

  

厩舎スタッフが使用するクラブハウス                      獣医師によるサポート体制も充実 

 

新国際厩舎を囲むように設置された調教馬場



 

 

 



 

 

 
 

TJスミスステークス（Ｇ１）を楽勝したネイチャー

ストリップはレーティングをさらに上げ、ライフイ

ズグッドと並んで2022年現在のロンジンワール

ドベストレースホースランキングの上位に名を

連ねることになった。両馬のレーティングは124。 

ライフイズグッドは、1月に行われたペガサスワ

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のニックスゴーに勝利し、同

レーティングを獲得した。 

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、6月9日（木）に発表される予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も半期が終了し、2022年のロンジンワール

ドベストロンジンワールドベストジョッキーでは、

ジェームズ・マクドナルド騎手が大きくリードして

いる。 

昨年3位となったマクドナルド騎手は、現在82ポ

イントを獲得している。今年あげている5勝は、

ブラックキャビア・ライトニングステークス（ホーム

アフェアーズ）、チッピングノートンステークス

（ベリーエレガント）、アクティブローズヒルギニ

ー（アナモエ）、T Jスミスステークス（ネイチャー

ストリップ）、オールエイジドステークス（カスカデ

ィアン）である。 

ヴィンセント・ホー騎手が34ポイントで2位、ナッ

シュ・ローウィラー騎手が32ポイントで3位に付

けている。
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