
ファニーストーリーの16 応募競走馬名一覧

競走馬名(カタカナで9文字まで) 競走馬名の意味 命名理由

アーシモラーネ 私も(日)＋人名 本当の意味は「私もラー寝」。「あぁしも」はギャル(本馬のイメージ)が「私も」というとき「あぁしも」と発音することから。

アーチッチアーチ 熱く燃える 燃えるように熱い志をもっめ

アーデルハイト ドイツ語で貴族 社台のお嬢様だから被り多数だと思いますが…

アァニーフレンズ 愉快な仲間たち 企画に携わった馬達の仲間入りという意味を込めて

アーバンアンバー 都会の琥珀 琥珀は毛色から。大井を駆けぬける琥珀色の馬体をイメージした。

アアモンドアイ 美人とされる顔の目の形 オークス馬にあやかって、ばんえい競馬風に名付けました。

アーモンドアイコ アーモンド＋アイコ アーモンド色の愛される子になることを願って

アアモンドストーリ アアモンド+ストーリー アアモンドアイなどのストーリーを追跡するため

アーリーデイズ 始まりの日 全てが始まる日。今度こそスタートラインに立てる様に。

アイスベキコ 愛すべき子 みんなから愛してもらえるよう

アイドルストーリー 人気者　＋　母馬の名前の一部
略称はアイちゃんリアルダビスタでは競走馬のかわいい仕草や癖など見ることができ、まさにネットアイドルです。また、これからレースだけでなく調教や厩舎の様子など、新たな物語（ストーリー）を一緒に作っ
ていける馬の名前として、アイドルストーリーを推薦します。一応netkeiba.comにて馬名がダブっていないことは確認済みです。

アイニーストーリ 愛のお話（中国語+英語） ・みんなに愛される馬になってほしい・そして、最後まで走り抜けて欲しい

アイノウタ 愛の歌 皆から愛され、その活躍を歌われるように。またローマ字でAino Utaと文節で区切り頭文字のAuを取ると父親のゴールドアリュールのゴールドの元素記号になります。

アイノテンシ 愛の天使 視聴者を虜にするその姿は愛を運ぶ天使のようだと思ったので

アイムストロング 私は強い。 強い馬であってほしいから。自信をもって走ってほしいから。ファニ子「わたしはつよい」

アイムハッピー 私は幸せです。 悲しい出来事が多かったので少しでもみんなが笑顔になれる馬名がいいなあと思いました。この馬が無事走れるように、ニコニコユーザーに幸せと喜びを運んでくれるよう願いを込めて。

アイリス 花の名前 花言葉は「よい便り」「メッセージ」「希望」この子が活躍することはよい便りであり、私たちの希望です。

アイロニークイーン 皮肉な女王
おじいちゃんはDistorted Humor（ゆがんだユーモア）、お母さんのファニーストーリー（愉快な物語）からの連想で。辛いことはいっぱいあったけど笑って前に進みたいとの意味合いを込めて。アイロニーは冗
談っぽいニュアンスもあるらしいので。

アインスブリッツ ドイツ語　１と稲光　eins blitz 稲光の閃光のように大井を駆け抜いて欲しいです。

アウトブラスト （感情などの）爆発 兄：バクハツにちなんで。ニコニコ本社もネタでよく爆破されてるので。

アウルムソムニウム
アウルム：ラテン語で金、黄金ソムニウム：ラ
テン語で夢

父の名前からゴールドは入れたいと思ったもののゴールドはかぶりが多いので別の言語から。ソムニウムはリスナーや関係者の皆さんの夢を乗せて走ってほしいと思ったため

アウルムヒストリア 黄金物語 安直ではあるが両親の名前をもらいました。抹消されているがすでにゴールドストーリーはいるのでラテン語です。このリアルダビスタに相応しい輝かしい物語を見せて欲しいからこの名前にしました。

アウルムヒストリア
ラテン語でアウルムAurumは黄金、金ヒストリ
アHistoriaは物語で黄金の物語

父ゴースドアリュールと母ファニーストーリーからの連想で黄金色に輝く物語がここから始まる。という意味を込めてつけました。

アウレアラダー 黄金の(ラテン語)の舵(英語)

父ゴールドアリュールから連想し、英語で「黄金の舵」の意味のゴールデンラダーにしようかと思いましたが、既に引退馬で存在していたので...ラテン語で「黄金の」の意味のアウレア。英語で「舵」の意味のラ
ダー。(ラテン語+英語ですがツッコまないで...汗)組み合わせて「アウレアラダー」としました。思えば「リアルダビスタ」の洗礼を受けまくっている本企画...この窮地を「黄金の舵」で見事に持ち直して欲しいと願っ
てこの名前にしました。追記：本当ですと「ゴールデンラダー」にしたかったのですが、2010年引退馬で既に存在していました。URL→http://db.netkeiba.com/horse/2003103706/以前にも話題になっていたかと
思いますが、何年前の馬名ですと再使用出来るのか分からなかったので、確実に被らないこの組み合わせにしました。全てラテン語で表記したかったのですが「舵」の意味が「グベルナークルム」となるらしく、
それで文字数が終わってしまうので、あえてのラテン語+英語のこの組み合わせにしました。正直申しますと”たるこ”が亡くなった時に辛過ぎて競馬自体見る事を止めようと思いました。でも自分自身やっぱり
競馬が好きで、この企画も好きだし、石崎さんや瀬瀬先生、藤沢さんその他の方々の毎日頑張ってらっしゃる姿を見ていると視聴者が視聴を放棄してしまっては企画が無くなってしまうし、大げさですが競馬が
衰退してしまう...と考えを改め、また視聴するようになりました。今後もこの企画が、競馬が楽しく見られれば良いなと思っております。長々とすみませんでした。

アウレアレジェンド 黄金の伝説 「ファニーストーリー」「ゴールドアリュール」の名を連想して、黄金を意味する「アウレア」伝説を意味する「レジェンド」と考えました。

アカチャケテール 赤茶け＋尻尾 赤茶けてるので

アカツキノミホシ 暁の美星 暁の空に一つ輝く美しい星のように紅一点となってほしく祈りを込めてつけました

アカツキヒメ 暁＋姫 父馬ゴールドアリュールの金から金星を連想、金星は明けの明星→暁（アカツキ）そして牝馬なので姫（ヒメ）を付けました彼女に競馬界を切り開いていってほしい日本の夜明けは近いぜよ！

アカバナヒルギ 紅萼蛭木 毛色から連想。花の蜜を小鳥が欲しがり集まるので、集客力ある牝馬になって欲しい。

アカヒメ 歌舞伎に登場するお姫様役
赤姫（あかひめ）歌舞伎に登場するお姫様役の事を、その衣装の色から赤姫と呼びます。社台ファーム産であるファニーストーリーの16はお姫様要素もあり、赤という色は本馬の少しおてんばな部分があるよ
うにみえる性格を表すイメージの色として丁度いいのではないかと思います。

アキカゼ 秋風 秋は金を意味することからあとシュシュから風をもらって

アクアヴェルジネ 水道・少女（イタリア語） 清らかな水の湧き出る水道からダートという激流を駆け抜け、この企画の水源地にこの馬になってほしいという願いを込めて

アクアレジナ
金を溶解させる液体（王水）の直訳：Aqua-
regia　および「女王」を表す「Regina（レジナ、
レジーナ）」を合わせたもの

ゴールドアリュール由来で「金」のつく名前が良いと考えた。金にちなむもの、もしくは金を想定できるものが理想とし「何なら『金ですら融けてしまう最強の液体＝王水』から名前をもらおう」とした。ただ、「Regia
（レジア）」は王を表す言葉であり、牝馬として美しく大成してほしいという思いから、女王を意味する「Regina（レジナ）」とした。

アクトナウ 思い立ったら吉日 この馬が走ったその日が吉日、つまり幸せを運ぶ馬になってほしい……。

アグラシアド Agraciado魅力ある女性(スペイン語) 上品で美しく、魅力ある競走馬になってほしい

アサナユウナ いちも配信で出会えるという意味で いつも　常にという意味の言葉。いつも配信で出会えるから

アシアシアシ 足足足 某野球ゲームのサクセスプレイで初めて良い選手が出来た時の名前から。脚の模様が綺麗なので注目して欲しい所から。

アスカラホンキダス リスナーの口癖 レースでも負けてもポジティブ？に

アスモシゴトダケド 明日も仕事だけど 明日も仕事だけど・・・と憂鬱な時も、この馬のことを思い出して頑張ろうってなればいいな思って応募しました。

アスモデウス 色欲の悪魔の名前（ラテン語）Asmodeus 父親が魅力の名をもつゴールドアリュールなので色欲の悪魔であるアスモデウスがいいのかと思ったので。

アタイセンキン 値千金 きわめて価値のあることを表現する言葉。父のゴールドアリュールから。

アタイセンキン 価値のあるという意味 価値のあるという意味とゴールドを組み合わせて。アタイっていうのが女の子っぽいかなと

アタイハシルヨ 私走るよ みんなの期待を背負って走るファニーストーリー１６の意気込みです。

アッシェンテ 賛同する（ドイツ語） リアルダビスタは視聴者の「賛同」を得て成り立つ皆で作り上げていく企画だから。この馬のこれからもたくさんの競馬ファンに賛同をされるような王道を歩んで行って欲しい。 ✋( ͡° ͜ʖ ͡°)ｱｯｼｪﾝﾃ

アッシェンプッテル シンデレラ（ドイツ語） シンデレラのような幸せな物語を作って欲しいという願いを込めてこの馬名にしました。

アップストリーム 上流 オーナーの名前から連想（川上→川の上の方→上流）

アップタウンガール 山の手のお嬢さん 某海外ｱｰﾃｨｽﾄの曲名ですが、響きで

アップドラフト 上昇気流 ここからは上がっていくのみという願いを込めて

アデーレ
クリムト作の肖像画「アデーレ・ブロッホ＝バ
ウアーの肖像(通称：黄金のアデーレ)」より。
父名からの連想。

父のゴールドアリュール由来で何かないかと考えたのと、古くはロジータやベガ、最近ではウオッカやトレヴといった、シンプルな名前で強い走りを見せた牝馬に対する憧れがあったことから、これを思いつきま
した。ゴールドという単語をそのまま使うよりお洒落な気がしますし、作品名を聞いてピンと来なくても、画像をご覧になれば「ああ、知ってる」という方が多いのではないでしょうか(映画の題材にもなりました
し)。第２次大戦時、ナチスドイツに没収され、60年以上経ってから本来の相続人の手に戻されたという数奇な運命を歩んだ絵画であることから、その名を背負うことで、華やかなだけでなく、不屈かつ力強い競
走馬人生を送ってほしい、という願いも込めました。

アドベンチャノベル 冒険小説 さあ、みんなで地方競馬の頂点を目指す冒険の旅へ！私たちの冒険はこれからだ！

アトミックブロンド
同名映画のタイトルより。直訳で「極小の金
髪」(父名からの連想)

ゴールドアリュール由来で「ゴールド」を使わない名を考えた結果、これを思いつきました。この映画、とにかく強い女スパイが主人公で、男を相手にしても一歩も引きません。ファニーストーリー2016にも彼女同
様、たとえ牡馬に混じっても負けない、力強い走りを期待したいところです。・・・もし映画のタイトルがダメ、ということなら、直訳の言葉だけでＯＫです。でも原題は「アトミック・ブロンド」だし、同じように映画の題
名をつけている馬はたくさんいるので、大丈夫だと思うんですけどね。

アナタノムスメ あなたの娘 まるで自分の娘みたいに　みんなに可愛がって欲しいし応援して欲しい

アナト ウガリット神話の愛と戦いの女神の名。 魅力といえば愛！なので愛と戦いの女神であるアナトの名を。アナトといえば兄一直線の女神なので競走馬としても一気に駆け抜けてほしい。

アバンドーネ 感情のままに 音楽用語のフランス語で感情のままにという意味で、自分らしさを出して歌うように、軽やかに駆けて欲しいとの想いを込めて。

アビデッション 「誘い文句」のフランス語訳 母：ファニーストーリーの「ファニー」の「ジョーク、冗談、ユーモアである」こと。父：ゴールドアリュールの「アリュール」の「魅惑する」より連想。「誘い文句」をフランス語訳したもの。

アペックス アペックス(Apex)＝英語で『頂点・先端』 世代の先端を走り、頂点を極めるような活躍をしてほしいとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

アマショク 甘食 甘食のように老若男女に愛される存在になってほしい。あと色合いが似ているような気がしたため。

アマツカゼ 天つ風 空を吹く風のように疾走して欲しいということから

アマツサエ 好ましくない状態が重なるさま ごろがいいのとこの言葉の意味を深くしっている人は特撮好きであろう

アミーチ 友 Amica　イタリア語本馬は、自分たちの友である

アミュレットプリエ アミュレット・お守り、魔よけプリエ・祈る 競走馬生活を無事に過ごしてほしいので「祈り」と「お守り」を合わせてみました。後、馬柱も気にして女の子らしい単語を選んでみました。

アメリア 愛されるもの（英語）
皆に愛され応援されるような馬になって欲しいという願いを込めて。また、ラテン語では「努力」という意味もあります。競走馬は様々な人達の努力の結晶であり、この馬にもこれまでたくさんの方々が関わって
きたのだと思います。この馬に関わった関係者の努力が報われ、皆に愛されるような馬になりますように。同名馬は検索したところいませんでした。

アメリプーラン 映画「アメリ」のヒロインの名前 映画「アメリ」の主人公アメリプーランはファニーなヒロインそのもの。アメリのようにファニーな物語を紡いでほしいから。

アヤツジツカサ 絢辻さんは裏表の無い素敵な人です。 あやつじいいいいいいいい！！！

アラレパンチ 怒濤のパンチ 連続で攻撃を繰り出すくらい前向きなレースをしてほしい。そして地球を割れそうなほど力強い名前にしたかったから。

アリアーレ 飛翔 古いイタリア語で飛翔という意味を持つ。競走馬という舞台で目標に向かい努力し更なる高みを目指してほしい、そして羽ばたいてほしいという願いを込めて。

アリアンフロド 銀の車輪
ケルト神話（ウェールズ神話）に登場するウェールズ文学では名高い美女。父馬ゴールドアリュールと母ファニーストーリーの名を一部もらい受け、アリアンフロド（銀の車輪）としました。車輪はケルト人が「再
生の象徴」として好んで使用する図柄で、太陽を現しています。(Wikiによる）初年度のリアルダビスタは望まないリアルの連続でした。願わくは、全てが良い方向に再生していくことを心より願っています。

アリーヴェデルチ さよならだ。また会いましょう。(伊）
Arrivederci。父ゴールドアリュールの語感からの発想。放送や競馬場で姿を見たその次もその先もずっと無事に会える機会があるようにと願い、「また会いましょう」と言う意味の別れの挨拶を名前として応募
しました。

アリーセ 不思議の国のアリスのアリスをドイツ読み
母名から童話を連想して名づけました。課題と挑戦、克服を描いた物語である童話不思議の国のアリスの主人公アリスのドイツ表記がその由来です。物語の中のアリスの様に競走馬として困難を乗り越えて
いってほしいです

アリーナ 物語の登場人物 某おてんば姫。牡馬をも蹴散らす馬になってほしいので。

アリソンクレアー Allison　太陽の光Claire 輝く 太陽のように輝けたらと命名

アリツタケノアイヲ ありったけの愛を ニコニコユーザーの気持ちを込めた名前にしてみました。

アリュールガーデン 魅力的な庭園
名前は父馬の「ゴールドアリュール」から「アリュール」を取り、そこにお嬢様要素を醸し出す「ガーデン」をつけたものです。魅力的な立ち振る舞いでコメントに草を生い茂らせてくれることを期待して考えまし
た。

アリュールスマイル
allure（魅力とか魅惑する）＋smile（ほほ笑み
とか笑顔）allureは父馬ゴールドアリュールか
ら。

・偉大な父馬、ゴールドアリュールのように走りで競馬ファンを魅了し、普段の愛らしい様子でみんなを笑顔にしてくれたらいいなという思いを込めて。・ニコニコの馬ということも含めてスマイルとつけましたが、
彼女が無事大井でデビューし、走ってくれることで石崎さんをはじめとした企画運営をしてくださる関係者の皆様や、企画を見守っている視聴者の皆様が笑顔でいられますように、という願いから。

アリュールスマイル 父母名より連想 見た人を笑顔にできるような魅力的な走りを見せてほしい

アリュールダンス 魅了するダンス 父アリュールと母母のダンスから取りました。楽しいダンスをしているような軽やかなステップの走りで魅了して、皆さんに愛される子になってほしいなという気持ちで付けました。

アリュールビルキス 父の名+伝承の女王の名前
ゴールドアリュールのラストクロップなので、父の名前は継承させたいと思ったのが理由のひとつ。即戦力なので名前負けしないものをということで、牝馬ということもあり女王の名前を。また、日本人は濁点が
ある名称のほうが響き的に好むので「父の名前も含んで9文字以内に収まる濁点付きの名称」という条件からこのような名前を考えさせていただきました。ちなみに、ビルキスとはシバの女王のことです。さり気
なく「シバ」と「芝」もかけています。

アリュールメテオ 父名+流星 流星（メテオ）のごとく走って、見る人を魅了（アリュール）して欲しい

アリュリュー 響きがかわいい かわいいは正義

アルーアスマイル 魅惑の笑顔 父アリュールからアルーアを貰ってスマイルは笑顔という意味合いと共にニコニコとかけてみました

アルキュミアテイル
アルキュミア(Alchymia)ラテン語で錬金術テイ
ル(Tale)英語で物語父と母の名前から連想

卑金属(貴金属ではない金属)から金を産みだす錬金術の物語。直訳するとそういう意味になりますがまさに黄金色に輝けるようにニコニコのみなさん、競馬ファンの応援と受け入れてくださる厩舎の方々、み
んなのチカラでそういう馬になれるように錬成していければ…と、思いこの名前を応募しました。

アルザンプランセス フランス語で「栗毛のお姫様」 画像や映像からお姫様のような立ち振る舞いを感じ、馬そのものを表すような馬名にしてみました。

アルシエ Real derby stallion's Counter Attack 　ミツ君の引退、たる子の病死と悲しい出来事が続いたリアルダビスタの逆襲はここからはじまるのです、という気持ちをこめて。

アルスヴィズ
北欧神話に登場する馬の名。「快速」または
「賢い」

リアルダビスタの競走馬として、あらゆる能力の要求にこたえる馬として堅実に賢くレースを無事に走り続けるように、立ちはばかる大きな試練を乗り越えて、まずはデビュー戦を「賢く」「快速」に走って欲しいと
思い候補に挙げました。

アルストロメリア 誕生花より
花言葉が「持続」「未来への憧れ」「エキゾチック」「幸福な日々」などがあり、別名百合水仙、夢百合草とも呼ばれており、可憐で華やかな馬生を送れるようにという意味とたくさんの人の夢や想いを乗せて長く
競走馬として魅了し続けて貰えたらと思いこの名前にしました。

アルストロメリア ファニーストーリーの2016の誕生花（3/25) 3月25日の誕生花＋花言葉が「持続」「未来への憧れ」「エキゾチック」となかなか良いため

アルストロメリアン 花の名前から
生まれた日、3月25日の誕生花【アルストロメリア】ですが、繁殖牝馬に同名がいたので最後に『ン』をつけて可愛らしくしました。花言葉は『持続』『未来への憧れ』『エキゾチック』で、華やかな姿はこの仔にピッ
タリだと思います。

アルティマウイング 究極の翼 強い意味を持ちながらも可愛らしい語感で響くので。父母馬を、全てを、その翼で超えて行け！

アルトコアルナー お金は有るところには有るな 意味そのままです。

アルバフィオーレ 夜明け＋花（イタリア語） 競馬界のリアルを見せられる出来事が続いてはしまいましたが、この馬がきっと夜明けに咲く花のように希望をもたらす存在になってくれるのではないか、と思ったので。

アルフォンシア アルフォンシーナ+シンフォニア 響きが可愛くて、ファニーストーリーの16に合うかなと。アルフォンシーナ(小惑星)+シンフォニア(交響曲)星関係の名前を考えたかったので。ゲームにも出てくる名前。

アルフライラ 千夜一夜物語 母ファニーストーリーからの連想。

アルモノガタリ 両親の名前から連想　とある一つの物語 この子なりの人生の物語をユーザーみんなで作っていきたい　のちに、ある物語として残っていくような馬になって欲しい

アレアレドレダヨン アレ何処やったっけ？ アレ何処やったんだっけ？

アロクロクジ 阿轆轆地 車がくるくると回るようつつがなく牝馬として活躍してほしいです。

アワーストーリー みんな(私たち)のストーリー Our Story,シュシュブリーズの仔、オーバーザリミッツが残念なことになったけど、今回は牝馬の競走馬。ここから新しいストーリー、そしてみんなの共通したストーリーを作るため。
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アワーストーリー 英語で私たちの物語 ストーリーは母馬からの引用視聴者全員で作る、私たちの物語。

アングリフ 攻撃 強い馬になってほしい。

アンジュミニョン 可愛い天使 フランス語で『可愛い天使』

アンテイシー ダビスタの種牡馬の能力から 昔楽しんだダビスタで爆発的に能力が高い馬が生まれるのが安定Cだったからそれにちなんで

アンナドルナー 侮るな 少し皆んなより小ぶり、、、でも侮るななよという強い意志で立ち向かって欲しいから

イイネ 良いね うん、良いね！

イイハナシダナー いい話だなーと感嘆すること。 お母さんのファニーストーリーの由来「笑い話」から話を取って、ニコニコ動画のコメントらしくしてみました。

イエローメノウ 黄瑪瑙 宝石言葉で　成功　健康　長寿　富　の意味イエローアゲートは海外にいたので、イエローアゲートの別名にしてみました

イエヲタテヤマ 家を建てる+山 家を建てられるくらいの山のように儲かる万馬券を演出してくれたらな…と。

イキナハカライ 気の利いたユニークな取り計らいのこと この企画が関係者の方々の粋な計らいによってどんどん面白いものになっていると感じたので！これから更にこの馬と一緒に面白くしていってもらいたいという期待も込めて。

イキリオタク 意気がるオタク 我々が普段コメでイキってるようにファニ子もレースや放送でイキってほしい。

イザスナノクニヘ いざ砂の国へ ドバイワールドカップ優勝

イシザキシネマ 石崎＋映画館 ファニーストーリーから連想し、石崎氏を映画館の館長に見立てて映画のような馬生を

イシザキネン この馬に出会えた記念の意を込めて。 石崎さんのセリや公式放送での頑張りを評価・応援したいから。

イシザッキ 外国語っぽい響きを連想 発音はマサラッキと同じ。

イシファニストヒロ
『当て馬に人生を見た』という、某男の笑い
話。

去年は『イシザキネン』で応募しました。今年こそイシザキ教元年としたい。

イシュタル
古代メソポタミアの戦いと美と豊穣の女神か
ら

都市国家ウルクの守護神で、戦と豊穣と美の女神イシュタルに肖り、重賞やG1で勝てる強い馬になって欲しいからです。

イストワードゥル 黄金史のフランス語読み
父：ゴールドアリュールの「ゴールド」。母：ファニーストーリー「ストーリー」。ストーリーを類語である史と言い換えて、「黄金の歴史」「黄金史」をフランス語にしたもの。オルフェーヴルと同様の命名方法ですが、
今度こそフランスの地ロンシャンで勝って凱旋し、歴史に名を残してほしいという願望も込めて命名。

イタカ 風に乗りて歩むもの クトゥルフ神話などに登場する架空の神格。大気を象徴する神。とっても早い。

イチゴボンバー 苺と爆弾 可憐さと爆発力をそなえてほしい

イチホズツ 一歩ずつ 焦らずに一歩ずつ歩んで行ってほしい

イチョウモミジ イチョウ紅葉 イチョウの紅葉のような明るい色だから。

イッカクセンキン 一獲千金 賞金を頂けるくらいの馬になれるように。

イッシンザキー 全てを一新する鍵たる馬
この企画が日本競馬に新しい風を吹かせ、色んな常識や記録、固定概念を塗り替えることが出来たらいいな、と。そのカギとなる馬になって欲しいな、という思いで付けました。決して「イシザキ」って略せるな
〜とか、この馬をセリで落とす時の石崎さんカッコ良かったから名前もらおうかな〜とか考えたわけじゃないですよ！！

イッセーノ 勢いをつける時の掛け声 様々なことを踏み出す時に応援してくれる人たちと共に勢いづいてほしいから。

イッセン 一閃、一線 閃きのように速く駆け抜けてほしい。また、第一線で走り続けるように。

イッチャクナチャウ つい1着になっちゃうから イッチャクナチャウヨイッチャクナチャウヨ

イッテンコウセイ 一　転　攻　勢 どんな苦境も覆す、そんな世界レベルの馬になりますね…間違いない

イットウショウ 一等賞 レースに勝って一等賞！

イッパイカッテネ いっぱい勝ってね まずはデビュー戦！そろそろリアルダビスタの馬がレースで走っているところが見たい！

イッピーイッピー やったー！やったー！
イッピー（Jippii)はフィンランド語で喜びを表す表現として使われます。走る喜び、勝利する喜び、定点で見れる喜びなど色々な喜びを皆にもたらしてくれる馬になることを願ってこの名前を提案しました。イッ
ピーという言葉の響きも牝馬のかわいらしさが出せるし、2回繰り返すことで聞く側によりインパクトが残りやすく、実況を聞いたときに馬名が埋もれないようになるかと思います。

イデヨシェンロン いでよ神龍 願いをかなえて欲しくて

イトククリ 糸括桜の種類の一つ
日本らしく女の子らしい名前で考えて、やはり桜の花がいいかなと。桜の花の一つの名前で、しかも栗毛の“クリ”が入っていたので(笑)呼びやすいかな？と思い、選んでみました。ククリちゃんとかかわいい！
w

イトヲカシ そのまま 美しい愛らしい優れた面白いなどの意味のある言葉。ファニーにもかかってていいかなと。

イトヲカシ
古文に使用される言葉で、「とても面白い」の
意(母名からの連想)

「いとをかし」の「をかし」には、現代に通ずる「こっけいな、おかしい」という意味以外にも、「美しい、きれいな、愛らしい」、「すばらしい、優れた、見事な」、または「趣や風情がある」といった、様々な賞賛の気持
ちが込められています。ファニーストーリーの16にも、周囲からそんな言葉をたくさんかけられるような、立派な競走馬になってほしいと思い、この名を選びました。

イトヲカシ マジ最高(面白い) 『をかし』には滑稽や面白い以外に優れたや見事という意味も含むので、そんなサラブレットになってほしいという期待を込めて。

イナカッペガサス 稲妻の一部＋喝采の一部＋天馬の英語 稲妻のごとき鋭い走りで拍手喝采を浴びる、天馬のような競走馬になれますように地方競馬のスターになろう！

イナキカケル （命名する馬が）勝利に向かって駆け抜ける
イナキは大和言葉で馬という意味です。カケルは大和言葉で走るという意味です。大和言葉は新幹線の名前にも使われる様に音のフレーズがきれいです。また、おぼえやすい名前のほうが親しみを持っても
らえるのではないかと思いました。一見安直やなー。って思われるかもですが響き的にもいい感じだなって思います。

イヌノオマワリサン 犬のお巡りさん もちこさん。いつも巡回ご苦労様です！

イノウエコーチ 日本大学ラグビー部コーチ INUE

イノセントマインド 無邪気な、純粋な心 無事に成長してほしい、活躍してほしいといった、私たちの純粋かつ無邪気な心また、ファニーストーリーの16の純粋かつ無邪気な心を合わせてこの馬名にしました。

イノリ 競馬界の繁栄をいのって 競馬は危険との隣り合わせ　落馬で怪我したり…生まれてもなくなってしまう命…少しでも無事に過ごせるように

イフウリンリン 威風凛々 毛色が栗毛で靴下4足なため豪勢な威厳があり、凛々しく発音まで牝馬らしい四字熟語はぴったりです。

イマスウマデス 馬はいます。よろしくおねがいします
ウマです。ウマはいます。ウマはウマであることに疑いようがなく、たしかにそこに存在します。ウマはまいにち会えますますですます。ニコニコ生放送でなんとなくのぞいた定点放送。次の日もなぜか見にきて
いることでしょう。ウマです。競馬場に行けばじっさいに会うこともできます。オウエンできます。よろしくおねがいします。ウマはかわいいです。いっしょうけんめい走ります。ウマのこと、わからなくてもいいので
す。ケイバを知らなくてもウマはかわいいかわいいのです。ウマはいるのです。あなたのまいにちにウマが息づくのです。よろしくおねがいします。

イマドキオトメ 今時乙女。 今時乙女。今をドキドキさせる仔になってほしい。

イマ二―ヤルサー 今　この時　走るんです。 今　この時走ります。

イモウトブンヤゾ シュシュとミッツの妹分的なもんだから そのまんまあとはミッツの走れなかった分をがんばってほしい

イモケンピ

サツマイモを短冊状に切って植物油で揚げ砂
糖を絡めて作った和菓子。父名ゴールドア
リュールのゴールドと当馬の光輝くような馬体
の色から連想。

金色、黄金と言えば芋けんぴかなと思って。相性はぴーちゃんで。

イリーズゴーンヌ 誰も追いつけない
直訳「それはもう居ない」野球実況でホームラン時に使われるフレーズ「It is GONE!」の響きと「ホームラン→捕球できない→ゴール板まで誰も追いつけない」と言う異訳辛いリアルが多かった一年目のリアルダ
ビスタの雰囲気を明るくかっとばせ「It is! going Going GOing GOINGandGONE!」

イルマ
生きてるだけで丸儲けを略してテレコにした
造語

とにかく健康で走ってほしいので。

イルミリオーネ マルコ・ポーロの著書。『東方見聞録』。
父は「黄金の魅力」、母は「愉快な物語」。マルコ・ポーロの愉快な旅物語「東方見聞録」にて噂話として魅力的に著される黄金の国ジパングにちなんで。「東方見聞録」は「イルミリオーネ」という名で世界的に
知られている。

イレジスティーブル 坑しがたいほど魅力的な 父ゴールドアリュールからの連想。大衆を惹き付ける魅力を持った馬になれるように。

イロファニホヘト いろは順の最初の文字＋母馬の名前 一からやり直すための馬だから

イロファニホヘト イロハニホテト（いろは歌の冒頭）

いろは歌の冒頭の一文を母親の名前の一部とミックスさせました。色は匂へど　散りぬるを我が世誰ぞ　常ならむ有為の奥山　今日越えて浅き夢見じ　酔ひもせず上から諸行無常（しょぎょうむじょう）是生滅
法（ぜしょうめっぽう）生滅滅已（しょうめつめつい）寂滅為楽（じゃくめついらく）です。悲しい事実にも直面して現実をありのままに見ることは本当の幸福につながる、そして乗り越えられる。という仏教の教えが
この歌にこめられています。タルコの死やオーバーザリミッツの引退という悲しい出来事にも直面したリアルダビスタという企画を名であらわす「イロファニホヘト」を推奨します。そして必ず幸福の道にすすむと
信じています。

イワスヒメ 石砂の女神 古くから伝わる、日本の石砂の女神です。ダートを走る牝馬という事で、ぴったりじゃないかと思いました。

インセインラフター 正気でない笑い 母がファニーストーリー（笑い話）なので娘には盛大に笑ってもらおう、そして皆で笑おう、更にニコニコっぽく普通でない笑いにしてみました。

インテリジェント 高い知能 賢い馬に育ってほしい。

ヴァージンロード ヴァージンロード
ヴァージンロードチケットトゥダンス（ダンスへの切符） →ファニーストーリー（切符を持って不思議な話に出会った）→ゴールドアリュール （黄金の様な魅力溢れる素敵な殿方に出会う）→ヴァージンロード（結
婚へ）バージンロードはいましたが、ヴァの方はいなさそうでしたので。バの方も引退していたから大丈夫な気がしました。

ヴァイローチャナ 毘盧遮那仏 宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く馬になってほしい。（競馬を布教するような馬になってほしい）

ヴァルキュリア 戦乙女のように強く走ってほしい 言葉の響きと戦乙女という強そうな感じそしてみんな大好き中二感。

ヴァンピール 吸血鬼（仏）vampire
父母の能力を血を吸って受け継いだような馬になりますように。サラブレッドは血統の繋がりが大事な動物です。なので血を吸って能力を受け継ぐような吸血鬼もある意味似たような生き物ではないでしょう
か。

ウィアスマイラー 私達を笑顔にするもの 馬も自分達も笑顔になるような存在であって欲しいというところから。

ヴィーゼ ドイツ語 草原 ニコニコらしくダートに草を生やし尚且つドイツ語にして名前をカッコ良くして見ました

ヴィーナスノキセキ

父馬名から「金星(ヴィーナス、女神)」と母馬
名のストーリーから「軌跡」を連想。また、「奇
跡を起こして金星(きんぼし)を取って欲しい」
という願いを込めて。

明るく輝く希望の星。女神のように魅力的で可愛いこの子が、この先 進んで行く道をみんなで見守り、応援していきたい。また、読みや漢字をかえて、「奇跡を起こして金星を取って欲しい」という願いの意味に
も取れるようにしました。

ウィーブスマイル weave smile笑顔を紡ぐ笑顔を組み立てる
お母さんのファニーストーリーから想像し、またニコニコからも連想できるかと思い、この名前にしました。この仔が1着でゴールを駆け抜けたとき、みなさんが笑顔になれる、そのようなお馬さんになってくれる
といいなと思います。

ウィーラヴファニー 私たちはファニーを愛してる シンプルにそのままの気持ちを名前にしただけ

ヴィヴァーチェ イタリア語で「鮮やかな」 Vivace本馬の毛色が鮮やかな栗毛で綺麗だったから。

ヴィクトリーエール 勝利（Victory）エール（Ale:お酒の一種）
勝利の美酒。勝利を祝って乾杯！元気に馬場を駆け抜ける姿を見て、みんなでお祝いしたいと命名しました。また、エール(Ale)はお酒ですが、応援するという和製英語エールともかけています。※
netkeiba.comで馬名重複無しを確認済み。

ウィズストーリー
英語で「共に」を意味する言葉＋母の馬名の
一部

リアルダービースタリオンを企画や協力してくださる関係者の皆様、視聴している画面の向こうの皆様、それだけでなく無事にデビューできることの難しさを改めて教えてくれたオーバーザリミッツやたるこ。リア
ダビに関わってきた全ての人や馬と「共に」この馬との新たなストーリーを見守っていきたいという願いを込めて名付けました。

ウィナーストーリー 勝利の道 母名より連想。勝利者デビュー出来なかったミツ君の分まで勝利を積み重ねていけるよう、願いを込めて。

ウイニングストリア 勝利の物語 英語で勝利を意味する「Winning」+イタリア語で物語の「storia」勝利をあげてハッピーな物語になるような活躍を見てみたい。

ウイニングマーチ 勝利への行進 勝利に向かって着実に歩みを進めてほしいから。

ウイニングライブ 勝利　生放送 ウマ娘が人気してるのではやりに乗っかろうというのとファニーストーリー２０１６が勝って生放送で喜びを分かち合いたいと思ったのでこの名前にしました

ウィンウィンウィン 勝利+双方に利益があること 勝利することで双方(企画主と企画の参加・応援者)に利益が発生してほしいという願いを込めて。

ウイングフロント 舞台そで＋最前席
Wing Front通常は見ることが出来ない舞台裏を「そでの最前」で見ることができるリアルダビスタの放送を指す。wingには「進ませる、駆りたてる」、frontは「前、最前線」とあり、「デビューして競馬場、そして
ダート界の最前線へ」という願いも。なお3月25日生まれで日本のダートで言えばフェブラリーS勝ちのウイングアローと同じ誕生日。大井のスーパーダートダービーを勝っており、そこからもあやかった。なお、
大井競馬場のL-WINGとG-FRONTも連想できる。

ウインドフラワー 風の花 風のように早く、そして花のように可憐な走りに期待を込めて。

ウィンベルモット 勝利+お酒のベルモット 勝利の美酒ということで勝利+お酒のネーミング　可愛らしい名前のほうが良いかと思いベルモットにしました

ウーピーシャウト 騒々しく＋シャウトする
Whoopee shout母の馬名（愉快な物語）から「コメディ」＋牝馬なので女性＋父の「ゴールド」＝ゴールドのつく喜劇女優という事でウーピー・ゴールドバーグを連想その名の元になったというWhoopeeは（騒々し
く・バカ騒ぎ・ワーイ）という意味があり、コメが盛り上がってほしいという願いも込めるshoutは叫ぶなどがあるが、（喜びなど）を大声で表すという意味があるようやくリアダビの馬がレースで走っている姿を見る
ことができる喜びをワーイと大声で表したい！ちなみにウーピー・ゴールドバーグの代表作・天使にラブソングのエンドロールで彼女たちが歌った歌が「shout」。

ヴェニュスブリエ 金星＋輝く 父ゴールドアリュールの馬名意味「黄金の魅力」からの連想。星のように輝くように。

ウォークオンエアー 有頂天(英語:Walk on Air) みんなが有頂天になれるような競走馬になって欲しいので。

ヴォワイヤージュ 仏語で「旅」 リアルダビスタとして日々の歩みを旅という形で表現しました。まだ道半ばですがこのまま進んでいってほしいとの思いです。

ウケモチ 保食神食物起源神話にまつわる神
ウケモチは自分から植物や生命を生み出すことのできる神です。なので、この子の走る道が芽吹けばいいなとの意味をこめて。別名にオホゲツヒメというのがありますがウケモチのほうが可愛いかなと思った
ので。JBISで登録されてないのは確認済みです。

ウシ 牛もなかなか足が速いのです 聞いた人が足を一瞬止めて確認してしまうインパクトを重視

ウジキントキ かき氷の一種
５月だというのに暑いのと、その昔プレイステーションでダビスタをやっておりまして、生まれた雌馬（レースに出れる段階で380㎏）が韋駄天の脚を持っており、連戦連勝を重ねた事にあやかって活躍してくれた
ら嬉しいと思いこの名で応募しました

ウスイロガラナ 薄色のガラナ飲料 ガラナ飲料を薄めた感じの毛色だから。

ウソダドンドコドン 嘘だ＋太鼓の音 ( 0w0)＜ ｳｿﾀﾞﾄﾞﾝﾄﾞｺﾄﾞｰﾝ（嘘だそんなことー！）http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%AB%E8%AA%9E

ウチノオジョウ うちのお嬢 リアルダビスタはいままでにない、「みんなの馬」なのを強調したくて「私たちのお嬢」という意味の「ウチノオジョウ」と名づけました。

ウチノコ 私たちの仔 「うちの仔すごいでしょ（えっへん）」という気持ちを込めて。私たちの馬、を強調してみました。

ウト 太陽と月
烏兎（うと）は「金烏玉兎(きんうぎょくと)」の略として使われます。金烏は太陽の異名、玉兎は月の異名です。太陽も月も私たちが生きていくうえでなくてはならないかけがえのない存在である事から、リアルダビ
スタに関わる皆さんにとってそういう存在になってほしいと思い提案させていただきました。ウッちゃんとか呼ばれたら嬉しいなぁ～。南関で走るウッちゃん…。何か聞き覚えがある響きになるのもいいかなと思
います。あと、個人的に2文字の馬名を提案したかったというのもあります。

ウノドストレス スペイン語で「１・２・３」 一歩ずつでもいいから頑張って欲しいとの思いからスペイン語の「１・２・３」である、「ウノ・ドス・トレス」を馬名として考えました。

ウマカツ 競走馬活動 私の熱い競走馬活動「ウマカツ！」始まりますﾌﾌｯﾋ

ウマカツスターズ 競走馬活動の星に ウマカツ界の一番星になってほしいから

ウマカツフレンズ みんなと一緒に競走馬活動！ ウマカツ界のダイヤモンドフレンズになってほしいから

ウマキャット 見た目は馬だけど素早さは猫だから 人気バーチャルYouTuberのらきゃっとの中の人の顔出しハプニングを思い出した
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ウマニコニコバン 馬＋にこにこ＋小判
父馬ゴールドアリュール→ゴールド→お金→小判→猫に小判という連想から。漢字表記からカタカナ表記にしたところ、文字に「ニコ」が入っていることに気付き、ならばニコニコにしてみたらどうだ！？と眠くて
よくわからないテンションで思いつく。更に猫を馬に変えて生まれたのがこの馬名だ。多分きっと、お馬さんが走って、優勝して、賞金も手に入って、みんなニコニコできたらいいね、とかそのあたりの意味だと、
思う。最後に、どうしてこんな馬名を思いついててしまったのか本当に全くもってよくわからない。

ウマニナリタイ 馬になりたい 夢を確実にかなえたい気持ちから

ウマノフレンズ 馬の友達
リアルダビスタという企画に、顔は見えなくともすっごーくあたたかい人との繋がりを感じました。企画を飛び越えて、もっと沢山の人たちに馬に対してフレンドのような親しみを、あるいはこの馬を通じて多くの
競馬ファン同士で繋がりを感じて欲しいと思い、この馬名にしました。

ウメモモサクラ 春に咲く花梅・桃・桜 それぞれの花言葉梅：艶やか桃：天下無敵桜：優美な女性強くて美しい競走馬になってほしいという願いから

エアロダイナミック 空気力学(英語:Aerodynamic) 空気抵抗とか物ともしない、ダイナミックな走りを期待して。

エイエンノニバンテ 永遠＋二番手
オリミツの次に走ることになった本当の二番手であるから。そして、悪い意味ではなく、ニコニコ大百科にもあるように、メイショウドトウやステイゴールドのような、トップと比べれば華々しい成績ではなくとも、魅
力あふれる競走馬になってほしい。

エイセイナナカン 羽生善治さんのファンなので・・・ 残すはAO戦のタイトルのみ。

エイミーマーチ 若草物語の四女の名前 おしゃまな性格の若草物語の四女エイミーから取りました。(あえてフルネーム)こんな性格なのかな？と思って

エヴァンゼリン ドイツ系女性名前 某アニメから

エーアイチャン 人工知能 人工知能(AI)のように日々進化、成長して欲しい。

エガオイチバンボシ 笑顔＋一番星 母ファニーストーリー（面白い話）から連想。物語の主役として一番星に輝き、多くの人を笑顔に導く存在になってほしい。

エガオデハシルヨ 笑顔で走るよ 本馬にはレースを楽しんで走ってもらいたい。真剣勝負だけども楽しんでもらいたい。リスナーも笑顔になれるように、元気に走ってほしい。

エガオノキラメキ 笑顔の煌き 母のファニーストーリーと、父のゴールドアリュールから。笑顔が煌く、競争成績を残せるようにと願って。

エガオノフルオカ 笑顔の降る丘 母名のファニーストーリーより小説の題名のような名前にしました。笑顔はニコニコと応援している皆さんと関係者の皆さんが笑顔になれるようにとをかけ、丘は馬が駆け巡る風景を連想しました。

エガオノママデ 笑顔のままで 母のファニーストーリーから。本馬の活躍で、携わる人々が笑顔のままでいられるようにと願って。

エガオノミリョク 笑顔の 魅力 「笑顔」:母名の「面白い話」で、笑顔になるところから。「ニコニコ」要素にもなるので良いのではないか「魅力」:父の「アリュール」から。

エゴリウス キンメフクロウ 父親から「金」、金ということで想起力強いキンメフクロウになぞらえ、走り抜いてほしい願いをコメて

エステレラ 星（ポルトガル語）estrela ずっと星のように輝き続けてほしいから。リアルダビスタの星として企画を導いてくれるように。

エスプロジオーネ 爆発 兄：バクハツにちなんで。また、ニコニコの投稿動画で本社はよく爆破されているので。

エタンセル フランス語で「火花」の意 半兄バクハツからの連想で、火に関連した単語を選んでみました。音の響きも可愛らしくて、牝馬の名前にはいいのではないかと思いました。

エッヴィーヴァ 喝采 イタリア語でevviva 万歳　乾杯　おめでとう　などの意味がある。皆でバンザーイといえるとなお良いですね。

エテルナトーレ Eternatore不朽の作品(イタリア語) 競馬史に名を残す競走馬になってほしい

エトーシャ
ナミビア北部にある国立公園及び塩湖の名
称

脚が四脚とも白く染まっているところから真っ白な塩湖に佇んでいる様子が想起されたので塩湖の名称から命名しました

エトワルフィラント 流れ星 ファニーストーリー１６の流星から着想。みんなの願いとともに流れ星のように走り抜けてほしい。

エヌズリベンジ ニコニコ発の競走馬のリベンジ リミッツがけがのため、強制引退してしまいました。今度こそ、活躍するようにそれを願ってこの名前にしました。

エビカニティー 気高き美しい牝馬に相応しい名前 次の世代に引き継いでゆく、牝馬の後継者に相応しいと思ったから。

エピソードツー 第２話（英語） 2代目リアルダビスタ購入馬のため。母名のストーリーから連想。

エブリデイサンデー 毎日が日曜日 ニコ動にはニートが多いので

エブリデイマジック
Everyday Magic物語の類型のひとつで、日常
に不思議が混じる形態の話

母名より連想

エブリワンストーリ みんなの物語
流石に5000字はかけないな～と、いうことで完結に…みなさんそれぞれにこの子にかける想いがあると思います。そして、それをこれからデビューし、この子はいろんな物語を紡いでいってくれると思います。
それがリアルダービースタリオンの物語でもあります。｢ニコニコユーザーみんなの物語｣そういう意味で応募しました。

エミ 笑み おかしな話で笑いましょう

エミコ 「ファニー」から「笑み」を連想＋「子」 シンプル＆すぐ覚えてもらえそうなので

エミマンカイ 笑み＋満開 満開の笑顔を運んできてほしいから

エモインデスケド エモい＝感情がゆさぶられるようす 4本ソックスでJKイメージがわくのでいまどきの流行語を・・

エルオーエル LOL、英語で笑い 英語でLOLというスペルは「笑っています」という意味で日本語の（笑）やｗｗｗに当たりますまさに「ニコニコ」の馬らしい名前ではないでしょうか？きっと皆をLOLにしてくれる子になると思います！

エルタアレ エチオピアにある活火山
私の推薦する競争馬名は「　エルタアレ　」　ですこの馬の紹介・調教を見て普段はきれいな顔つきで直線に入ると右に左に荒ぶっている姿を見て火山やマグマをイメージしました。エルタアレはエチオビアに
ある活火山で、世界で一番マグマに近づくことができる溶岩湖があり柵などはなく、わずか数メートル先で灼熱のマグマが沸き立ち地球の鼓動を感じることができる絶景スポットです。普段接することが少ない
競馬業界に近づくことができるこのリアダビ企画や、この馬のイメージに合うと思います。またヴェスヴィオやキラウエアなどの火山名もすでに登録してあるのでこの名前も通るんじゃないかと思います。

エルドラード 「黄金郷」 父馬の「ゴールド」から黄金郷を連想しました

エレガンスリリック 英語で「優雅な抒情詩」 馬体は華奢だけど、優雅な走りをしてほしいという意味を込めて付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

エレガントリリック 英語で「優雅な抒情詩」 馬体は華奢だけど、優雅な走りをしてほしいという意味を込めて付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

エレクトロショック 電気ショック、感電(英語:Electroshock) 電気が走ったかのような、痺れる走りをする子になって欲しいので。

エレクトロラポール 電気（英語）＋信頼がある状態（心理学用語） この馬の誕生日3月25日は電気記念日、みんなの馬ということ電気でみんなと信頼を繋いでいるというイメージを馬名にしてみました。

エレスペール 彼女は最高 彼女は最高という意味そのまま。

エレデアウローラ 新しい夜明けと再出発
エレデはリアルダビスタのＲとＤをとり、スペイン語読みにして冠名的に使ってみました。英語読みのアールディは過去に冠名的に使われたことがあったようなので、文字数の都合も考えてスペイン語読みにし
てみました。アウローラ（Aurōra）はラテン語でローマ神話の曙の女神を指し夜明け、再出発の意味として使われることもあります。シュシュブリーズの2018（通称たるこ）の事やオリミツ君の引退などこれがリア
ルとはいえ、厳しい現実が続いているこの企画の新しい夜明けと再出発の象徴にファニーストーリーの16がなってくれるようにという願いを込めてこの名前を考えさせていただきました。

エレデカナカロカ サンタクロース
エレデカナカロカ（R.D.Kanakaloka）エレデはリアルダビスタのＲとＤをとり、スペイン語読みにして冠名的に使ってみました。英語読みのアールディは過去に冠名的に使われたことがあったようなので、文字数
の都合も考えてスペイン語読みにしてみました。カナカロカはハワイの言葉でサンタクロースを意味します。リアルダビスタに関わる全ての人たちに勝利や喜びや楽しさというプレゼントを運んで来てくれるサン
タクロースのような存在になってくれることを願ってこの名前を考えさせて頂きました。

エレナ 古代ラテン語で太陽の生命力や光
父馬のゴールドから光を連想し、馬体も明るい栗毛でたてがみは金髪に近い色なのでどこか眩さを感じる名前をつけたいと思いました。走る上では無事是名馬という言葉もあるくらい、心身ともに健康である
ことが第一だと思います。息の長い活躍を見せてくれる太陽の光のように眩く、強い生命力を持った馬であって欲しいと願いこの名前にしました。あとは近年3文字の馬の活躍(キセキ、ガンコ、キズナ、カデ
ナ、ミツバ等・・・)が活躍しているので、それに便乗をする形で（笑）響きが可愛らしく覚えやすい名前でもあるかなと思います。

エンジェルシュガー 愛しい天使ちゃん 「エンジェル」・「シュガー」は英語圏の恋人や愛するパートナーを表す呼び方です。そして、シュガーはお馬ちゃんが大好きな甘い角砂糖を思い浮かべるように掛け合わしてます！以上。

エンチャントレス 魔法使いの女、魅惑的な女 父ゴールドアリュールからの連想。魅惑的な走りを見せるとともに、黄金の成績を魔法のように作ってほしいという思い

エンドレスストーリ 終わらない物語
ファニーストーリーの16が落札できた瞬間に閃きました。紆余曲折あり企画が止まるのでは？と思われた方もいましたが、「リアルダビスタは終わらないよ」まだまだ物語は続くよそんな意味を込めて・・・本来
はエンドレスストーリー10文字ですが最後のーがない　～ストーリも過去に存在しますので構わないかと思いました。

オイカゼ 追い風 逆風が2回吹いてしまったこの企画に対して、これからの追い風になってほしいという気持ちを込めて。速そうだし。1962年・2002年に同名馬がいるところが少しの懸念点

オイナリサンダー お稲荷サンダー それは私のおいなりさんだおいなりさんのような見た目かつ雷のように速い馬になるから

オウエンダンマク 応援弾幕 ニコニコ動画のコメント投稿機能から弾幕を、そして皆さんから応援されるように。

オウギョクノキミ 黄玉(トパーズ)の君
栗毛の馬体から、トパーズの和名「黄玉」より。また玉(ギョク)は宝石という意味だけでなく、優れて美しいものや、立派なものと言う意味も含まれている。そして、玉(たま)という言葉は語源を「魂(たましい)」とお
なじくする。加えて、トパーズの宝石言葉の中には「希望」「繁栄」というものがある。更には、トパーズには夜に光る性質があることから魔除けにもされていたそうだ。競馬場でその魂を美しく光り輝かせて欲し
い。そして、誰もが応援したくなるようなみんなの「君」になって欲しい。様々な想いを「黄玉の君」という名に込めた。

オウギョクヒメ トパーズ＋姫 栗毛の馬体からの連想で、トパーズの日本名の黄玉から。競馬場で美しく輝いてほしいから。皆に可愛がってもらえるようなお姫様になるように。

オウゴンデンセツ 黄金の伝説 父名の一部ゴールドから黄金母名の一部ストーリー（物語）から連想して伝説競馬の記録という意味でも、日常の記録という意味でも数々の輝かしい伝説を打ち立ててほしい

オウゴンモノガタリ 父と母の名から連想黄金と物語 今は亡きゴールドアリュールのゴールドと、母ファニーストーリーの物語をあわせました。父と母に負けない名馬になるように願って。

オウランマイヒメ 桜乱れ散る中で舞い踊る姫 和名を付けてみたくて考えたところ、桜の花吹雪舞い踊る中で舞い踊るイメージでレースを勝ってもらいたく付けました。宜しくお願いします。

オウンゴール 自分自身のゴール

own goalリアルダビスタを通じて「種付けする事」「産まれてくる事」、「無事に育つ事」、「競走馬としてスタート地点に立つ事」、「レースを走って戻ってくる事」の難しさを改めて教えていただきました。レースの
ゴールではなく、「彼女自身のゴール」に向かって頑張ってもらいたいという願いを込めて。それが例え、放馬した後にコースを何周もした後のゴールだったとしても…。ちなみに誰かwの「兄がバクハツなので、
インパクトのある名前がいいかと。たとえレースで負けても」というコメントから→ジバク？（それはアカンとコメが）→ゴバク！…は英語でフレンドリーファイア（誤射・誤爆）なんで1文字多い→自分でやらかす＝
オウンゴールになったとかならないとか…。

オーアミシィ 金＋お嬢さん 父ゴールドアリュールと牝系のRiver Missyからあやかりました。Missyの読みをミシィかミッシーかで悩みましたが、オーアミッシーだと字面で空白が目立つのでミシィに。

オオイカチボシ 多い勝ち星、大井勝ち星 大井での勝利はもちろん、様々な場所で勝利をあげてほしいから

オーイシオニイサン おおいし　お兄さん 弾き語り がうまいフレンズのおーいしおにいさん

オオイテルコ 大井輝子 主戦場となる大井競馬場で、輝くスターホースになってほしいという願いから。

オオイナルカガヤキ 立派に輝いている様大いなる輝き 馬名のように言われるような活躍を願って。大井競馬場の大レースで輝いてほしいという思いも含めています。

オーゴンキンセンカ 黄金と花の名前 前回の放送で「ゴールド」や「ファニー」などと付けるのは安直だと言うので、そのゴールドを発展させどうしても「キンセンカ」と名付けたいので、頭に「オーゴン」を付けてより栗毛馬体を活かす馬名にしました。

オーバーアゲイン もう一度 もう一度挑戦するという意味と、オーバーザリミッツのように競走馬としての限界を超えてほしい

オーバーザオーバー ”オーバー”を超えろ
出走することなく無念の引退を余儀なくされた”オーバーザリミッツ”を超えて、たくさんの大井を中心とした南関のレースに出て欲しいという思いからこの名前をつけました。プラス、竹原ピストルさんの曲名に
もあやかっています。

オーバーザオーバー 越えろを越えろ オーバーザリミッツの無念を越えてほしい。

オーバーザゴールド
過去のゴールドを冠した名馬たちを超えて
いってほしいという意味

父ゴールドアリュールや父の名前の由来になったステイゴールドを超えていってほしいという想いと、オーバーザリミッツ号の想いも乗せて走って欲しいという考えから

オーバーザドリーム 夢を超えてけ 夢のさらに向こうを見せて欲しいから。

オーバーザリアリュ リアル（現実）と父を超える 楽しいことも悲しいことも、色々なことが起こったリアルダービースタリオンの厳しいリアル（現実）を飛び越えて欲しい、という願いと名馬である父を超えるような活躍をとの願いをこめて命名しました。

オーバーストーリー 限度を超えた物語を見せてほしい 競走馬になれなかったオーバーザリミッツの名前を付けファニーストーリーのストーリーをつけニコニコで愛される名前をつけたかった

オーバーゼアー あそこに、向こうでは、あちらでは あそこにはシュシュ、向こうではファニー、あちらではオリミツそれぞれの場所で頑張っている仲間達全てに活躍の期待を込めて

オーバーファゴット 超える+楽器のファゴット
「ファ」はファニーストーリーのファ、「ゴ」はゴールドアリュールのゴ、「オーバー」「ッ」はオーバーリミッツのオーバーとッ。リアルダビスタファミリーの想いを継ぐ意味で3頭の名前の一部を拝借しました。ファゴッ
トは上下に組み合わされた2枚のリードによって音を出すダブルリード式の管楽器ということで、レース展開をリードし、他馬よりリードしてゴールしてほしいという意味も込めて。

オーメンカウンター 堕落の紋章 何も思いつかなかったので他人任せにしてみました。中二病っぽい名前つけるーhttps://shindanmaker.com/147115ここでファニーストーリーの16で診断したらこうなった。以上ｗ

オーリエイト
オーリエイト(Aureate)は英語で『絢爛豪華な』
や『黄金で飾り立てられた』という意味です。

本馬の馬体の毛色からの連想と、牝馬らしい華やかな名前をと思い考えさせていただきました。ターフに彩りを添えるような美しい競走馬になってほしいと想います。よろしくお願い致します。

オールアボード 出発進行(英語:All Aboard) 競走馬としての長い旅路を順調なスタートで切れるよう願って。

オールイストワール 金色の物語
父ゴールドアリュール、母ファニーストーリーより名前をいただいてみました。ただ、ゴールドストーリーはもういた為、響きのいいフランス語にしてみました。オリミツ君の時に「パイロテクニクス」を送り、「パイテ
ク」と略されましたが、今回は略しても「オルトワ」や「オルイス」に鳴ると思いますので問題ないと思います。ご検討よろしくお願いいたします。

オールイストワール 黄金の歴史（フランス語） 父のゴールド＋母のストーリーからの連想、この子が歴史に残る名牝と言われるように

オールピアーシング 総てを貫け 競走馬として、どんな境遇に陥ったとしても、絶望も、馬群も、夢と意地と想いを背負って。自分の走りを貫き通すように

オールレーヌ 金色の女王
ファニーストリーの１６の父がゴールドアリュールであること、又、毛色が金色にみえることから連想して今はやりのフランス語で考えてみました。金色の砂の女王になってもらえるようなうまにそだってほしいで
すね。

オーロファッシノ イタリア語で黄金の魅惑
馬体の色がきれいな栗毛なので黄金という意味を持つワードを使いたかったのとゴールドアリュールの意味（黄金の魅力）から名前を連想しました。あとは社台出身のお嬢様なので気品のある感じの名前が
個人的にはいいなと思いました。

オーロラストーリア 黄金の物語 oro La storia（イタリア語で黄金の物語）。両親の馬名より抜粋。

オカイドクデスヨ お買い得 フリーアナの松岡氏がオリミツキネン2015競売中に言った言葉

オカシナモノガタリ 母ファニーストーリーの和訳 母の期待に応えれるような馬に育ってほしい

オカモッチャン 岡本＋ちゃん おかもっちゃんぽいので

オクレバセナガラ 遅ればせながら 予定より１年遅れて２歳馬が競馬場を走れそうなので

オケラカイドウ そのまんまですw みなさん一度は経験してますよね?w

オサキニシツレイ 先着できるように ひねりもなく、「先着できるように」。

オシャレジュゲム 御洒落寿限無（オシャレかつ寿限りなし） いつまでもオシャレかつ元気で長生きできるようにと考えて命名。

オシャレジョシ お洒落女子 栗毛で四白、流星の見た目から、お洒落な女の子をイメージして。

オシャレジョシ
足の白い模様が靴下をはいているように見
え、オシャレなことから。

白靴下のオシャレ女子から。

オシャレジョシ おしゃれ女子4本ソックスから連想。 プロフィールに載ってるの「栗毛×白靴下のおしゃれ女子」をそのまま馬名に。これも意外なことにnetkeibaで検索したらいなかった。

オシャンティレピエ おしゃれ(若者言葉)＋両足(仏語) 本馬の綺麗な四肢のイメージから。※過去に同名馬無し

オジョウ お嬢様のような馬 かわいらしさと力強さを持ってほしいという願いを込めた名前です。覚えやすい名前なのでたくさんの人から愛されてほしいです。

オジョウチュウサン お嬢中三 まだ若く中三のようなお嬢様だから

オジョーサマ
生産地と良血な血統から連想。地方競馬感
あふれる馬名。

社台のお嬢様なので。2018年オープンで一瞬話題になったオジョーノキセキがいましたが、それ以外netkeibaでヒットなし。

オダマキ 花の名前 女性の名前ではありませんw花の名前で、花言葉は『勝利の誓い』走るからには勝って欲しい！愛称は、マキちゃんかな？w
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オダヤカジャナイ 穏やかじゃない 穏やかじゃないすごい走りを見たいから

オチャッピイ 活発で、茶目っ気のある女の子 ファニーからの連想と元気なギャル系だと聞いているのでそこを加味しての命名です。

オチャメチャン
愛称。ソックスが一つだけ短いことから連想し
て。

ソックスが一つだけ下がっているから。

オッタマゲーター たまげた（驚いた） 状態、走り、食欲、全てに驚かされる馬になってほしい。

オテンバギャル 元気なギャル 鞍をつけると一転するということでおてんばなイメージが思いついたのと、石崎さんがギャルっぽいということからこの名前を思いつきました

オテンバヒメ おてんば＋姫 活発な走りを見せる牝馬になって欲しい

オトギソウシ 御伽草子 母ファニーストーリーから連想。時代が変わっても語られ、研究される御伽草子のようになってほしいという願いから。

オトギバナシ おとぎ話 子どもから親しまれ、たくさんの人が知っている馬になってほしいという願いから。

オトギバナシ おとぎ話 ファニーストーリー→おかしな話→おとぎ話桃から男の子が生まれたり竹から女の子が生まれたりするなんておかしな話

オトシバナシ 落とし噺
OTOSHIBANASHI　母のファニーストーリーからの連想で、日本の愉快な物語＝落語の事。しかも母のラストレース（結末＝落ち）は「落」馬しての放馬で除外と、見事なまでである。そして払いサゲられるのか
（サゲは落ちの別名）と思いきや、しっかり社台で（初めて繁殖シーズンを迎える）「アガリ」肌馬に。お後がよろしくないようで…orz。娘にも笑える噺で終わってほしいという願いを込めて。

オトタチバナヒメ ヤマトタケルの妻の名前から 和名をつけたくて調べてその献身的なところから頑張ってほしくてつけました

オドリコデトリーナ 踊り子出てます 祖母のチケットトゥダンスで、この子はノーザンダンサーのクロス持ち、ということで「踊り子が出てるよ」、を某種牡馬風に、プラス語尾をナにして女の子っぽくしてみました。

オドントグロッサム 花言葉で特別な存在 社台がこだわってきた配合より生まれた仔で、我々にも、こうであって欲しいなと

オニヨメ 鬼＋嫁 鬼のように強靭で強く誰からも愛されるような嫁に

オネーチャン 姉 企画としてのポジション？　オリミツが兄放送が続いて、沢山の弟/妹が出てくるように

オネガイカッテ お願い勝って レースに勝ってほしい、ただそれだけ

オハコノカ ohakonoka（おｈこｎおか）
リアダビ放送枠といえば挨拶。ニコニコユーザー歴は長いですが、ここまで挨拶にあふれたあったかい放送はないと思います。そんな溢れる優しさ、おｈ、こｎ、おか、をつなげてみました。　今後もゆったりまっ
たり暖かく挨拶を交わしながらこの子の成長と活躍を見守っていけたらと思います。

オフショルメガネ オフショルメガネ みんな好きでしょ？自分も好きです

オマリーパチョレク 人名 偉大な助っ人から。

オミミパタパタ お耳ぱたぱた シュシュを見ていて思いついた

オヤノカタキ 親の仇 親を破産に追い込んだ背景なんかあったら面白いなーとか考えました

オリミツゴースト
オーバーザリミッツ＋ゴールドアリュール＋
ファニーストーリー

オーバーザリミッツの代打で、ゴールドアリュールとファニーストーリーの子だから足した。先帝の無念を晴らす！

オルガ 鉄華団団長 俺は止まんねぇからよ、お前らが止まんねぇかぎり、その先に俺はいるぞ！だからよ、止まるんじゃねぇぞ・・・。

オルガイツカ 鉄華団団長 オルガ・イツカ 決して止まらず、ゴールに向かってまっすぐに進み続ける馬になるようにという願いを込めて。止まるんじゃねぇぞ…

オルガハヤランナー
鉄血のオルフェンズよりオルガ・イツカ、早く
走るのハヤ、走る者のランナーから

オルガ・イツカのように、止まる事なく早く走り続ける者であって欲しいという思いから

オルファスマイルズ 父母馬名の一部＋笑顔
オルファの「オル」は父ゴールドアリュ－ルのゴールドから。女の子なので「ゴル」だと語気が合わなさそうなのでフランス語のゴールドの意味の「オール(or)」を採用しました。「ファ」は勿論母ファニーストーリー
から。「スマイルズ」は笑顔。ニコ動に掛けているのは勿論、ここまでのリアルダビスタで感じた現実の厳しさを彼女に笑顔に変えて貰いたい、ミツ君やたるこに貰った笑顔に溢れた時間を継いで貰いたい、そし
て彼女自身も颯爽とフィールドを翔けて笑って欲しい、という想いを込めています。

オレタチノキボウ 俺達が勝たせる 勝ってもらいたい勝たせてやりたいから。

オレタチノユメ 夢 皆の夢を背負って走ってほしいので

オレタチハマケナイ その名の通りです
2017年流行語大賞「忖度」でした。「相手が何を言いたいのかを考えること」だそうです。本来の意味とは異なる飛躍した意味で、昨年騒がれた事件もありましたが、大賞に選ばれた背景には、そういった（事件
以外の日本全体の）世相もあってのことでは、と思っております。そんな世の中だからこそ、「負けない」という気持ちは大切にしたいものです。「自分たちリスナーの『負けない』という気持ちを乗せて、しなやか
に（人間社会を超越した）競走社会を駆け抜けてもらいたい。」という意味を込めて、候補とさせていただきました。

オレノドストライク 俺のどストライク かわいい

オレノヨメ 俺の嫁 何となく、言ってみたかった

オレノヨメ 俺の嫁 自慢したくなる馬であってほしいので後、実況映えすると思いますよ

オレンジタルト 果物の「オレンジ」＋洋菓子の「タルト」 ファニーストーリーの１６の毛色がオレンジっぽかったのと好きな洋菓子のひとつがタルトだったので「オレンジタルト」にしてみました。

オワライオジョウ お笑い＋お嬢様 母名からお笑いを連想、そして良家のお嬢様なので。これで大人しいとちょっと困るかもしれませんが…

オンアワーアイデア 私たちの考えに沿って
on our ideaアンケートで、ある程度は自分たちの意見が反映されるリアダビ企画の事。頭文字を取って「大井（ooi）」と読む「折り合うので！（オリアウノデ）」のアナグラム。（ローマ字読みでオノウリデア。）心配
のある気性ですが、レースでは問題ないように…との願いを込めて。

オンザロード 浜田省吾の曲名から 浜田省吾のように長く走って欲しいから

オンナノコヤゾ 女の子なので 女の子なので

オンユアサイド お前のそばに
天国にいる父ゴールドアリュールの加護を受けて、父を超えるような活躍をしてほしいという願いを込めて名付けました。この名前に決まらなくても、この馬のそばにはずっとアリュールがいて、味方をしてくれ
ると思います

カーチャン 大いなる母 この牝馬を礎として、この企画が大きく発展していくよう願いを込めて。と見せかけて、単にアナウンサーにカーチャンと叫ばせたい。視聴者をハロワに行かせたい。

ガーベラファスト
ガーベラの花言葉の希望、速いという意味で
ファストと入れてガーベラファストと名付けまし
た。

みんなの希望になって欲しいという思いと、とても速い馬になって欲しいのでガーベラファストです。みんなの希望です。

カガヤククリ 輝く栗 父名ゴールド→輝くの連想＋栗毛なので。おいしそう？

カキンアイテム 課金アイテム
『課金アイテムが逃げる！！』『課金アイテムがいっぱいになった！！』など、実況が楽しみなこと間違いなしです今、ゲームで課金している人はたくさんいる時代なので、リアルダビスタを知らない一般の人も
この子が気になっちゃうはず！父馬のゴールド（金）と、ダビスタがゲームであることからの連想です

カキンガハカドル 課金が捗る お客がじゃぶじゃぶ課金したくなるような射幸心を煽る馬になってほしい

カケヌケテ 駆け抜けて 無事にゴールまで駆け抜けてもらいたい

カシコマリー
畏まりましたの畏まり。夢を承って活躍する馬
になってほしいとの願いを込めて。

畏まりましたの畏まり。ゴソウダンガーという名前案をシュシュ放送で見たので、それに応える形の名前です。また、「畏まりました」には謹んで承るという意味があるので、夢を承って勝利の請負馬となってほし
い願いを込めました。読み方としては、カシコを苗字、マリーを名前のように呼んでいただければ本望です（笑）。

カシス
カシスとはユキノシタ科スグリ属に分類される
高さ約1～2mの落葉の低木

3文字馬名に大物馬が多いので

カスターニャ 栗の実 栗毛なので。

カストリジョーチュ 粕取焼酎 母馬「ファニー『ストーリ』ー」からの連想です。ウォッカとかタニノギムレットとかバーボンカントリーとかお酒の名前の馬もたくさんいますし。

カゼニナリタイ 風になりたい 俊足で走る馬になってほしいことから風のように軽く、時には激しく出走するイメージから。

カゼノオマシ 風の御座 馬場を吹き抜ける風(流れ)を味方に、追い風の宿ったが如くの走りを見せてほしい。

カタキヲトルノデス 仇を取る
ｵﾄｰﾄﾉｶﾀｷｦﾄﾙﾉﾃﾞｽとは、2011年4月28日に発売されたゲーム「El Shaddai - エルシャダイ -」のPVにて、エゼキエルが言った台詞である。引用元
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%82%AA%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8E%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%B2%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%87%E3%82%B9

カタリベ 「語り部」 歴史などを語り継いでる人のこと。リアルダビスタの物語をつむぐ語り部となってくれるように。

カチタインヤ 勝ちたいねん。 勝利を貪欲に追い求めたいから。

カッタリマケタリ 勝ったり＋負けたり ラジバンダリ

カッテモユメオチ まぼろしの勝利 あなたのその勝利、現実ですか？目を覚ましてこちらに戻ってきてください。

カッピンドウラード
Capim dourado(ポルトガル語)黄金の草。父
名＋母名からの連想

カッピンドウラードとはブラジルの湿原に自生する植物で、日本語では黄金の草と訳されます。父馬から黄金、母馬のファニー→ｗ→草という連想です。ニコニコらしさや母父からの名前の繋がりを意識しつ
つ、アクセサリーや工芸品に使用されている植物ですので、女の子にも似合うのではないかと思います。

カティーサーク 当時最速を競った帆船の名前 速さがあり、かつ現在保存展示されるほど愛されている船であることから、本馬もそのような存在になってほしいとの願いを込めて

カテルトイイネ 勝ってほしいなという願い どんな馬主も思う願いをストレートにしたことと、「いいね」が弾幕になることを狙ってみた。

カテルバトル 勝てる＋戦い 「カテルバトル逃げる！」って言って欲しい

ガトーマロン お菓子（仏）＋栗（仏） お菓子のように、みんなに愛される競走馬になってほしい。また、かわいらしい名前にしたかった。

カナダレモン カナダ（国名）＋レモン（果実） カナダ☆レモンhttp://www.nicovideo.jp/watch/sm303

カナリアニッコリ 金糸雀＋笑う様子 父馬の名前から“金”を受け継いでカナリア（金糸雀）ニコニコの馬なので笑顔を連想させるニッコリカナリアがニッコリってどんな感じかな？と想像がふくらむ、和みのある名前にしました

カナリアプリンセス 金糸雀のお姫様 父ゴールドアリュールなので名前に【金】の入っているカナリア（金糸雀）という鳥の名前に牝馬で馬体重も軽めなので可愛らしいプリンセスですピッタリ9文字にもなります

カニチャン カニ+愛称 カニちゃん可愛い

カニチャンマッテー ネットスラングの改変 カニタンマッテーの顔文字の弾幕に期待

カネカエセ 金返せ そのまんまｗｗｗｗ

カネシダイ 金次第 地獄の沙汰も金次第。地獄のように厳しい競走馬の世界をたくましくくぐり抜けて行ってほしい

カノピッピ かのぴっぴ みんなのかのぴっぴ

カフェマロン
英国キューガーデンに一株だけ現存する花
の名前

栗毛ということでマロンを付けたいという理由、及びリアダビにとって唯一無二の存在になってほしいという願いを込めて。響きが可愛らしい、愛称を付けやすいことも考慮。

カボチャノバシャ 南瓜＋馬車 シンデレラのように運んでもらう

カミカイ 物凄く面白い動画 母が面白い話ならニコニコ的に神回ははずせないのでは？！

カムクアット 金柑 父名の一部ゴールド→金から金柑を連想金柑を英語でカムクアット（kumquat）

カラアゲウマカッタ 唐揚げがおいしかった、という意味。 今食べた唐揚げがとてもとてもおいしかった。この唐揚げのように、人の心に強く残る競走馬になってほしいから。

カランショセット 愛おしい靴下の意 愛おしい靴下のフランス語です。靴下が特徴なので思いつきました

カラントサンク 45
千葉セリでの上場番号の45からです。言語はフランス語(quarante-cinq)です石崎さんの４４・４５の連闘での奮闘とガレっぷりが馬の名前を見るたびに思い出される仕様となっております。よろしくお願いしま
す。

カルセティーネス スペイン語で靴下の意味 本馬の特徴である白いソックスを履いたような脚元から

カルツェッタ イタリア語で短い靴下の意（らしい） 靴下がカワイイので。字面的にも可愛い様な気がする。（但しイタリア人的にどうなのかは知らん）

カルフィーネ 軽＋終わり（イタリア語） この馬の写真を見て直感的に浮かんだ。意味は後付けだが、前の２頭が重い終わりになったのに対しこの子は軽い終わりになって欲しいという願いも込めて。

ガレザキノフェーイ 石崎さんが手を挙げて買った馬 やつれた石崎さんがフェーイと掛け声をかけて競り落とした馬だから

ガレリアンズエール 船漕ぎ囚人の麦酒
ガレー船の船底で鎖につながれて船をこいでいる囚人のちょっとした幸せをイメージしました。実際のところ囚人が麦酒を飲むことなんてなさそうなので、夢、になるのでしょうか。あ、本当は、ガレる石崎さんの
幸せをイメージして思いつきました。

カレンドンナ 可憐Donna 姿・形が可愛く守ってやりたくなる気持ちを起こさせる女性

カレンナオトメ 可憐な乙女。見た目の可愛さから連想 セールで一番見た目が綺麗だった（主観）netkeibaで検索したら、似た名前にカレンナオンナとかいましたが、意外にもこの名前はいなかった。

カロリークイーン カロリー女王 いっぱい食べる子になって欲しいから

カワイイアンヨ 可愛いあんよ（足） 靴下をはいたような白い足元が愛らしいと思ったのと、牝馬ということでつけました。

カワイイハセイギ かわいいは正義 意味なし！

カワイイハセイギ 可愛いは正義 だってかわいいじゃないですか

カワイイハセイギ 可愛いは正義 可愛いは正義！これ以上の説明は不要だ！

カワイガリー 可愛がり 可愛い故に期待され、可愛い故に叱咤され、可愛い故に許される。可愛すぎていろいろ大変な馬です。

カワイサバクハツ 可愛さ爆発 可愛さが爆発してみんなを魅了する馬になってほしい。ニコニコだけじゃなく競馬を見に来る人全員を魅了できるように。

カワンゴクイーン 名主名＋女王 馬主に敬意をＷ

カンケイナイワヨ 関係ないわよ
リアルダビスタや競馬を見続けていると、ついつい昔いた競走馬にイメージをダブらせることがあるけれど、この馬にはそういったものは「カイケイナイワヨ」といった感じで、自分の走りをして欲しいとの思い
で、この名前を提案します。

カンコウキャク 観光客 この企画を通して競馬界を観光客のように見学したり体験できるように願って。観光の本来の意味の一つでもある行く先々に光が当たる意味も含めて。

カンセイセニウケ 歓声背に受け 馬券購入者や企画に参加した人、すべての歓声を背に受け、力に変えてほしい。

ガンバッテハタラケ 就労促進 昨今のニート問題への風刺全労働者への感謝

ガンバッテホシイ この企画も含め頑張ってほしい NHKでもできないことをやってのけるこの企画は素晴らしい。現実なのでつらいこともあるけど、ダービー以上のわくわくを感じさせてほしい。

ガンバルヨ 頑張るよ 無理ないように頑張ってほしい

キープオンシャイン 輝き続ける リアルダビスタ含め、未来へ向かい輝き続けられるようにとの願いを込めて。

キープオンラフィン 笑い続ける
英語表記　Keep on laughing引退レース？は放馬して終わってしまった母ファニーストーリーの「愉快な物語」より連想この馬に携わるすべての方々がニコニコし続けられるよう、止まるんじゃねえぞと願いを込
めて。

キカクデスガナニカ
ネット番組の企画の中で買われた馬ですが、
何か問題でもありますか？

「しょせんニコ生の企画で買われた馬だし」と思ってナメている人も多いと思うので、そんな連中に目にもの見せる活躍をしてほしい、という願いを込めて

キガネヒメ 黄金のお姫様 父のようにとのことで父からゴールド。リアダビリスナーみんなのお姫様ということでヒメ。そして和名もよいと思ったのでゴールドをキガネと読み替えました。

ギギギ 効果音 広島県民が発するなぞの擬音

キスショットイン
ビリヤード用語。狙う的球を他のボールに当
てて方向を変えてポケットする技法。結果、ポ
ケットすることをキスインという。

不幸だった流れを奇手と技法で良い方向になるように願っています。

キズナコネクト 絆をつなぐ その走る姿でみんなの心、絆をつなぐような馬になってほしい。

キセイラッシュ 帰省ラッシュ ワイルドラッシュ産駒っぽい。馬群の中でも我慢が効き、抜け出すのも得意そう。
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キター 来た デビューする際のファンの期待を名前に表した。アナウンサーに「大外一気にキター」と叫んで貰いたい。その際ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!の弾幕を作りたい

キタコレ ネットスラング「ktkr」より 期待された物事が到来・実現すること、または、その兆しを見せることなどを意味するように期待される馬になってほしい。

キチョウ 帰蝶 日本的な名前をつけたかったから。戦国時代で有名な女性、織田信長の正妻で斎藤道三の娘・帰蝶から

きなこもち 美味しいよね
きな粉は作るのにかなりの手間もかかるので手間を掛けられていると良くわかるそして沢山の試練を乗り越えきな粉になり努力という名の餅と合わさった時にきなこもちは完成される頑張ってくれるかもしれな
いと思うのでw

キナコモチ きな粉餅 きな粉のような明るい毛色だから。

キニナルアノコ 気になるあの娘 青春時代寝ても覚めてもどうしても気になってしまう…そんな子いませんでしたか？この馬が皆さんにとって気になるあの娘になれたらと思い、つけました。

キヒーン 気品と馬の鳴き声ヒーンを合わせたもの 気品のあるこに見えるし、なって欲しい

ギフトオブザナイル ナイルの賜物
本馬の母母父であり名種牡馬のリヴァーマンの祖母に当たる名牝ナイルリリーから連想あなたの残した血に父ゴールドアリュール（黄金の魅力）を掛け合わせることにより多くの恩恵を授かれるようにとの願
いを込めて

キミガタメ あなたのため あなたのために走ります

キミトセカイ 君と世界 応援する君と世界を目指す！

キミトラブコメディ 父馬と母馬の名前から連想、楽しい恋のお話

まず母馬の「ファニーストーリー」からの連想で「楽しい物語」から「コメディ」と短縮しようと考えました。次に父馬の「ゴールドアリュール」のアリュールから「誘惑」、これのコメディなら「ラブコメ」になるかな、と。
そして最初の「キミト」ですが、これは企画意図から付けようと思いました。みんなで育てる企画ですから、みんなでという感じの意図を付けようと考えたのですが、ラブコメで人数が多くなると少々おかしな事に
なるので、名前ではユーザーひとりひとりの方を向いてもらうことにしました。この子はみんなで育んでいくけど、この子はちゃんとみんなのことを1人ずつちゃんと見守って愛してくれてるよ、という風に。最後に
「キミトラブコメ」だと少々語呂が悪く感じたのと、英語名になった時に意味がわからりづらくなるので、コメディ部分を略さずに「キミトラブコメディ」として響きを整えました。想いとしては、牝馬なので愛嬌があり、
ニコニコの空気に合うようなキャッチーな感じに、というのと。「辛い話や悲しい現実は、もう十分」という気持ちです。例えレースで勝てなくても「無事にがんばってくれて嬉しい、見られて楽しい」という風に、ポ
ジティブになれる名前にしたかったのです。楽しい愛のある喜劇で、この子を見守っていけたらと思っています。

キミヲノセテ 君を乗せて
沢田研二さんの曲のタイトルから取りました。（ジブリ作品の歌のタイトルにもありますが）。君という単語からは、騎手だったりユーザーだったり、いろんな対象を連想できるのと、響きが好きなので。また、実況
で「キミヲノセテ走ります」と言われると素敵だなと思いました。

キモチワガンバルン 気持ちは頑張る 体調の問題はどうしようもないけどいつでも気持ちは負けないぞ

キャッチザバトン バトンをつかむ
たる子やオリミツはデビューすることができませんでした。この２頭からのバトン、そして２頭にかけたリスナーの想いをバトンと表現し、あえて受け取るという意味ではなく、自ら受け取り、走り出して欲しいとい
う願いを込めました。牝馬ですから、受け取ったバトンを、今後もつなげていってほしいと思います。

キャトルショセット ４つの靴下 この仔の特徴の「４つの靴下」をフランス語にしたら語呂が良かったので。４＝キャトル、靴下＝ショセット。

キャピーキャピー キャピキャピしている様 ファニーストーリー（愉快な物語）より明るくて元気な女の子を表しました

キャプティベイト
魅力的な、人を魅了するようなレースをしてほ
しい

意味そのままの。人を魅惑するようなレースをしてほしい。そんな馬になってほしい。

キャマラードコント
Camarade　仲間Conte　物語で仲間の物語で
す

ニコニコの仲間たち競馬を愛する仲間たち馬を愛する仲間たちいろんな仲間たちの物語をこの子が紡いていってくれることを祈りこの名前を応募しました。

キャラサワタカヒロ 非常に有能な弁護士 かのキャラサワタカヒロ弁護士のように有能な馬に育ってほしいと思いました

キャリーハピネス 幸せを運ぶ みんなで幸せになろうよ。幸せを運んで欲しい。

ギャルアンドゥ 大人の魅力的な女性 妖艶な魅力で観衆を魅了してほしいので

ギャルッテイウナ 言ってみたかった 以下同文

ギャロップインフレ 名馬の基準を上げていけ 馬に求められる基準、水準そのものを引き上げていく(インフレ)強さを持って駆け抜けてほしいから

キャンディスキップ 軽やかに走る紅茶色の子 金髪可愛いおてんばな女の子のイメージから。軽々と走ってくれることを願って。

キャンディレイン 飴の雨 母親名の愉快な物語より連想。

キャントストップ 止められない 勢いを止めずに勝ってほしい。激走してほしいという気持ちを込めて。

キュアルーソ 癒し＋ルーズソックス
白の四本ソックスの一つが、他の足より短く、まるで靴下がずり下がっているさまがルーズソックスのようだったことから。また、アスリートとして戦う女の子である彼女が元気に走り活躍することで、みんなを勇
気づけ、癒しをもたらしてくれると、願いを込めて

キューティファニー かわいくて面白い 見た目がかわいく、視聴者（ユーザー）様から面白いと言われる（馬房の中で）存在になってほしいという意味を込めてつけました。

キューティファニー 可愛らしくて面白い(母名からの連想)
女の子なのでやっぱり可愛い名前がいいと思い、お母さん繋がりで何かないかなと考えていたところ、この名が浮かびました。ぶっちゃけ、某有名アニメ作品のもじりですが、これなら誰からも覚えてもらえや
すそうだし、決め台詞の「変わるわよ」が象徴するように、成長力のある、息の長い活躍をする馬になってほしいという願いも一応、込めました。戦うヒロインの元祖であるハニー同様、華やかで男勝りな走りを
期待します。

キューティファニー 強くしなやかで負けず嫌い 牡馬を蹴散らす位強く、負けず嫌いな競走馬になって欲しい。又、弓の様に丈夫でしなやかな健康祈願を込めて考えました。

キューティファニー 可愛いファニー
いろいろ考えましたが、やはり直球が一番かと。名前を聞けば誰でも某漫画を連想し、ちょっと笑って「なるほど」と思える名だと思います。キューティ(cutie)は、父馬アリュール(allure)の由来を引き継ぎ、母の
名をそのまま戴きました。

キュウモジミジカイ カタカナ九文字制限は短い そろそろ馬名の文字数制限を緩和するときなのでは。

キュント 胸が『キュン』とするという意味から。 見ている人の胸を『キュン』とさせるような可愛らしい競走馬になってほしいとの想いから考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

キュント 胸が『キュン』(Qnt)とするという意味から。 見ている人の胸を『キュン』とさせるような可愛らしい競走馬になってほしいとの想いから考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

キョウハドンカツ 今日はドン勝！ レースで勝ったら今日はドン勝つだ！という意気込みで走ってほしくて応募しました。この名前でドン勝つをいっぱい食べれるように沢山勝てるように、験を担いで頑張って欲しいです！

キラキラムスメ キラキラ＋娘 父名と本馬の毛色から連想。輝かしい馬生を祈って。

キンイロノコマ 金色の駒 馬体を見て金色に近い色だと感じ、金のように輝かしい成績を残してほしい思いから。

キンイロノユメ 父親の名前と夢 リアルダビスタ関係者全員の夢をこの馬に託したいから

キンカクジ 金閣寺 父名のゴールド（金）から和風の名前を考えました金閣寺のように世界中の人たちに親しまれる子になれますように

キンギョ 金魚 出走した暁には、キンギョが走る！　キンギョが逃げる！父名のゴールドアリュールの金から考えました兄名のバクハツにも対抗できる、面白くてかわいい名前だと思います

キンジョウテンカ
よい出来事が重なることのたとえ。または、美
しいものに美しいものを重ねることのたとえ。

これから先企画にとっても視聴者にとっても良い出来事が重なってほしいとの思いを込めて。また父ゴールドアリュールのゴールドを「金」と「錦上添花」の「錦」をかけて「金嬢天下」（父ゴールドアリュールの嬢
（娘）で天下を取る）との意味も含めて命名しました。

キンセンカ 金盞花 毛色から連想。過熱しても色褪せない花のため、同じように色褪せない息の長い活躍を見せてほしい。

キンゾクバット 金属バット ゴールドアリュールの金から連想しました兄弟の名前（バクハツなど）にそん色のないインパクトです

キンデンギョクロウ 金殿玉楼 毛色と4本ソックスからのイメージ。非常に豪華で立派な牝馬になってほしい。

キンノコマ 金の駒 馬体を見て金色に近い色だと感じ、金のように輝かしい成績を残してほしい思いから。

キンバチョウ 錦馬超 馬超さん、いつもシュシュのお世話ありがとうございます。男勝りな活躍をしてほしいですね！

キンパツタテロール お嬢様から連想 社台ファームのお嬢様と栗毛で尾も金髪に近い色から、お嬢様キャラといえば金髪縦ロールが多く見受けられるため。

キンパツツインテ
金髪＋ツインテールの一部。可愛い女の子
の代名詞

金髪ツインテールといえば、活発でかわいい女の子この子も金色の馬体、たてがみの女の子ですしかも性格もお転婆なようで、母馬や兄馬が放馬の経験ありの、やんちゃ遺伝子の持ち主でぴったりです金髪
ツインテールは萌え属性として有名でもあり、まさにニコニコの馬らしい名前だと思います

キンパツビジン 金髪美人 栗毛のかわいらしい子だったので、人じゃないというつっこみには謝罪です。

キンパツムスメ 金髪娘 栗毛の見た目から

キンピカ 金色でピカピカ 父馬の名前から＆栗色の馬体が光って美しかったので

キンプクリン 金覆輪 毛色父名から連想。刀や鞍の縁飾りのようになくてはならないものとして活躍してほしい。

キンメイチク 落語の演目「金明竹」より 両親の名前から、落語の演目で「金」の入ったものを。また竹は成長が早く丈夫なものとして有名なので、即戦力の２歳馬という意味でもピッタリだと思いましたので。

クアリィシェイリィ イタリア語で「君はどれを選ぶ」の意味 父の「金」という名前と母の「ストーリー」から金が出てくるお話を考えて出てきた「金の斧と銀の斧」から連想して付けました。落とした物が何かを問いかける女神さまのイメージで。

クアリタブロッサム 素質開花
イタリア語の素質を意味する「qualita」+咲く、開花するの意味の「Blossom」。素質が開花して名馬になってほしいという願いを込めました。「開花」という部分が春らしい単語なので彼女にぴったりかなと思って
います。

クァンタム 量子 小さいことからコツコツと積み上げてほしいという気持ちを込めて。

クイーンアマリリス アマリリスの女王 5月から咲き始めるアマリリスの花言葉は「誇り」「輝くばかりの美しさ」。5月に仲間になったこともあり、アマリリスの花言葉のように誇りを持った走りで、女王の座に君臨して欲しいと言う意味を込めました。

クイーンレグナント 君主としての女王 大井で女王として君臨するほど活躍して欲しい

グーテラウネ 上機嫌・ごきげん・気分が良い
グーテ・ラウネ（gute Laune）はドイツ語の表現になります。千葉セリの調教や、紹介動画撮影時の話を聞いていると、お転婆なお嬢様な感じがしたので、気分よく力を発揮して高笑いしながら他馬を圧倒する
ような勝ち方をしてほしいと思いこの名前を提案させていただきました。

クウネルハシル 食う、寝る、走る 名前の通り、食って寝て走る寝る子は育つ！

クウネルボロダース 食う寝るボロ出す とても健康的です。老衰で天に帰るまで長生きします。

クーネルランラン 食べる、寝る、Run(走る) よく食べ、よく寝て、よく走る、丈夫な馬として活躍してほしいから。

クゥリセェーウェー こぼれ幸い(沖縄方言) 「失敗をくよくよしていても時は流れていくので、その失敗をバネに未来を切り開け」という意味の言葉。オリミツ君やたるこの無念を晴らしてほしいという思いで付けました。

ククリ 菊理媛神の一部 日本神話の女神、菊理媛神（ククリヒメのカミ）より。縁結びの神であり、 ケガレを払う神格とされます。競馬と人々の縁を結び、悪い出来事を払ってほしいという願いを込めて。

クサガチョーマッハ 草が超マッハ 塔の様に積み上げられた草を飲み物の様に胃に流し込む。恐るべき食欲が生み出した草の魔神です。

クサキゾク 草貴族 高貴なる馬にはそれに似合う草がある

クサソムリエ 草ソムリエ 草の生い立ちから健康的な食べ合わせ等全てを理解してそう（希望的観測）

クスクス
笑い声。もしくは、小麦粉から作る粒状の粉
食

ニコニコに変わる、笑い声を連想させる言葉であり、敢えて食べ物の名前にすることで、いっぱい食べて元気に走って欲しいとの願い

クストワラエル 楠＋藁＋得る カンフル剤の原料である楠と長きにわたり様々な用途に使われてきた藁を得るような活躍を。企画のカンフル剤としての役割と、様々な用途に使われる藁＝どんな条件でもよく走る、という願いを込めて。

クツシタハイテル 靴下履いてる。 可愛い靴下を履いてる姿から。

クツシタマンレディ クツシタマンの女性 地球の競馬を守るため、クツシタ星からやって来た。その名もクツシタマンレディ！キラーン☆彡

グッドラックラン 幸運を祈る+走り 故障せず幸せな走りができますように。

グビジンソウ 虞美人草（ヒナゲシの別名）
ヒナゲシの花言葉には『恋の予感』や『妄想』、そして『豊饒』といったものがある。再び買ったこの仔に対する『恋の予感』を抱きつつ、活躍していく『妄想』をし、その妄想が現実になり、私たちの心が肥えて実
る『豊饒』を期待してこの名前を付けたい。

クモトリヤマ 雲取山という山の名前 東京都内の最高峰（標高2017M）の名前から東京City競馬で最高峰に至ってほしいという願いを掛けてます。遠くは日本一の富士山を望む眺望の良い山です。

グラーチェブロンド 金色(こんじき)の感謝 たる子が生まれた頃からリアルダービースタリオン企画を知りました。ですが、悲しい事が続いてしまい、たる子もオリミツ君もデビューならずと･･･感謝を込めて、立派に走って欲しいです。

グラナーダ granada手榴弾 兄バクハツから連想

クラナド 家族 新たなリアルダビスタの家族になったことから

クラリーチェ CLARICE イタリア語で透明な、澄んだ意味 意味の通り、透明感のある子に育ってほしいなと

グランダム
フランス語で『偉大な女性』という意味のグラ
ンダム(Grandame)です。

フランス語で『偉大な女性』という意味のグランダム(Grandame)です。 名牝と呼ばれるような偉大な競走馬になってほしいとの想いを込めて、考えさせていただきました。よろしくお願い致します

グランデジョイア イタリア語で大きな喜び「grande gioia」 勝利という「大きな喜び」を掴み取ってほしい

グランドドリーム 壮大な夢 競馬に関わる全ての人々の大きな夢を背負い駆け抜けて行って欲しいとの願いを込めて。

クランベリーグラス
ビクトリア時代のイギリスで流行した、塗料に
金を使ったクリスタルグラスの事。

ゴールドアリュールの「金」から連想しました。クランベリーグラスは深い赤色のとても美しい工芸品で美人で栗毛、靴下4つの華やかな見た目のファニーストーリーの2016にぴったりな名前になるかもしれない
と思ったが命名理由です。

クリアルーレット
無事レースに出走してくれればあとは運に任
せるという意味

この放送でいろいろなリアルを体験しましたまずはレースに出走して無事に走ってくれれば後は運に任せるとの思いを込めてこの名前に応募しました

グリーンゾーン 映画のタイトル名 映画のタイトル馬名に名馬がおおい

クリウメ 毛色より 毛色に近い実際に存在しているクリウメという色の名前より。

クリゲノサンダー 栗毛の稲妻 栗毛の馬体+板妻のような脚で走って欲しいので

クリゲノジョシ (栗毛＋女子＝女性の意味) 栗毛で顔も脚の靴下もかわいい女の子ですし、ストレートに栗毛と女の子＝女子を合わせてみました。

クリストーリー 栗＋ストーリー 栗毛と母ファニストーリーのストーリーを受け継いで合わせた名前愛称はクリス

クリスマスブーツ クリスマスに用意する靴下 栗毛と"クリ"スマスというダジャレと4本足に白い靴下を履いてるように見えるのでサンタのプレゼントを待つ時のようにワクワクしながら成長を見守りたいという思いを込めました。

クリックイン 栗毛の女王 栗毛で気品のある雰囲気からクリックしてね

グリッターガール きらめき（英語）＋女の子 父ゴールドアリュールからglitter（キラキラと輝く、きらめき）につなげて辞書によると（文語的ですが）目の輝きも意味するとのこと

グリッターフレイア 輝くフレイア（北欧神話の女神） Glitter（グリッター）：輝く、Freyja（フレイア）：ヴァン神族の愛と美、戦争の女神。女神の中で最も美しいとされる。

クリティカルコンボ 決定的な組合せ行動 人馬一体の素晴しい走りを見せてほしいという願いから。

クリマロン 栗(マロン) 栗毛の馬だから

グリムファフニール
煌めく(英)ドラゴン(北欧神話より)外見＋父
名、母名より連想

母名ファニーからの連想と、父名の黄金より(ファフニールが沢山の黄金を抱え込んだため)連想しました。またグリムは煌めくや輝くという意味ですが、外見の流星や4本ソックスがとても綺麗な白で、輝いてい
るように見えたからです。

グリンティファニー grinにっこり笑うtiffany母親名から ニコニコ企画ということと女の子なのでかわいらしい名前が良いと思いました。

グルーヴストーリー 楽しいお話
お母さんがファニーストーリー（不思議または奇妙なお話）なので、子供には楽しい時間を過ごしてほしいという意味を込めてグルーヴストーリーがいいと考えました。（本当はグルーヴィストーリーにしたかった
んですが文字数オーバーで仕方なくグルーヴストーリーにしました）

クルワセル 狂わせる。 父名の黄金の魅力より連想。また、この馬や企画に影響を受けるリアルダビスタのニコニコユーザーの様子から。

グレートエスケープ 大脱走 映画タイトルであり逃げ馬であってほしい

クレシェンドマーチ
音楽用語のクレシェンド+行進の意味のマー
チ

だんだん強くという意味の通り、どんどん強くなってまずは1勝、連勝を重ねて重賞、果ては中央、G1とステップアップしていってほしい。また3月生まれでもあるようなのでそこにもかけてみました。

クレムシュニテ 洋菓子 女性にも好かれるように女性が好みそうな洋菓子から。シュシュブリーズの妹分ということで「シュ」が入るものを選んでみました。

グロウスター 輝く星(英語:Glow Star) 顔の流れ星が綺麗なので。また、人気者になって輝いてほしい意味合いをこめて。
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グローリアーナ
架空物語の登場人物名、エリザベス1世の呼
び名

女王になれるよう願いを込めて。

グロリアステイル 英語で輝かしい（栄光のある）物語 父馬名から輝かしいという言葉を連想してグロリアス母馬名のストーリーからテイル（物語）を連想しました。

グロリアルーチェ
イタリア語で光を意味する女性名詞「luce」+ラ
テン語の栄光という意味の「gloria」

光り輝くような走りで勝利を積み重ね、勝利の栄光を掴み取ってほしいという願いを込めて。

ケイスケホンダ プロフェッショナル プロフェッショナルとはケイスケホンダ

ケープオブロック 岩石の岬
Cape of Rock北海道の形を象徴する日高山脈から太平洋に向って南へ伸びた「襟裳岬の岩礁群」。北海道から本州各地へ、果ては太平洋に遠征してほしいという願いを込めた…。決して、石﨑という意味で
はない…断じて！

ゲームクリエイター ダビスタの原作者から連想
牡馬っぽい？ダビスタの生みの親の園部さんに感謝して。この名付け方、逸話的にセクレタリアトに似てる！引用 wikipedia名前のセクレタリアトは「事務局」または「書記職」という意味であり、牧場の事務を一
手に引き受けたエリザベス・ハムに感謝しつけられたといわれる。引用終わりだから走るに決まってる。

ケガナイチンゲール 怪我無い＋小夜啼鳥 怪我無く無事出走できるように。夜に鳴く鳥＝ナイター競馬に強いという願いも込めて

ゲキレアプリンセス 名牝になりうる選ばれし牝馬 東京プリンセス賞を勝つぐらいの馬に成長して欲しい

ゲツゲツカスイモク 月月火水木
金金！と誰しもが心の中で唱えることになるでしょう彼女の名前が実況された時リアダビ民も一般の方も、全員が同じ事を考えてるなんてすごいと思いませんか？リアルダビスタを知らない方々もきっと彼女の
ことを調べちゃいますそうしてリアルダビスタの輪が広がればいいなと思います

ケッコウハヤイヨ 結構速いよ 結構速い馬になってくれるように

ゲットザフェイム
英語で名声を得るという意味の「Get the 
fame」

勝ちを積み重ねて名声を得るような名馬になってほしいという願いを込めて。

ケリツケル 蹴りつける 大地を蹴りつけ走るように。また、決着をつけるように。

コイキ しゃれた見た目より おしゃれな見た目を表す小粋より。

コイキナレディ 小粋＋淑女を表す「lady」 東京・大井競馬場を主戦場とするのだから、江戸っ子らしく小粋に走ってくれるようとの願いから

コイノメロディー 恋の旋律 まるで初めて恋をした時のようなあの胸のドキドキ…これは恋の旋律？！綺麗な色の馬体と、この馬が奏でる走りのメロディーに恋をしてしまいそう。

コインオーダイヴ 硬貨＋円の中心＋飛び込む coin O dive新語を造り出す(coin)＋大喜利、オダギラーの略（O)＋没頭する(dive)。リアダビ民らしさを表現！※ニコニコ動画「nicovideo」のアナグラムである

コウドウキチジツ 黄道吉日 毛色から連想。何をしても上手くいきますよう願うばかりです。

コウナリマセンカ こうなりませんか？ 名人の言い草

コウハイサンダー 後輩さん
この企画の2匹目の競走馬であり3匹目の牝馬である彼女には皆のバトンを受け継いでもらいたいという気持ちを後輩という言葉に込めて命名させていただきました。一足ちょっと下がっている靴下もギャルっ
ぽくて後輩属性が発揮されてると思います。

コエシステンツァ イタリア語で共存 これから番組・視聴者と一緒に共存していくという意味を込めて。

ゴエンダマ
日本の通貨。様々な人との縁を大事にしたい
思いから

色々な人の縁を大事にしたいと思って。そのままゴエンとかだとなんとなく収まりが悪い気もしたので、父のゴールドからちなんで、硬貨の五円玉に

ゴーアットイーズ
英語のLet's go at easeから、気楽に行こう
ぜ！の意

この子への期待が大きくなるのはしょうが無いですが、あまり力まずに気楽にのんびり楽しもうよ！という願いというか提案というか。

ゴーゴーファニコ 母名の一部と、go ファニコという言葉の響きが好きなのと、どんどん突き進んで行ってほしいという願いを込めて。

ゴーゴーファニング 行け行けファニング ファニングは英語圏の女性の名前らしいですお母さんの「ファニー」からとりましたゴーゴーはそのままの意味。勢いに乗ってリアルダビスタを盛り上げてほしい。

ゴージャステール 豪華な美しい尾っぽ セリ当日の朝の走りを見ていまして、綺麗な色で美しい尾を靡かせながら走っている姿がとても印象に残りましたので。色合いがメッシュが入ったようなブロンド色でとても美しかった。

ゴーストアリュール 父馬+母馬の名前の一部 単純に、父ゴールドアリュールに母ファニーストーリーから「スト」を引っ張ってきました。

コーノマイドリーム 鴻之舞の夢
ゴールドアリュール、フォーティナイナーなどからゴールドラッシュを連想。北海道でゴールドラッシュといえばかつて紋別市の鴻之舞にあった鴻之舞金山……ということで。金鉱が見つかって６０年ほどで閉
山、最盛期には1万人以上いた街もあっという間に幻と消えてしまった……というのも「ファニーストーリー」ですし、馬名も場合によっては「このマイドリーム」とも読めます。実況もカッコよさそう！

コールセイチアーズ 思いよ届け Call to Say ～～「（電話で）～～を伝える」Cheers「応援」競走馬として、沢山の観衆から応援してもらえるように。競走馬として、沢山の観衆に元気を送れるように。競走馬と観衆の全ての心が届くように。。。

ゴールデンガール 輝く女の子
父ゴールドアリュールから、ゴールド繋がりで命名。ニコニコの企画を通してニコニコだけでなく日本中の競馬ファンに、栗毛の輝く馬体と走りと名前を覚えてもらえるように覚えやすくて分かりやすい名前にしま
した！ぜひよろしくお願いします！

ゴールデンギャル 黄金のギャル 父名のゴールドアリュールと、やんちゃそうな外見から

ゴールデンシアター 黄金の劇場 父親のゴールドアリュールからゴールドをもらい、母のファニーストーリーや母系のダンサーから連想したシアター（劇場）をかけ合わせました。

ゴールデンシェリー
ゴールデン…父名よりシェリー…フランス語で
「可愛い」、「愛しい」

・父名は絶対反映させたい。・「シェリー」は、牝馬なので美しさ、可愛らしさを表現する言葉を入れたかったので。シェリー酒色・・・宝石「トパーズ（黄玉）」で最も価値の高い色。尾っぽの先がシェリー酒色に輝
いて見えたから。シェリー…楽曲「シェリーに口づけ」、フランス語で「可愛い」、「愛しい」の意味。

ゴールデンストーン 金鉱脈を掘り当てろ！ ゴールドアリュールのゴールド＋石崎さんの石を合わせて、金色の石崎さんですね。ゴールデンストーンです。石崎さんへの感謝も込めているんですよ？

ゴールデンスマイル 黄金の笑顔 父からゴールデンを引き継ぎ、母のファニーとニコニコ動画から連想したスマイルをかけ合わせました。

ゴールデンテイル
黄金の物語（父名と母名より連想）金色のしっ
ぽ

父ゴールドアリュールから“ゴールデン”、母ファニーストーリーのストーリー＝物語をもう一つの言い方で“テイル”にしました。父＋母で“ゴールデンテイル”（黄金の物語）です彼女は体もたてがみもしっぽも栗
色なので、ぜひ黄金と付けたいと思いました。特に走っているときのしっぽは太陽の光を反射して、とても綺麗でした“テイル”にはしっぽという意味もあるので、“ゴールデンテイル”は（金色のしっぽちゃん）と
いう意味でもあります金色のしっぽをなびかせて走る彼女の輝かしい物語を見つめて行きたい

ゴールデンテイルズ 金の物語(英) 父の「黄金の魅力」+母の「笑い話」から連想。黄金が様々な時代を作ってきた様に、この馬にも同じような時代を作ってもらいたいとの想いから。

ゴールデンパルム
（カンヌ映画祭の）金のシュロ賞（プログレッシ
ブ英和中辞典(第４版)より）

オリミツが果たせなかった、地方競馬のゴールデンパルム(JBC諸競走の制覇、地方年度代表馬)の獲得を目指してほしいという理由が一つ。また、父ゴールドアリュールの「金」という単語と、母ファニーストー
リーから「映画→重要なのは『脚本(=面白いストーリー＝ファニーストーリーが重要)』」という連想もかかっています。

ゴールデンボンバー 黄金の爆発
父ゴールドアリュールと兄バクハツ、スマートボムシェルより連想しました有名なバンド名でもありますが、過去に同名馬がいたこともあったので大丈夫だと思いますこの子もたくさんの人に知られる存在になれ
ますように

ゴールデンメモリア Golden memoria黄金の記憶 父の様に皆の記憶に残るような馬になって欲しい。

ゴールデンライオン
（ベネチア映画祭の）金獅子賞（プログレッシ
ブ英和中辞典(第４版)より引用）

オリミツが果たせなかった競走馬としての金獅子賞(JBCでの一着、地方年度代表馬)を目指してほしいという理由と、どんな競争でも、馬ではありますが、ライオンのように逞しく野獣のように走ってほしいのが
一番の理由です。

ゴールデンライフ 前途有望な一生
ゴールドの形容詞「ゴールデン」は、「すばらしい」「成功間違いなしの」「人気のある」などの意味で使われることもあり、これからのリアルダビスタを成功に導いてくれる縁起のいい名前だと思います。ゴールデ
ンライフ、未来はどっちだ？

ゴールデンラフター golden laughter＝黄金の笑い、最高の笑い 最高の笑顔を皆にもたらしてくれますように。母がファニーストーリー＝笑い話だからそこから笑いが生まれたら楽しいじゃないですか。父からもゴールドの輝きを頂戴しました。

ゴールドアクトレス 黄金(Gold)の女優(Actress) その名の通り黄金に輝く女優という意味。偉大な父や毛色から連想されるゴールドと競馬という舞台で疾走する姿は皆の視線を一身に集める女優(アクトレス)のようであるから。

ゴールドアストレア 父名から黄金。ギリシャ神話の女神。 女神の加護をもらえるように。

ゴールドアミューズ ゴールド＋英:amuse(楽しませる)
　毛並みがかなり良さそうだったのもありゴールドを含み、母側とも組み合わせようと考え、ファニー(funny)から似た意味の単語を探し、この企画により合いそうでかつ使用されていない物を選んだ。　アミュー
ズメント(amusement)としてこの企画を盛り上げ私達を楽しませてくれることへの期待を込めつつ、発音が父名と似るようにした。

ゴールドアルナー 黄金の一番星
偉大なる父ゴールドアリュールからゴルアを継ぐものとして一部名前をいただきました。アルナはインドで金星の意味があります。金星は明けの明星、夜空に輝く一番星。黄金に輝く一番星のような存在になっ
て欲しい。そんな願いを込めました。また母方のフォーティーナイナーを意識した名前でもあります。

ゴールドイズマイン 黄金は私のモノ(英語:Gold is Mine) 父馬から連想。我の強そうな子なので、その気持ちのまま頂点目指して欲しいから。

ゴールドウインド 黄金の風 父：ゴールドアリュールから一部、名前をもらい、金色にキラキラと光り輝く馬生になるように願いを込めて。栗毛が美しい子なので。

ゴールドコメント 金色のコメント 父の馬名の一部＋意見、批評の英語意みんなでニコニコ動画でコメントしながら応援、盛り上げていけるように。

ゴールドコント 成金物語
ゴールドアリュールのゴールドとファニーストーリーのストーリーをとって、アリュールがフランス語なので同じようにストーリーをフランス語のコントに変えました。お金を一杯稼いで欲しいので成金物語という意
味でゴールドコントという捻りのない名前にしました。

ゴールドシッポ 父の名前＋シッポ色がきれいなので 父の名前＋シッポ色がきれいなので＋あの馬のように個性的な馬になれますようにとの願いを込めて

ゴールドシッポ 黄金の尾 尻尾まで綺麗な栗毛なので

ゴールドジャナイヨ 金＋ではないよ 言うほど金色じゃないよね

ゴールドスエニョ
スエニョは、スペイン語で夢。ゴールドは、父
馬から。

皆の夢、思いを乗せて活躍してほしいから。

ゴールドストーリィ 両親の名前から 走るからには勝ってほしい！

ゴールドストーリー 黄金の物語 両親の名前から賞金を稼いできてくれることを期待して

ゴールドストーリー 父母名より引用。英語直訳で金色の物語。 金色のような輝かしく走って欲しい、道を進んで欲しい願いから。

ゴールドストーリー 黄金＋物語 両親の名前を合わせた名前ですが、競馬界の黄金時代を作くり上げる意味合いもあります。勿論、我々リアダビスタの物語を切り開いて欲しい意味合いも持っています

ゴールドストーリー gold  黄金story 物語
２回目の応募です。またいい名前が思いつかなかったので両親から取りました。今回は輝かしい競走馬人生を送ってもらうためにこの名前にしました。ニコニコのために金を運ぶ道になってくれなんて思ってお
りません。あしからず

ゴールドストーリー 黄金色の物語。 発想は安直だが。黄金色といえば豊かな稲穂。転じて、豊かな馬生を送ってほしいという願いを込めて。

ゴールドスマイル 父名＋ニコニコから連想
いちゴルアファンとして馬名にゴールドを入れたかったのと、ニコニコから連想したスマイルを組み合わせました。レースに勝って一等賞の笑顔を見せてほしいのと、普段の定点放送で我々リスナーを笑顔にし
てほしいとの思いを込めてこの馬名にしました！

ゴールドスマイル 金色の笑顔 父+ニコニコ母も微妙に掛かってるような

ゴールドダンス 金色に輝く舞踊 美しい栗色の毛並み（ゴールド）と、軽やかで美しい走り（ダンス）をしてくれることを願って、ゴールドダンスと馬名案を付けさせて頂きました。

ゴールドテール 黄金色のような美しい尻尾 せり当日の朝走っている姿を見まして、とても美しいしっぽが気に入り、また、お父さんの名前のゴールドも入れて名付けました。

ゴールドデューン 金の砂丘 ゴールドは父名、1番(金)から。砂丘はダート 砂の女王になって欲しくて。香水のDuneをイメージ 気高く強い女王

ゴールドナッツ 父名のゴールドアリュール＋英単語のnuts
セリでピーナッツが配られていたから…と言うのはさておき、nutsという単語は種子類以外にも「夢中になる」「熱狂的になる」という意味があります。この父譲りの金の馬体に皆が夢中になってくれたら…と思い
名付けます。シモネタを思い浮かべた人には「That's nuts.（そんなくだらねぇ！）」と返せる名前となっております。また、海外では栗毛はChestnutですし、ぴったりではないかな、と思います。

ゴールドニコチャン
父名のゴールドニコニコチャンネルと女の子
でニコチャン

金色に輝くニコニコを代表する馬になって欲しい

ゴールドニコル 英語で金＋「ニコる」 父の名前とニコニコの機能「ニコる」から。誰からも愛される馬になってほしい。

ゴールドネキーター
ゴールドアリュール産駒の強い牝馬として活
躍してほしい

ゴールドアリュールの最後から２番目の産駒でありゴールドは入れたかった。また母馬がニキーヤであり映画のニキータに似ていたので参考にしました。ファニーストーリーのストーリーがネキーターの中に隠
れています。ゴルネェ～レースで勝って～。

ゴールドヒーロー
父の冠名+英雄、安室奈美恵さんの「Hero」か
ら

ゴールドは父ゴールドアリュールの最後の傑作になってほしいから父の冠名からヒーローはこのリアルダビスタの救世主になると願ってこの名前です。

ゴールドヒップ 黄金の尻 「ゴールド」は父名から。さらに、黄金に光り輝くような筋肉を、お尻に付けてほしいという願いを込めて。

ゴールドファニコ 父名＋母名の一部＋ニコニコ動画
父名と、栗毛ということでゴールドを入れた。あと、ファニーという言葉の響きが女の子っぽくて可愛いと思うのと、どこかで“ニコニコ動画”の企画の馬ということが分かればいいかな、と思いこの名前にした。
「ファニコ」と呼ぶのも呼びやすいし、可愛いと思うので。

ゴールドファニコ
黄金のように輝ける走りを、人を楽しませる走
りをする馬になってほしいという願望を込めて

安直ですが父母の名前からとって、ファニコという仮の愛称が女の子らしくてとても可愛い印象を受けたのでそのままつけてみました

ゴールドファニコ 父名＋母名＋ニコニコから ゴルアファンなので、馬名からゴールドを取り、すでに生主としても期待させる将来性から、ファニー部分を。最後にニコニコから文字を頂戴して組み合わせました。

ゴールドファニタン 両親の名前を頂きました 「たん」を付ければ皆から愛されます。あと、語呂が無敵の馬に変わりそうでいいと思います

ゴールドフォーユー 金をあげる 父のｺﾞｰﾙﾄﾞｱﾘｭｰﾙからゴールド、単勝で賭けたくなる感じにしてみた

ゴールドプリケルマ 父名から黄金。ラテン語で最も美しい。 美しければおｋです。

ゴールドプリンセス 黄金の姫
由緒ある血統で、美しい流星、整った顔立ち。まさにお姫様です。また日の光に輝く黄金の尾とたてがみ。黄金の姫と呼ぶに相応しいです。愛称は『姫』『お姫』『おひい様』などと呼べ、リアルダビスタの新たな
主役になれると思います。

ゴールドプリンセス 親父名＋姫 これも昔の社台っぽい名前にしてみました

ゴールドプレミアム ゴージャスで上質なすばらしい馬 お父さんのゴールドを用いて、また、きれいな顔・姿・色なのでつけました。

ゴールドミソロジー 黄金神話 父方の名前＋母方の名前（面白い話）から神話を連想し、黄金神話としました。

ゴールドムーン 金の月 ゴールドアリュールの娘だし、なんとなく

ゴールドルーチェ 黄金の光 ルーチェはイタリア語で光を意味します。たるこの死、ミツ君の引退と悲しい出来事が続く中、この子が光となってみんなを照らしてくれる事を祈って考えました

ゴールドルナ 金の月 （建前）勝ち星、金星に恵まれてほしい気持ちを込めて（本音）モンスターハンターシリーズでお馴染みの激運装備激運で大きいとこ1発当てたい気持ちを込めて

ゴールドレジーナ
父親の名前の一部(ゴールド)＋イタリア語で
女王(regina)の意味

　父ゴールドアリュールはダートG1馬を多数輩出するダート種牡馬界の王様でした。　その娘である彼女にはゴルア産駒の女王になってほしいという思いを込めました。

ゴールドワッサー
ドイツ語で「金の水」。金箔の入った甘いリ
キュール。

ゴールドアリュールの「金」から連想しました。お酒は大人の嗜み、競馬も大人の嗜みということからこの名前にしたいと思いました。金箔は「万病の薬」とされていたことから、ファニーストーリーの2016に怪我
や病気がありませんようにと願いを込めています。

ゴールドワンゴ 意味なし ゴールドとドワンゴをくっつけてみた

コガネイロノユメ 黄金色の夢 黄金は父ゴールドから。夢はリスナーや関係者全員の夢を乗せて走って欲しいから

コガネチャン 黄金色の彼女 黄金色の馬体と輝く未来に期待を込めて

コガネノオジョウ 黄金のお嬢さん 父馬の名前とお嬢様なイメージから

コガネノオトメ 黄金の乙女 父馬の馬名を連想。可愛らしくて乙女の名を付けずにいられませんでした。父ゴールドアリュールのような活躍を期待します。

コガネノシオリ 黄金の栞 父の｢金｣と母の｢物語｣の子供なので。記憶を残す存在になってほしい。もちろん馬郡に挟まれてもつぶれません！JBIS,netkeiba 共に登録名なし

コガネノナミ 黄金の波
「黄金の波」とは、黄色く実った稲穂が風に揺れる様子を波に見立てている風情をいいます。「黄金」はもちろん父のゴールドアリュールから頂き、「波」は女の子っぽい名前で、アニメ・マンガの女性キャラにも
使われています。「風に揺れている様子」は我らの仲間であるシュシュブリーズの風属性につながります。また、「稲穂」はお米。お米はコメにつながり、コメはニコニコで重要な要素だということは運営、リス
ナーとも理解していることと思います。黄色の「＠＠＠＠」のコメで画面を埋め尽くすような応援ができれば、我らの願いに全力で彼女は応えてくれることでしょう。
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ココデウゴイタ ここで動いた レースのいいところで動いて欲しいの。

ココハマカセテ 此処は任せて 名前を呼ばれるたびに頼もしい気がする愛称「ココ」ちゃんにしたらかわいいかなと

ココロピョンピョン ニコニコで人気のあのアニメから 耳に残る名前だし、視聴者が知ってるアニメだし、ぴょんぴょんって名前つけると走ってくれそうなので

コシヌゥカシィータ 腰抜かした この馬を見たものは必ず驚き腰を抜かすでしょう（確信）

ゴソウダンガー
いつでも着順も相談に乗れるような馬になっ
てほしい。

石崎さんが、藤沢さんへお電話した際に使う言葉らしいですが、是非着順もリスナーの相談に乗ってくれるような大きな気持ちを持った馬になってほしいと思っております。

ゴソウダンガール 御相談が+ガール 石崎さんが難問を藤沢さんに言う時の言葉らしいですが、着順も相談が出来るような女の子になってほしいという意味合いをこめました。

ゴチソウガー 御馳走 放送映えしそうな名前を考えてみました

コネクトストーリー 繋げる物語
母親がファニーストーリーなので最初はストーリー軸で考えました。繋がる「Lead」ではなく繋げる「Connect」にしたのはこの馬に馬主さんやスタッフさんや多くの応援者の思いを乗せて結果に繋げるぞという強
い気持ちを示すということでコネクトに決めました。

コネッシォーネ イタリア語で繫ぐとか関連とかの意味 「企画と視聴者を繫ぐ」存在になってほしいので繫ぐと付けました。

コノコノモノガタリ
母親のファニーストーリーより連想。自分の物
語の主人公は自分という意味を込めて

母親の馬名のファニーストーリーを聞いたときにFF10のシナリオを思い出して、競走馬生活が終わった時に「この子の物語」として語れる馬生が送れてることを祈って

コノハナサクヤ
華が咲くように、鮮烈に駆け抜けてほしいか
ら

古事記などにある、木花咲耶姫から

コノハナノサクヤ 古事記の此花咲耶姫から コノハナサクヤ、コノハナサクヤヒメはいるそうなので

コハクノコイ 琥珀の恋 明るい栗色の馬体から宝石の琥珀をイメージしました。愛称はココ、短くてかわいい。ゴール前の声援が掛けやすい「コハクこい！コハク来い！ココ来い！」

ゴハクファストール
５つの白、顔＋足を持つ馬、速く雷の様に走
る

ゴハク＝顔足に見られる５つの白ファスト＝そのまま速いつなげてトール＝雷神ファストにはファニーストーリーを込めて最後のールにはゴールドアリュールの最後を込めて全体的に意味の込められた馬名に
してみました見た目的にもキレイな尻尾が雷の光のように靡いて走ってくれると嬉しいという意味合いも込めました　ただゴハクとゴワクを実況が間違えないか心配です

コハクリンホウ 琥珀＋麒鳳 「琥珀」　毛色から連想「麟鳳」　中国古代伝説上の動物である麒麟と鳳凰のことであり、その優れた才能・習性が、聖人・賢人の喩えに用いられる。

コビトノクツヤ グリム童話の小人の靴屋から ファニーストーリーの16がたくさんレースに出て活躍し企画も成功するよう願いを込めて。一杯働いてくださいって事で。グリム童話は面白い物語が多いので、母馬の名前とかけてみました(ﾃﾍﾍﾟﾛ

コマチチャン 小町ちゃん 小野小町という世界３大美女の一人から名前を拝借した

コマネチキング 金メダル ダビスタ99でこの名前の馬で勝ちまっくた！

コミカライズ 漫画化 母名より連想。活躍してみんなに愛されて漫画化されるような馬になって欲しいので。

コムギバタケ 稲穂実る小麦畑 金色に実る麦のように、強くしなやかに育ってほしい！

コメディエンヌ フランス語で喜劇女優の意 みんなを笑顔にして欲しいという願いをこめて

コメディエンヌ 喜劇女優 ファニー（面白い）からの連想。たくさんの方々を楽しませ、笑わせてくれるような存在になって欲しいから。

コメント 評論、批評、見解、意見などの意味。 ニコニコといえば「コメント」沢山の視聴者から沢山のコメントをもらえる馬になってほしいので。

コラソンデアセロ スペイン語で鉄の心・心臓の意味
いかなる大舞台に立っても物おじしない、どんな不利でもあきらめない精神力と疲れ知らずの鉄のような心肺機能・肉体をもつ、そんな強い馬に育ってほしいと考えてつけましたまた、父がゴールドならばと子
も金属つながりで色々考えた結果鉄を連想しました

ゴルァ 父名より (ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ！

ゴルコシクスティン ゴールドアリュールの娘＝ゴルコ2016生まれ ゴールドアリュールの娘＝ごる子元ネタはもちろんゴルゴ13

ゴルゴルファニコ 父名＋父名＋母名＋子 リズミカルでファンシーでファンキーな名前をつけたく。みんなから親しみやすく覚えやすい名前が誕生しました。

コルダ 弦、絆（伊） イタリア語で弦、絆“弦”のようにしなやかな走りを、リアルダビスタの“絆”で応援していきましょう！過去に同名の馬がいますがもう地方抹消されたようです

ゴルチケ ゴールドのチケット
競馬ファンやリアルダビスタ視聴者以外が馬名を聞いた時にも、引っかかりのある馬名にしたかった。今はニコ生から離れている人達や、スマホゲームをやっていてゴルチケを知っている人達がニュースなど
で馬名を見聞きしたときに興味を持ってくれて、ニコ生やリアルダビスタとの新しい繋がりが出来たら良いなと思っています。

コルドガリビエ ガリビエ峠 ツールドフランスでおなじみのアルプス超級山岳から。頂に昇り詰めてほしいという願いをこめて。

ゴルトファニーラン 金＋愉快な＋走り
運営がゴールドとファニーにうんざりしてそうだったのであえてゴールド（のドイツ語）とファニーを使ってみました。「とっても楽しい４２．１９５ｋｍでした」的な意味で、金メダルを取れる走りが期待できそうで意外
といいんじゃないでしょうか

ゴルトフォーゲル ドイツ語で「金色の鳥」。グリム童話のひとつ。
ゴールドアリュールから「黄金」を、ファニーストーリーから童話を連想しました。「黄金の鳥」は正直でいることの大切さを語るお話なので、ファニーストーリー2016が実力を正直に出し切り勝利してほしい、とい
う願いを込めています。（JBISサーチで同名の馬がいないのを確認済みです）

ゴルトミュートス

ゴルトは父親のゴールドアリュールのゴール
ドから、ミュートスは母親のファニーストーリー
のストーリー「物語」からもじって「神話」という
意味の言葉をそれぞれドイツ語にしたもので
す。

せっかくこのような企画をやるなら輝かしい成績を残して将来「伝説」、「神話」のように未来まで語られる競走馬になってほしいという想いを込めたのと、個人的にステイゴールドが好きでゴールドアリュールは
そのステイゴールドにあやかって「ゴールド」をつけたらしいのでその子供にも名前に入れてみました。ドイツ語にしたのはただ響きがかっこ良かったのとかぶり防止のためで特に深い意味はありません。

ゴルファー 両親の名前の一部から取りました。 ゴルフをする人=ゴルファーという意味も含んでおり、ゴルファーは雨でも風でもどんな状況になっても戦っています。そんな、どんな状況でも一生懸命走ってくれるように命名しました。

コレカラダッテ これからなのです。 これから全力疾走。

コレガワカラナイ これがわからない ﾛｰｻﾞﾘｱｲｼｱｼﾉﾊﾔｲｳﾏ

コレハハヤル 突然の競馬ブームが巻き起こりそう 何らかの動画が流行したらニコ動が栄えるんじゃないのか？（悲壮感）

コレモマタリアル これもまたリアル 勝っても負けても泣いても笑ってもそれは現実なのだ

コンギョ・ガップロ ミサイル撃つやべーヤツのテーマ この馬が走ることにより 米朝首脳会談が上手くいきますん

コンゴウ 金剛
もっとも硬い金属、またはダイヤモンドのこと。父馬の名前にゴールドが入っているので、それよりも固い金属の名前を。偉大なる父を越えろ！！　という思いを込めました同名馬が何頭かいますが登録抹消済
のようです

コンジキドリーム 黄金の夢という意味です そのまんまですｗ

コンジキノウマー
金色の肌を持つ女神パールヴァティーの別
名ウマー

ヒンドゥー教の女神パールヴァティーの別名の一つである。ウマーは優しさの象徴であり、彼女のように穏やかに育って欲しいと考えました。ちなみに母としても優秀で、シヴァ神との間に軍神スカンダや学問
の神ガネーシャがいるそうです。

コンジキノコルダ 黄金の絆 オリミツ君やタルコから受け継がれている絆は黄金のように輝いています

コンジキノファニコ 金色+母名+子 某人気漫画に登場するキャラ名が、ファニ子に似ていて、ファニ子はゴールドアリュールの子で栗毛（金色）なので

コンジキノファニコ 金色+母名+仔 元斗皇拳が使えそうだから

コンジキヒメ 日本の伝承の絹、蚕の女神 父親の名前のゴールド＋母親の名前のストーリーから金色姫伝説を連想

コンジキモノガタリ 金色の物語 毛色と両親から連想。

コンジキヤシャ 金色に輝く夜叉(インドの鬼神) 父の名前や毛色から連想される金色(コンジキ)にインドの勇猛な鬼神であるという夜叉から。※お分かりの通り有名な小説の題名から拝借しているので審査に通るかは存じ上げませんｗ

コントドゥフェ フランス語で童話、おとぎ話 母名から連想して。女の子っぽくで可愛い響きだから。

コンナウマイルカヨ 名前の通りです。 名前の通り、「こんな馬いるわけがない！！」と驚愕できるような毎回勝てる馬になってほしいと願って命名しました。

コンフィチュール 仏語で食品のジャム 語感の良さ　　　　　　　　　　　　　　　　　パンの中のジャムのように中身のある馬になってほしい

サーキュレーション 循環
この企画が一般にも広まり、リスナーと関係者の間で想いの循環が生まれ、これまで以上に盛り上がってくれることを期待して、名付けました。他には、今まで紡いできた物語を、滞りなく次の世代へ繋げてほ
しい、との願いも込めました。

サークルクロス 丸と十字 金星のシンボルマークである♀をアナグラムにしました♀の記号を分解して〇と＋、丸と十字英語でサークルとクロスです

サージュタン 賢明＋時間（フランス語） 直訳すると「賢者タイム」にもなりますｗここはあえて意味を濁す形で。。。女の子にこの名前を推薦するのもどうかと思いましたがそこはあえて気にせずにｗ

サーティムフカセ 特になし リアルダビスタ#回に出演されている方々の頭文字を並べてみました。サ▪▪▪澤調教師テ▪▪▪天童なこさんィ▪▪▪ガレ気味石崎さんム▪▪▪村上パパさんフ▪▪▪好青年藤澤さんカ▪▪▪川上オーナーセ▪▪▪せせせんせー

サイオウダイ いつきのひめみこの代わり 世代産駒を代表する馬になって欲しい、願掛けの意味を込めて、平安時代の未婚の内親王を現す言葉を選びました

サイコーコエテル 最高超えてる 最高超えてるすごい走りを見たいから

サイサリスフルーリ サイサリスが咲いた カワイイな、と思い送りましたそしてサイサリスって単語を入れたかったので宜しくお願いします

サイゼンセン アリーナ満員祈願 アリーナ最前列が1000人いくくらい繁盛してほしい祈願とインパクト求めました！

サイドストーリー 外伝 母親から連想。リアルダビスタ的にも本編とは別のお話という点でかかっていた為、命名。

サイノウアリ 才能がある 『プレバト』から引用。この馬が、早く走りたくさん勝利することを願ってこの馬名にしました。

サイフデウケル 財布で受ける 全てのダメージを財布で受けることにより肉体的ダメージは一切無い

サイレンズマイルス
どんなコース(miles)でも、音の響くように走っ
てほしい

父のアリュール(魅惑)、祖父のサイレンスの語感から連想して、サイレン(セイレーン)。母のファニーや「ニコニコ」から、Siren(s Mile)s(笑い)になるように。競馬ド素人ですが、少しでも何かできないかと思い応
募させていただきました。よろしくお願いします。

サウザンドリーフ 千葉 千葉セリで購入した馬のため

サカタノキントキ 金太郎 父がゴールデンなので。雄馬も雌馬になっている世界線もあるし大丈夫

ザキーストーン 要石
キーストーンは構造物の頂上であることを示すと同時に、周囲の建材が崩れないように締める役目を持つ。このことから本場の活躍によって放送関係者と視聴者とのつながりを強固にするような、また悲運の
名馬キーストンのように視聴者と寄り添い合う競走馬になってほしいという思いから命名した。決して「石崎」をもじったものではない。

ザギトワ 人名 強そうだから

ザキノユメカケール 石崎さんの夢を賭ける＋駆ける 石崎さんを始め、リアルダビスタ民の夢を託した馬にかける気持ち。

サキホコレ 咲き誇れ(笑顔)
咲く、という単語はしばし、花が咲くというだけでなく例えに使われることが多い。その中の一つに「笑顔」があると思う。満開の笑顔。花が綻ぶような笑顔など。だからこそ、この企画の馬にこの名前はぴったり
だと、自分は推したい。笑顔だけでなく、他にも才能に関してだったり、色んな意味を託せると思う。また、咲ちゃん、と、可愛く呼べるのもポイントだ。(備考：1999年にサキホコルが競走馬登録されている。現在
は登録抹消されているようだ)

サクセスフリー 「首尾よく」 今回こそは無事に走って欲しいので「無事之名馬」の英訳「Successfully this horses」から名付けてみました。

サクヤ 花が咲くように コノハナサクヤが使われてるみたいなので

サクラ 桜 優美な女性（花言葉より）

サクライロリボン 桜色リボン 春生まれなので春らしい桜色を名前に取り入れてみた。リボンでおしゃれも。

サクラチャン 誰にでも愛されるさくらの花のように ニコ生ユーザー、他にあらゆる人に愛されるように命名しました。

サクラツバキ ないよ！ 女の子に出てくる名前を合体させました。

サクラモチ 桜の季節に産まれた 桜の季節に産まれたこの子にモチのように粘り強く走って欲しい。サクラちゃんって呼びたい。

ザゴールドラッシュ チャップリンの映画「黄金狂時代」より 母ファニーストーリーから喜劇王チャップリンの作品、その中で毛色から連想しました。チャップリンのように世界に知られる馬になることを夢見て

サザンカ 山茶花 サザンカの花言葉は「困難に打ち克つ」「ひたむきさ」です競走馬になれるようにひたむきに頑張って、困難に打ち克ってほしい

サスガニクサ
「○○はさすがに草生える」という動画でよく
見るコメントから。

ニコニコ動画っぽいかなーって思いまして…。ネットスラング(？)として知っている人と知らない人とで区切り方が変わりそうな名前になるのも面白いかなと。もし採用された暁には、是非ともダートレースに酒そ
うしてコメ欄に牧草生え散らかしていただきたいです。

サスライノヒーロー 流離人＋ヒーロー 牝馬がヒーローであってもいいのでは？ｗ

サダマサチャン 鋭い予想で他馬を追い抜く 今日も定正さんを信じてます！

ザッツエンズウェル
シェイクスピアの戯曲『終わりよければ全てよ
し』から

天に帰ったたるこ、デビューできずに第二の人生を終えたオーバーザリミッツと、「競馬のリアル」を私たちに教えてくれているリアルダビスタです。今度ご縁のあったこの子がどんな一生を送るにせよ、たとえそ
れが母の名のように「おかしな物語」であったとしても、終わりが良ければすべていいじゃないか、そういう願いをこめて、この馬名を選びました。みんなの愛情を受けて、競走馬として成長して、いい終わりを迎
えさせてあげたいです。

サニースマイル 明るい笑顔 ニコニコ→笑顔→スマイルお母さんであるファニーストーリーのファニーと響きも似ているのでサニーを。お母さんの面白い話を聞いて明るく笑う娘、という場面をイメージしました。

サバ
スズキ目サバ科のサバ属 ・グルクマ属・ニ
ジョウサバ属などに分類される魚の総称。

足が早いので。

サバ 魚の鯖をイメージしました。 競走馬だし足の速そうな名前にしたいなと思って、足の速いサバにしました。実況『おぉっとサバが速い、サバが速い！！！』

サバ 鯖 足が速いので。

サバンナチャンス サバンナの好機 サバンナを駆け巡る百獣の王の様にレースを駆け抜けて欲しい

サプレマシー 覇権（英語） 覇者としての権力。転じて、競技などで優勝して得る栄誉。ダート界の覇権を取って欲しいという願いを込めて。

サプレマシー 覇権（英語） 覇者としての権力。転じて、競技などで優勝して得る栄誉。ダート界の覇権を取って欲しいという願いを込めて。※1997年生まれの同名馬がいますが21年前の馬なのでさすがに大丈夫だと思います。

サマーデイズラブ 夏の日の恋（英語：Summer day's love） 夏の太陽を感じる若々しい牝馬の流れるたてがみが、皆の視線を集める美しい娘に見えました。

ザメイ 英国現首相の名前 3文字の競走馬で活躍した馬がおおいから

サルーストーリー
ローマ神話で出てくる健康と繁栄をもたらす
女神サルースと母の名前ストーリーより

ダビスタ企画の全馬の健康と、将来繁殖牝馬になってからの繁栄の物語を願って。

ザルソヴァ ざる蕎麦 仏国の名牝「ザルカヴァ」のように強くなってほしいから佐々木オーナーと同様「ヴァ」はヴィクトリーのVという験担ぎ

サングレアリュール
サングレ＝スペイン語で血アリュール＝英語
で魅惑

サングレアリュール＝意味は、血の魅惑サラブレットの魅惑は、血、即ち血統にあると思ったから。走っている馬に魅力を感じたり、血統の奥深さの魅力が凄く表れていると感じたから。

サンゲリア 映画タイトル 映画のタイトルつかって馬は名馬がおおいので

サンサントパーズ 光輝くさま＋トパーズ 日本では、黄玉とも称されるトパーズ。美しい栗毛の馬体が競馬場で燦々と光り輝くように活躍してほしいと願いを込めて。

サンゼンストーリー 燦然(さんぜん)+ story(母から) いつまでもずっと燦然と輝きその姿を二度と忘れられない存在感のある馬になってほしい。

サンダンオチ 三段落ち。母名”ファニーストーリー”より連想 母名ファニーストーリーが「愉快な話」なので、その娘には笑いの定石である「三段落ち」を。素晴らしい走りで私たちを笑わせてほしい。

サンドキャット スナネコ（和名） 砂（ダート）に強いスナネコさんにあやかりたかった

シアワセノタネ 幸せの種 その走りで幸せの種を沢山蒔いてほしい。そして、大輪の花を咲かせてほしい。と願いを込めて...

シーフォー 兄のバクダンより連想 兄のバクダンよりC4を連想牝馬だけにシー

シェアオブハピネス 幸せの共有 アルファベット表示：Share of happiness　多くの方と、勝利の喜びを分かち合いたい。
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ジェイケェー Jまで行け 地方所属で中央まで勝てるようになってほしいという祈りを込めて。決して女子高生ギャルということではない。

ジェネレート 何かを生み出す　電気を生成するの意より
ファニーストーリー16の誕生日である3月25日は日本に初めて電気による明かりが灯された記念日であります。リアルダビスタでも明るい光を照らし、これから先の競走馬人生、引退後の人生色んなものをファ
ニーストーリー16自身や我々にもたらして欲しい気持ちから、【電気を起こす】【何かを生み出す】の意味であるジェネレートを馬名として応募させていただきます。調べた限りジェネレートは過去に存在しない馬
名であり、短くて一般の方にも覚えて頂きやすい馬名ではないかと思います。

シェノンストーリー
シェノン(Chainon)はフランス語で『幸せを繋い
でいく・幸せの連鎖』という意味で、ストーリー
(Story)は母名の一部から『物語』です。

本馬のこれからの競走馬としてのストーリーが『幸せが次々と連鎖していき、幸せ一杯の物語(ストーリー)となりますように』との願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

シオリ 栞 母名から、本⇒しおりと連想

シカカカモシカカモ 鹿かカモシカかも？ 馬でした。

シグレヤマブキ 時雨＋山吹
山吹の黄金(こがね)色の花びらが、時雨のように降り注ぐ情景をイメージした。山吹は、父馬の名のゴールドから山吹色。また時雨（しぐれ）をジウと読むとき、「ちょうどよい時に降る雨」と言う意味にもなる。転
じて、恵みの雨と黄金色の花。そんな意味合いになればいいと思う。

シゴトノジカン 仕事の時間 アナウンサーに後方からさあ、仕事の時間だ仕事の時間が伸びる仕事の時間が粘る仕事の時間が一杯か等、読んで欲しい

シジミガトゥルー 蜆＋真実 シジミガトゥルーって頑張ってるんだから！

シタッケネー 北海道の方言　挨拶 競馬場でまた会いましょう

シックショセット お洒落な靴下（フランス語）
3本の白いハイソックスと1本はずり落ちているような白いソックスに見える脚が可愛らしく、色は赤っぽい栗毛で華やかでファッショナブルな女の子に見えるので。でも、靴下が1本ずり落ちている辺りお洒落な
んだけど、活発に動き回るおてんば娘（ハイソックスは動き回ると結構ずり落ちてくるので）というギャップもあるのかな何ていう妄想で考えた名前ですｗ

シッポデビターン 尻尾＋ビターン（擬音） 尻尾でビターンしてほしい

シッポプイプイ 尻尾ぷいぷい シュシュを見ながら思いついた

シッポブンブンマル 尻尾をぶんぶん振る様子 尻尾をぶんぶん振ると夏のおとずれを感じる

シナツヒメ 日本神話の女の風の神様 和の名前にしたくて

シナリオライター 脚本家
母の名からの継承。シュシュの子、オリミツ、父アリュールと、それぞれの夢の続きを背負うことになったけれど、新たな物語を自分の脚で描いていってほしいとの想い。今後の番組企画全体の脚本の行方を
この馬が握っているという意味も込めて。

シネマティック 映画のような(英語:Cinematic) 母馬ファニーストーリー(愉快な物語)から連想。映画的な活躍を期待して。

シバハマ 芝浜。落語より。
母ファニーストーリーの「愉快な物語」という由来から連想して落語を、父ゴールドアリュールの「黄金の魅力」という由来からお金にまつわる噺を、と考えて人情噺としてよく知られる芝浜から名前をとりました。
着実に身に着けた力で夢ではない活躍をしてほしいと願います。

ジピィゴールド 元気な黄金 元気いっぱいに最後まで走って欲しいので元気を意味する『Zippy』と、お父さんのゴールドアリュールから『Gold』をもらって、ジピィゴールドにしました

シビレウオー 痺れ＋うおー（感嘆詞） 見る者がしびれて「うおー」と声を上げるような走りができるように

ジホウハモウイヤダ 時報はもう嫌だ ？？？「時報はもう嫌だぁぁぁ！！！」http://dic.nicovideo.jp/t/a/%E5%AF%8C%E7%AB%B9%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%82%A6?from=a_autolink_183807

ジャージーミルク ジャージー牛乳 ジャージー牛のような毛色から足の白さがミルクのように見えたので

シャームデオール 黄金の魅力（フランス語） 父馬から名前を拝借

シャーリーテンプル
アメリカの女優・外交官の名前ノンアルコール
カクテルの名前子供服ブランドの名前

母のファニーストーリーの名前が子供服ブランドであるので、そこから同じ子供服ブランドの名前で考えてみましたが、女優さんやカクテルの名前の方が有名で馴染みがあるかも。女の子らしく、皆に愛される
ように...と考えてみました。

シャーロット 自由人（英語）
本馬の兄や写真撮影の際になかなかじっとしていなかったという話を聞くとこの馬はなかなかヤンチャで自由な性格をしているのでは…と思ったので。馬房定点放送などでもそのように自由な姿を見せて欲し
いなと思います。自由人と言われる人は総じてフットワークが軽いので、この馬も枠にとらわれず色んな競馬場へ積極的に遠征に行って活躍してくれる、フットワークの軽い自由人のような馬になって欲しいで
す。同名馬は検索したところいませんでした。

シャイニーラン 輝く走り 輝かしい走りをしてほしいため

シャイニンオーロラ 輝くオーロラ 明るい毛色からの連想。オーロラのように夜空に輝いてほしい。シャイニングオーロラだと10文字になってしまうのでシャイニンにした。

シャイニングテール 輝く美しい尻尾 セリ当日の朝の走りを見まして、太陽の光に輝いている美しい尻尾が印象的だったのでこの名前を付けました。

シャインストーリー
英語で『輝く』という意味のシャイン(Shine)＋
母名の一部。

輝かしい物語として、多くの人にいつまでも語り継がれるような活躍をしてほしいとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

シャインメテオ 輝く流星 額の流星と金色のごとく輝くからだが印象的だったから

ジャスザストーリー just the story 母名のストーリーをもらい、みんなでこの馬の物語を見守りたいという思いで考えました。特別ではなくても愛されて記憶される物語になることを楽しみにしたいです。

シャダイー 社台のお嬢様？ Shada Eにしよう。ワンチャンありそう（ない）

シャタイカグラ 車体＋漫画銀魂ヒロインカグラから 面白いかなーと

シャティアラモード
châtaigne À la mode(仏語)おしゃれな栗の意
味。外見より連想。

紹介文の「オシャレ女子」を活かしたく、響きが可愛かったのでフランス語のアラモードを選びました。シャティは栗毛の馬体からです。栗毛が白いクリームでデコレーションされているような可愛らしいルックス
に似合うのではないかと思います。

シャテーニュ フランス語で栗 栗毛なので、栗に関連する名前で考えてみました。フランス語では、マロンも栗ですがシャテーニュとも言われるそうです。オシャレで可愛く、似合うかな？と。

シャトゥーレ 宝箱 皆の夢を宝箱に詰めて走って欲しい

シャハラザード 「千夜一夜物語」の語り手の王妃 父ゴールドアリュールから砂の連想。母ファニーストーリーの直訳で「面白い物語」から。千夜一夜物語の語り手の名前を借りて、彼女自身が面白おかしな物語を紡ぎ出し続けられるように。

シャルロッテ Charlotte人名 「食事を上品に食べる」という情報から、金髪美人のお嬢様を想像しました。

シャレム 宵の明星 夕方に輝く金星の意。語源はヘブライ(shalom)→アラビア(salaam)。トゥインクルに走る金の星になってほしいです。JBIS,netkeiba共に該当名　無し。

シュアリーサムデイ Surely someday（英語）いつかきっと いつかきっと、皆の思いを乗せて、ゴール版を駆け抜けてくれますように。

シュウカヘイゲツ 馬体が優れていて麗しい美人 羞花閉月（しゅうかへいげつ）容姿が優れていて麗しい美人のことを指す四字熟語から

シューシェリー
フランス語でシューは「かわいい」シェリーは
「愛しい人、最愛の」

女の子なので響きも、意味も大事に考えてみました。「シュー」はかわいい人への呼びかけに使われ、「シェリー」は愛しい人、最愛のという意味があります。皆にかわいがってもらえるように。そして、いつも見
ている視聴者の気持ちを名前にのせてみました。

ジュウナナサイ １７歳 人間の青春とは17歳。永遠と言えば17歳。長く元気に走れと願いを込めて最強のパワーを秘めたこの数字を贈る。

シュエットファム いい女 良い女になれるように。

シュタイフェリーゼ 疾風の女神の名 小説「本好きの下剋上」にでてくる、疾風の女神の名です。女神そのものとなって駆け抜けて行ってほしいです。

シュタミツファニー 企画に携わった馬達と共に戦うファニー 企画に携わった馬達に感謝の意味も込め、そして共に戦ってほしいとの思いを込めてみました決して過去を引きずるのでは無く、みんなのパワーを…と言った前向きの意味です。

シュットシテル シュッとしてる 関西では何に対しても使える最上級の褒め言葉

シュトゥルムニンフ ドイツ語で疾風の妖精 語感です

シュプレマシー 覇権（フランス語） 覇者としての権力。転じて、競技などで優勝して得る栄誉。ダート界の覇権を取って欲しいという願いを込めて。

シュペヒト キツツキ科 木を突く速さのように、ダートを駆け抜けて行ってほしいという願いから

シュメイトアラバー 主命とあらば 騎手とともに最善を尽くし切る馬になってほしい

シュモック ドイツ語で「宝石」 宝石のように輝いてほしいから

シュルプリーズ 思いがけない喜び思いがけない驚き この子が、リアルダビスタに関わる全ての方々にとって、思いがけない喜びをもたらしてくれるのを願って命名しました。また、シュシュブリーズとも何処か響きが似ているなあと思ったので。

シュンカシュウトウ 春夏秋冬 １年を通じて活躍してほしいとの願いを込めて

ショウタイム 魅せる競馬期待 オオタニあやかり

ショウリノイナナキ 勝利の嘶き 勝利をあげて口取り式などで喜びの声を上げてほしい。

ショウリヘノミチ 勝利への道 勝利への道を着実に歩んでほしい。

ショートボブ ショートボブ。女性の髪型のひとつ。 ショートボブが好きなんです。

ジョープイプイ
女の子の名前である「ジョー」に魔法の呪文
「ちちんぷいぷい」を添えた

馬房定点のワンシーンより

ショカノクーリー 初夏の栗 "funny"から『季違い』を連想しました。栗は毛色からです。あと、適当に長音記号をぶっこみました。

ショケンダカコメ 初見だ囲め 初見さんの心を囲んで逃がさない、そんな馬になってほしい

ジョシリョク 女子力 女子力上がっていきます。女子力伸びる！女子力粘る！牝馬の力を舐めてもらっちゃ困るぜ！

ショッキングピンク 鮮烈なピンク 女の子であることと、愛すべき香港バイヤーから。刺激的な目を引くレースをしてほしい。JBISサーチにて確認、馬名も現在使用されていないようです。

ジョリフィーユ フランス語で「魅力的な娘」 父のアリュールを引き継ぎ素晴らしい走りを期待して付けました。魅力的な走りに期待します。

シラネリア 花の名前 花言葉は「いつも快活」「喜び」花色は赤、紫、青、ピンク、白、黄などカラフルです。元気な女の子のイメージにぴったりだと思い、応募しました。

シラユキソックス 雪のような白い靴下 シラユキは姫なので牝馬でシラユキ、ソックスはそのままです！

シラユキマロン 栗毛に白い靴下の姫君 栗毛ちゃんのマロンに白雪のソックスが映えるきれいなお姫様なのです

シリアス 真剣 こいつはマジだぜ

シリアルファストリ 本気のファニーストーリー
ファニーはおかしな、滑稽なという意味で、対義語がシリアスで真面目な、厳粛な、なので。ファストリはユニクロのファーストリテイリングの略だが、ファニーストーリーの略にもなる。真面目なファニーストー
リー。ファストリがつかえるかが問題だが、ユニクロは第一線企業だし、そういう意味も含めて。

シリウス おおいぬ座の一等星 一等になってほしい。全天で一番明るい星だから。

シルファニコ シルフ（風の妖精）＋ファニー＋ニコニコ シルフのように風を操るような速さ＋母馬の名前の一部＋ニコニコから。

シレーット
しれっと：何事もなかったように平然としてい
る様子

しれーっとゴールしてほしい

シロアシ 見た目から 見たまんまです

シロガネーゼ
お金持ちの代名詞。父名（ゴールドアリュール
＝お金の魅力）より連想

お金持ちな馬（賞金）になれますように。過去に同名の馬がいますが登録抹消済のようです

シロキヒザシータ 白い膝下 ファニーストーリー16の白き靴下模様かわいい

シロノハイソックス 見たまま。4ソックスのオシャレ女子だから。
シロノハイソックスが伸びる！シロノハイソックスが迫る！シロノハイソックスが捲くる！洗濯機で靴下は伸びるし、ブロンドヘアの若い女の子が白いハイソックス履いて迫ってきたら嬉しいですよね。見た目通り
なので邪推不要な名前でもあります。

シンキゲキスキー 新喜劇好き 母親の名前、ファニーストーリー＝おもろい話からの連想

ジンクスブレイカー ジンクス破り この企画は種付け、セリ、誕生した馬、購入した馬など1回目は上手くいかないジンクスがあります。そんなジンクスを打ち破る活躍、そしてこの企画に勢いをつけて欲しいとの願いを込めて。

シンデレラステップ 童話のシンデレラ+歩み シンデレラストーリーという言葉があるように段階を踏んで地方→中央→中央重賞と出世できますように。シンデレラは女の子にピッタリだし、物語という点が母親ファニーストーリーにかけてみました。

シンデレラストーリ シンデレラ(童話名)+ストーリ(物語) シンデレラストーリー（成功物語）の言葉の通り、競走馬として成功してもらいたい

シンデレラストリア 童話のシンデレラ+イタリア語で物語「storia」 徐々にステップアップしてシンデレラストーリーを描いてほしい。

スイーテストシング 最高に素敵なこと。愛しい人。
母ファニーストーリーから連想してコメディ映画の『クリスティーナの好きなコト(The Sweetest Thing)』から取りました。リアルダビスタではこれまでいい事も悲しい事もありましたが、この子が無事デビューし出
来れば勝利をあげる素敵なことをもたらしてほしい。そしてこの子がみんなから愛される馬になってほしいと思いこの名前を応募しました。

スイートリー sweetly愛らしく、優しく、快い・・・ 愛らしく誰からも好かれる馬になってほしいという思いを込めて。

スイスチーズモデル
いくつもの防護策を重ねて危険を軽減するた
とえ

競馬に絶対はないが大事に使って無事に走ってほしい。

スイモアマイモ 酸いも甘いも 競馬には辛い現実もあるが、楽しいこともたくさんある。それを見せてくれるリアルダビスタを表現しました。

スウィートスマイル かわいい笑顔 母のファニーストーリーから。かわいらしい笑顔の女の子という感じ。

スウィートドリーム 甘美な夢（良い夢） ここしばらく、リアルダビスタ企画では不運なコトが続いているので、ファニーストーリーの子から改めて良い夢を見られるようにと思い考えました。

スウィートレヴィ 夢の続き(仏)

母馬「ファニーストーリー」のストーリー「物語」から連想して「夢」を。サラブレッドにとって脈々と受け継がれてきた「血統」は、ずっと昔からの誰かの物語、夢の続き、と言い換えることができるかもしれません。
また、リアルダビスタにとっても物語の途中に他なりません。奇しくもリアルダビスタの企画馬オーバーザリミッツやシュシュブリーズの2018の後を継ぐ形となったファニーストーリーの2016。彼らとは関係のない
競走馬であると思う方もいるかもしれません。けれども、リアルダビスタで競り落としたからにはもはや無関係とも言い難い。決してリセットボタンを押したわけではありません。オーバーザリミッツやシュシュブ
リーズの2018を見守ってきた視聴者が沢山いるのです。彼らと出会い、別れ、そして巡り会ったのがファニーストーリー2016であるはずです。ファニーストーリーの2016には是非とも夢の続きを走ってもらいた
いのです。そしていつかその先の「続き」へと繋がって欲しい。以上の理由から、フランス語で夢の続き「suite a rever」から名をとりました。(フランス語を選んだ理由は一番響きが可愛かったからです)

スーグニカットナル おこりやすい 沸点が低く、逃げ馬になれそうな名前や

スーパーゴールド 超　黄金 輝く馬になってほしい

スーパーファニコ すばらしいファニーストーリーの子 愛称として使われているファニコを残しつつ、全体の響きてきに。ニコも最後についていいかなと

スーパーファニコン スーパーでファニーなニコニコの子 ファニーとニコニコが入っている名前で考えてみました。本家のスーファミのように有名になってほしいと思い、応募しました。

スーリールドール 黄金の微笑み ①皆を笑顔にするお金を稼いでくれるように②ニコニコの馬＋父親の名前からシュシュブリーズがおフランス語なのでこの娘もおフランス語だと統一感があって良いのではと（Sourire d'or）

スクリットーレ
スクリットーレ(Scrittore)＝イタリア語で『作
家』です。

母名から連想し、『今はデビュー前の若駒だが、立派な競走馬へと成長し、勝利・幸福を掴み取るような成功物語(シンデレラストーリー)生み出す作家(競走馬)になってほしい』との想いから考えさせていただき
ました。よろしくお願い致します。

スクルド 北欧神話の運命の女神の一人 北欧神話の運命の女神であるノルン三姉妹の一人で、未来を司り、ワルキューレの一人でもある。未来に向かって立ち向かう戦士になれとの願いを込めて

スケーターサイ スケーター＋太もも スピードスケートの選手の太もものようにトモが発達することを願って

スケバンゴルァ スケバン+父名の一部 ・母親現役時代、放馬しているイメージが強かったので（笑）・直前調教でも暴れ馬な感じｗ

スコヤカ 健やか 病気や怪我せず健康で走って欲しい

ススキノノオッパブ 紳士達の社交場 たくさんの紳士達に騎乗して欲しい、そんな意味を込めて。

スズラン 鈴蘭
スズランの花言葉には『再び幸せが訪れる』という言葉がありますリアルダビスタはリアルなのでシュシュの娘のことやオリミツ君のこと色々ありましたが、彼女が新しくリアルダビスタの仲間に入ってくれたこと
から良いことを呼び込んでくれることを信じています

スタープラチナ 星＋プラチナ 星＋プラチナ父名の一部ゴールドより連想またはジョジョのスタンド一見しただけでは普通の名前、でも分かる人には…を目指しました

ステアーズドリーム 夢の階段 　ファニーストーリーは英語で訳すと笑い話という意味。　ステアーズドリームは英語で訳すと夢の階段という意味。　笑い話を吹き飛ばすくらい、これから夢の階段を上っていって欲しい願いを込めてます。
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ステキ 素敵 誰もが「ステキ！」と言われるような活躍を込めて投稿しました。3文字でインパクトが出て覚えやすいと思います。

ステップファニー 愉快な歩き方 血統の名前をみているとダンスやお芝居などのイメージが湧いてきましたアリュール(歩き方)やチケットトウダンスなどなどあと早口で言うと「ステファニー」という女性っぽいカンジになるのもポイントです

ステファニーベル 母馬由来+幸福の鐘
ファニーストーリーの娘からステファニー。これから始まる出走までの戦い・競走馬としての戦い・その後の繁殖人生にいたるまでこの仔とこの仔に関わる全ての人、全てのリアルダビスタ参加者に幸福の鐘が
鳴り響きますように。そんな祈りを込めてつけました。どうかオールリアルダービースタリオンに幸多かれ

ステファニダフニス
月桂冠（ギリシャ語：Stefáni dáfnis,Στεφά
νι δάφνης)

勝利者が頭上に掲げるもの、月桂樹の冠を得られる事を願って。

ステルラ ラテン語で星という意味 スター馬になってほしい。語感が女子受けしそう。オシャレ感がある。オシャレ女子なファニ子っぽい。短くて覚えやすい。

ストーリア イタリア語で物語母親の名前から連想 母ファニーストーリーの名前から物語をぬきだしました。やはり母親に関連している名前がいいかなと思いました。

ストーリアドーロ Storia d'oro(イタリア語で黄金の物語) 両親の名前から

ストーリーガール 牝馬のストーリー これから牝馬の中でストーリーを担う意味と期待を込めると同時に母馬から名前を貰って

ストーリーテラー 物語の語り手 母馬が面白い物語ならば子供は物語の語り部となって後世に名前をのこせるように

ストーリーテラー 英語で物語の語り手 ストーリーは母馬から。母馬からの連想でこの名前にしました。追記：2000年に同馬名が実在していますが、18年前の馬なので大丈夫ではないかと判断しました。

ストーリーテラー 物語の語り手 母名のファニーストーリーから連想してみました。

ストーリーテラー 物語の作者
リアルダビスタの物語。オーバーザリミッツやシュシュブリーズ２０１８が作りきれなかった物語をこの馬に託してみたいなぁと思って。同馬名が複数いたみたいだけどいずれも１０年以上前みたいですし問題な
いですよね？

ストーリーライター 新たなリアルダビスタの物語を紡ごう この子には色んな物語を紡いでほしいので、ストーリーをWrite(er)してもらうという事でこの名前にしました。

ストストファニー ストストとファニーをアタック 命名理由？深夜のテンションです。

ストレイトオペラ まっすぐ＋オペラ まっすぐ観客に届くオペラのように心に響く活躍を

ストロベリブロンド ピンクがかった金髪 綺麗なたてがみや尻尾の色から連想しました。希少な髪色であり、ストロベリーという可愛らしい単語も入って牝馬らしい名前になると思います。

スナノブイサイン 砂とVサインの組み合わせ ダートで勝利してVサイン無敵の勝利馬を目指してほしい願いから

スノーソックス 雪+靴下 ホワイトソックスだとアメリカの野球チームと名前がかぶってしまうので、ホワイトの代わりに同じ色のスノーにしました

スパークルスイッチ 才能ひらめくスイッチ スイッチのON／OFFあるタイプだと聞いたので、上手にスイッチ入ってほしいなと思って考案。

スピーディワンダー 特徴から スピードがある事からスピーディ。真っすぐ走らない所からワンダー。特徴を組み合わせてスピーディワンダー。某有名アーティストとは関係ありません。

スピカ おとめ座の一等星 一等になってほしい。女の子なのでおとめ座。

スピットファイア spitfire火を吐くもの 女の子でもカッコイイ名前も良いのではないかと思いました。

スピリチュアル 神秘的 神秘的な走馬でいてほしいです

スピリット ジェットリー主演映画和名タイトル 映画のタイトルではずれなし

スピリトソランナー
音楽用語で元気に、いきいきとの意味
「spiritoso」+英語で走者の意味の「Runner」

元は「元気に満ちた」の他、「機知に富んだ」という意味らしいので巧みな走りを魅せてほしい。走者と奏者でかけてもみました。

スペシャルダンサー special　特別なdancer  踊り子
期間まで待ちきれないので５通目送っちゃいます。早いとこ締め切らないと収集つかなくなるかもしれませんね。血が濃くなってクロスしたものを組み合わせたものです。特別な踊り子として注目を集め活躍して
ほしい。ここまでくると命名が雑になってきたかもしれません。

スマートファニコ 兄馬名+母馬名+子 兄のスマートボムシェル、母のファニーストーリからそれぞれ一部もらい、母の子なので。

スマイリーガール ニコニコした女の子
母名（ファニーストーリー）からの連想。母の面白話を聞いて笑っている女の子の絵が思い浮かんだことから。この馬の走りを見て、デビューが叶わなかったオーバーザリミッツ、シュシュブリーズの2018の悲し
みを忘れて、視聴者みんなでニコニコしたい。

スマイリースマイル

みんなを笑顔にしてくれる競走馬になって欲
しくて「ニコニコした」「笑顔」のみんなの笑い
を絶やさない子になって欲しいという意味で
考えました。

ニコニコ運営と母馬の名前から連想して命名しました。わかりやすくて覚えやすいというのが理由です。

スマイリヴート 笑顔＋再起動 SMILE：笑顔　REBOOT：再起動「ファニーストーリーの16」によって、再び進み出したリアルダービースタリオンプロジェクトが成功する事を願って。そして、関係者とファンの全てが笑顔になれるように。

スマイリンゴールド 微笑＋父名の一部
母名から連想したsmilingは、ニコニコにも引っかけています。皆に輝く笑顔を与えられるようにとの願いを込めて。母名のファニーストーリーは良い意味ではない、との指摘もありますが…JRA公式の馬名意味
には「愉快な物語」と記載されていますし、私は良い方向に解釈してこのようにしました。槇原○之のアルバム名は関係ありませんｗ

スマイルアイリス 笑顔＋菖蒲 ニコニコ動画のニコニコと、5月に美しく咲く菖蒲の花を競走馬の名前にしてみました。みんなで笑顔で舞台に送り出してあげたい！そういう気持ちで考えました。

スマイルサンデー
ニコニコ動画からスマイル＋祖父サンデーサ
イレンスの名前の一部

(GⅠは日曜日にあるのでそれに勝って)皆が笑顔で日曜日を過ごせるように願いを込めて

スマイルスクエア 英語でニコニコ ニコニコの馬って分かりやすいのと、なんか強そうだから。

スマイルストーリー スマイル（笑顔）＋母名の一部 ニコニコ＝笑顔＝スマイルという連想と、母馬ファニーストーリーから名前の一部をもらいました。私たちもこの馬自身も、「笑顔の絶えない物語」を作っていければいいなと願い、この名前を応募します。

スマイルストーリー
ニコニコ動画よりスマイルを連想し、あとは母
名より

関係者みんなが笑顔になれる物語をつくっていってほしいという思いから。

スマイルストーリー 笑顔の物語 ニコニコ動画の連想でスマイル+母名から。シュシュブリーズの初仔タルコやオーバーザリミッツから喜びも悲しみも感じてきたリアルダビスタに、次はたくさんの笑顔を届けてほしいという思いで付けました。

スマイルストーリー 笑顔の物語、微笑ましき伝説
ニコニコから「スマイル」、ファニーストーリーから「ストーリー」をもらいました。この馬がみんなにとって明るい話、みんなを笑顔にしてくれるような存在となってほしい。みんなが明るく話せるような、笑顔で話せ
るような活躍をして欲しい。そしてみんなの微笑ましい記憶となり語り継がれるような馬となって欲しい。という願いを込めました。ただ「スマイルストーリー」という名前の企業がいくつか存在することがネックで
す…

スマイルストーリー スマイル+母名から 「ニコニコ」→「笑顔」＝「スマイル」と母名ファニーストーリーを合わせました。ここからついに始まる、みんなのニコニコ競馬物語。という意味も込めて。

スマイルブリッヂ 笑顔の架け橋 タルコやオーバーザリミッツなど悲しい出来事が続いています。シュシュの第二子と一緒に楽しい出来事が増えてほしいので笑顔(スマイル)を入れました。その架け橋になる馬になってほしいです。

スマイルブリンガー 笑顔を運ぶ者 母馬の「ファニー」から笑顔をイメージ。「ニコニコ」動画の視聴者皆が「微笑んで」見守り、生産者、調教師、騎手等関係者、並びに全ての競馬ファンに「笑顔」を届けられる競走馬となるよう願いを込めて。

スマッシュスルー
スマッシュスルー(Smash Through)＝英語で
『突破する』という意味です。

どんな状況にも、どんな困難にも、負けることなく突破していける強い競走馬になってほしいとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

スライドコメット 彗星の様に綺麗なテイルが横に動く様 ニコニコといえばスライドするコメントスライドコメントでは女の子感が無い上に見た目もあってないのでスライドする綺麗なテイルを持つこの馬という意味でスライドコメット

スリールドール フランス語で黄金の笑顔 走る姿でみんなに笑顔を見せてあげれるようになってほしいから

スリップストリーム 高速走行する物体の直後に発生する現象
高速走行する物体の直後は気圧が下がり、空気や物体を引き寄せる効果が発生します(スリップストリーム)。空気や物体を引き寄せるように、注目や視線を集めるようなスリップストリームを生み出す速い走
りを期待して命名しました。

スルージエイジズ いくつもの時代を越えて 競馬の歴史に名を刻んでほしい。

セイテンシップウ 雲を割り青空を見せるほどの速さ どの馬よりも速くと意味に書いたイメージが浮かんだので名前をつけてみました

セイラ 星羅　（星が無数に羅列すること） 星が無数に羅列すること。転じて，おびただしくつらなること。血統が繋がっていって欲しいという期待を込めて

セーラーヴィーナス 美少女戦士の名前 父親のゴールド　金色の元に金星（ヴィーナス）を連想「ララベル」号と同じ牡馬で、架空の国の住人名を

セーラールーソ セーラー服＋ルーズソックス
左前足の白靴下が他の足より短く、その見た目がルーズソックスに見えることから。そこから連想したセーラー服と合わせて。また、かつて幾度か戦う少女としてのトレードマークとなった「セーラー服」。アス
リートとして戦うサラブレッドの姿も、ヒロインでありながら戦う姿に重ね合わせることができると思ったから。ヨーヨーや機関銃を持って戦った先輩たちの勇姿にあやかって、闘争心あふれる走りを期待したい。

セカイテンセイ 国際的な活躍を期待して 私はアニメやラノベが好きで最近ウマ娘をみて競馬を勉強し始めました趣味の分野における近年の流行を取り入れたつもりです

セカイノゴウダ 世界の合田氏から 世界で活躍

セカンドアクト 第２幕 リアルダービースタリオンにおいて２頭目の２歳馬だから。

セカンドストーリー
２代目を意味するセカンドと母の名前である
ストーリーを組み合わせたもの

文字通り、無念の結果となった初代の意思を継いでほしいという意味。

セクシィレッグス 英語で「性的な脚」
画像を見て直感で閃きました！見れば見るほど惚れ惚れする4本脚に魅力を感じませんか？そう、まさにこの名前が決まらないわけがありません！「セクシィ」か「セクシー」にするかで、2時間悩みましたが、
「セクシィ」の馬名があまり無いため、これにしました。おそらくネタ扱いになるでしょうけど、こちらは真剣です。落選しても後悔はございませんが。

ゼストフォーライフ 生への熱意 zest for life　生きて活躍して欲しいとの願いを込めて

セセセノマサル #瀬瀬先生に感謝しかない 瀬瀬先生に感謝しかないから

セセセンセー
先生と呼ばれるくらいのレース巧者になって
ほしい。音の響きがいい。

セセセンセー、オリミツ君の育成や引退後の世話、勉強になるツイートなどいつもありがとうございます。語尾が伸びてるので、実況にも熱が入りやすいかもしれない？

セタンシェドゥーヴ こりゃあ傑作だ（フランス語） フランス語表記　C'est un chef-d'œuvre母ファニーストーリーの愉快な物語より連想何かとんでもなく面白いことをしてくれそうな気配がします。その時は皆で笑おう、「こりゃあ傑作だ」と。

セッセセセンセ せっせと勝ち星を積み重ねる 購買にご協力いただいた瀬瀬先生をもじって。

ゼッタイカチマス 絶対勝ちます 名は体を表すとよく言うので。絶対に勝つという強い意志を持ってほしい。

ゼッタイホンメイ そのまんま パンチのきいたネームにしてみました

セナタン
元レーシング・ドライバーのアイルトン・セナ・
ダ・シルバから「セナ」＋愛称（例：しょこたん）

アイルトン・セナみたいに早い馬になってほしいから。女の子だから”たん”という愛称を付けました。（セナっていう馬、昔いたらしいですし）

ゼファーリリック 英語で「そよ風の抒情詩」 小さくても良いから地方競馬に新たな風を起こしてほしいという意味を込めて付けました。残りのリリックは某顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

ゼンインゼンガー 善因善果 よいことをすればそれがもととなって必ずよい報いがあるという言葉の意味通りになるようにとの願いから

センスレスネーム 無意味な名前 敢えて名前に意味を持たせない

セントアリシア 聖者+女性名(英語:St. Alicia) 聖者のような気品ある達観した走りを見せる競走馬になることを願って。名前のアリシアはアリスのラテン語由来の読み方で、こちらの方が大人びた感じがして個人的に好きなので、この名前にしました。

セントウ 先頭。 先頭でゴールして欲しいから。セントウが１着でゴール！と先頭なら１着なのは当然だろうという謎の実況も聞きたいです。

センハッピャクマン 落札額 1800万円（税抜き）で落札したので

センパフローレンス ベゴニアの別名
ベゴニアの花言葉に「幸福な日々」があります。そして西洋での花言葉はbeware注意する、用心する注意・用心を怠らず幸福な日々を送ってほしい。そう願うと共にベゴニアの花の愛らしさ・華やかさがファ
ニーストーリーの16にふさわしいと感じました。

ゼンブアイシテ いいところも悪いところもすべて好きでいろ！ 調子が良くても悪くても、かわいい我らの仔をいつも優しく見守ってね！それが愛ってもんでしょう！

ソウルシェイカー
ソウルシェイカー(Soul Shaker)＝『魂を揺さぶ
る者』です。

『多くの人々の魂を揺さぶるような素晴らしい走りを見せてほしい』との想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ゾールシカ Zolushkaシンデレラ(ロシア語) シンデレラのような輝かしい競走馬となるよう

ソックスキュート 靴下がかわいい なんならエロイ

ソックスビューティ 靴下が美しい 靴下が美しいからソックスビューティと名付けました。ぱくりではありません

ソックスヘブン 天に上る靴下ちゃん 上昇してくれる期待を込めて、

ソックスマロン 靴下＋栗 靴下模様と毛色から

ソトオリヒメ 衣通姫桜の種類のひとつ 日本らしい名前で考えてみました。桜の種類のひとつで、花はファニーストーリーの16が生まれた三月下旬に咲き始めるそうです。

ソレッテタノシソウ
それって楽しそう。わくわくしている様子をイ
メージして。

いろんな事を楽しむ仔になってほしい。

ソンリッサ sonrisa 笑顔（スペイン語） ･母の名前から連想。･ニコニコから連想。･勝ってみんなを笑顔にさせられる様に。

ダークディフィート 闇＋打破 リアルダビスタ企画を覆ってきた闇を打破できるように

ダートントン ダートとトントン拍子の組み合わせ造語 ダート王を目指してトントン拍子に勝ち上がってほしい願いから

ダービースタリオン そのまま同名のゲームから 競馬ファンの多くが競馬場でこの名前を聞けばゲームを連想し興味を持てばこの企画に行き当たり視聴者が増える流れになるかと思って

ダービースタリオン 宣伝 わかり易い事より、勝るもの無し

ダービーストーリー リアルダービースタリオン＋母名
リアルダビスタ初のデビュー馬となる当馬に名実共にこのプロジェクトの看板馬になってもらう為に母の名前を引用させて貰いつつリアダビの馬だと分かってもらえ易いように、そして目指せ(ジャパンダート)
ダービー(勿論日本ダービーなら最高)という願いを込めこの名前にしました

ターベルカーネ 食べるかね？ 飼葉をたくさん食べてとよい馬になってほしいという願いから。

ターンエーターン 歌の歌詞より 故西城秀樹に捧げる

タイガタイガアパカ タイガーショット+タイガーアッパーカット 頑張れサガット！

ダイナマイトアニー
兄上達に倣い爆発系の名+アリュールのアと
ファニーのニーと親から少しずつ頂きました

兄者達みたいにつけておくと、もし弟者を購入した方が姉者が活躍してる様を見た時に、じゃあワシも倣ってつけてみるか、ってのを期待しつつなのと、爆発物の名前ってかっこええじゃないですか。強さを爆
発させてほしいですね。それから女の子なのもあってそれだと味気ないので、父母と少しずつ頂いて女の子らしい部分もと思いアニーと付けました。ついでに実況者がダイナマイトハニーと間違えてくれること
も期待してます。

ダイナマイトギャル ダイナマイト＋女の子もしくは爆弾＋女の子
全兄に爆弾に関係した名前が居たのでそこから関連した名前にしようと考え、父であるゴールドアリュールが社台レースホースであることと、母ファニーストーリーが吉田照哉さんの所有とのことだったので"ダ
イナ"が含まれているダイナマイトを思いついた。そこに性別を表す単語を付けたいと考え、既に登録されたとこのある物を除いて、この馬自身が活発な性格かもしれないとのことだったので"ギャル"にしまし
た。

ダイブインドリーム 夢に飛び込め！ レースという夢の舞台へ元気よく挑戦してほしいので。

タイムイズマネー 英語で時は金なりということわざ
父の名前の一部ゴールドからお金をイメージし選ばせていただきました。タイム＝タイパラ産駒のイメージはありますが、タイム～で命名されている馬は最近でもタイパラ産駒以外でもかなりいるので一応送ら
せていただきました。

タイムシフト 過去を振り返る ニコニコにおいてタイムシフトとは過去の放送を見返すことができる機能だから、その名の通り他の馬をぶっちぎりで置き去りにするくらいの馬になってほしいとの願いを込めて

タイムラグジュアリ 贅沢な＋時間 競走馬の様子が見られる贅沢な時間とタイムラグをかけてみました

タイムレスゴールド
英語で『永遠』を意味するTimeless＋同じく英
語で『金色』という意味のGoldです。

父名と本馬の毛色から連想し、『父の血脈を後世へ伝えるような活躍をし、永遠に色褪せることなく金色のまばゆい光を放ち続けてほしい』との思いから考えさせていただきました。よろしくお願い致します。
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ダイヤモンドロック ダイヤの原石 たくさんの馬から選んだ本馬がダイヤの原石であり、これからの調教によって磨かれ綺麗な宝石として輝けることを願って

ダイヨンノナマヌシ 第4の生主 シュシュブリーズ、オーバーザリミッツ、シュシュブリーズの2018に続く4頭目の生主なので。一頭一頭が繋ぐという意味も兼ねてあえて4という数字を使いました

タカミエイオー 高見叡王 爆誕記念

タカミエイオー 高見叡王 初代叡王高見泰地さんのように新しい時代を象徴する、そして皆に愛される。そんな馬になってほしいので

ダグマル
ダグマル（Dagmar）は、北欧、ドイツ、中欧に
みられる、古ノルド語起源の女性名

なかなかかっこいいネーム

タスチャン TAS(Tool-Assisted Speedrun)ちゃん 常識を外れた規格外の走りを見せてほしいから。

ダズリングマルーン 眩惑的な栗色
本馬の父がゴールドアリュール【黄金の魅力】ということで、そこから、魅力に惑わされる、惑わすという意味のダズル(dazzle)を連想。マルーン(maroon)は栗色という意味で、本馬の美しい栗毛にぴったりなう
え、響きも美しく発音もしやすいと思います。目もくらむような美しい走りを期待。

ダズリンスマイル 眩しい笑顔
父ゴールドアリュールの名前の意味が「黄金の魅力」ということから「輝いている」と連想し、母ファニーストーリーのファニーの意味「面白い」から「笑顔」を連想してナイター競馬のライトに負けないくらいの笑顔
を見せてほしいと思い考えました。

タダイマ ただいま どのレースに出走しても無事帰ってこれるように

タツミルリオ オリミツ＋タルの入れ替え オリミツ＋タルを入れ替えてみました、タツミル＝龍見るで縁起いいかなと

タナボタチャン
思いがけない幸運に恵まれたという意味の
「棚からぼた餅」の略称＋愛情を込めた敬称
の「ちゃん」

落札までのいきさつが思いがけない幸運、ある意味「たなぼた」じゃないですか。それに「○○チャン」て馬名はかわいいし、ばんえいにもかわいいタナボタチャンがいますし、ばん馬とサラブレッドは同名OKで
すし。

タノシイハナシ 親馬の直訳 ありそうな馬名だから。

タピオカパン タピオカパン 天皇陛下バンザーーーーーーーーイ！

ダビスタテイオー すべての馬の頂点 往年の名馬、トウカイテイオーのようにリアルダビスタからテイオーのような馬が生まれてほしいから

タベナガラネル 食べながら寝る シュシュブリーズがよく食べながら寝る

タマヨリヒメ 日本神話の玉依姫より
タマヨリヒメは日本神話の神武天皇の母親でありその他の有名な子孫を残している女神です。その女神のようにレースで買って強くなり、牡馬になってからも優秀な産駒を出してほしいという願いをこめてつけ
ました

ダムダムゾンゲルゲ 見ると死ぬ 聞くと死ぬ とりあえず死ぬ 昔に某マンガで一発ギャグ的に出てきたキャラの名前 その後声優の林原めぐみさんのラジオや同人界隈でも取り上げられ 地元の友人達にはずさない名前となる

タルトタタン フランスのお菓子。アップルタルト 毛色からの連想。女性にも好かれるように洋菓子から選んでみました。

タルル おいらのネトネーム あるわけもない(´・ω・｀)

タンサンムギチャ ビール・・・ 今、一番飲みたいと思った

ダンシングサークル 曲名から ELLEGARDEN復活と歌詞にファニーストーリーがあったから

ダンシングブーツ
その白い４足のブーツで踊るようにレース場
を駆け抜けてほしい

特徴的な白足がブーツっぽく見えたからです。

ダンストゥギャザー 一緒に踊る 的場文男騎手と共に活躍してほしいから的場騎手のように大記録に挑戦してほしいから

ダンスレコード 踊り+記録 ボンネビルレコードのように的場文男騎手と共に大レースに勝ってほしいから

チアフルステップ 元気な足取り
元気に走ってほしいという気持ちからと、お転婆さんだという話なのでお転婆→元気に置き換え、アリュールが歩き方という意味のようなのでそこから英語のステップに置き換えました。おばあさんのチケット
トゥダンスのダンスという単語からステップが連想できるので、母系の馬名も少し取り入れられるかな、と思います。

チアフルチェリー 元気なさくらんぼ 春生まれなので春っぽいさくらんぼを名前に入れました。元気に育ってレースに出てほしいという願いも込めチアフルも名前につけさせていただきました

チアリー Cheery 父馬の｢ゴールド｣のイメージと、Cheeryの｢ニコニコする｣という意味から。明るい、ご機嫌、元気のいいという意味もあるので、そのような競走馬になって欲しい。

チアリースマイル cheery smile（にこやかな笑顔） ｢ニコニコ｣から連想。

チーズフォンデュ チーズフォンデュ 足がチーズフォンデュしてるので

チーター ライオンです。 ヒョウのようでジャガーじゃない、そもそもでネコじゃないからヒツジだと思う。やっぱりヤギだったからこのアルパカの名前はリャマ。

チープインパクト そのまま ディープとまでは行かなくても衝撃を与えたい・・・！

チェスナットトルテ 栗のトルテ 毛色から連想

チェリーブロッサム cherry blossomサクラの花、桜花 春に勝て！！

チェルシー 音の響きから、可愛らしく上品な女の子。
音の響きから思い浮かんだ名前です。親からとった名前やネタ名前もいいですが、私が馬だったら自分だけの可愛いらしい名前にして欲しいから。調べてみたらイギリスの高級住宅街にチェルシーという地名
があるそうです。見た目も優雅できれいな毛色だし、いいとこのお嬢様らしくて合うと思います。

チトセノカガヤキ 千歳の輝き 長い年月輝くような実績を残すことを願って

チナラリア
中国を英語表記したもの(china)を日本語読
み＋オーストラリア

父馬から連想し、世界の金生産量1位と2位を合わせてみました。

チハヤフル 激しい勢いで素早く振る舞う ファニーストーリー→落語の連想からこの題目が最も合っていると思いました

チベットスナギツネ チベットスナギツネ フォーソックス略してフォックス（キツネ）ダート走るので砂つけて砂ギツネから連想してチベットスナギツネにしましたあとチベットスナギツネ可愛くて好きなので

チャーミングステフ
魅力的なステファニー(人名愛称)。父名＋母
名から連想

父のゴールドアリュールの名前が黄金の魅力という意味なので、魅力の部分からチャーミング。母の名前からステファニーという人名を連想、そのままだと文字数がオーバーするため愛称であるステフにし、
組み合わせました。栗毛の馬体に4本白ソックスという可愛いルックス、公開調教でのちょっとお茶目な姿等、とても魅力的な彼女に合っているのではと思ったからです。また、チャームにはお守りや魔除けと
いった意味もあるので、無事に走ってほしいという思いも込めてます。

チャームダンサー 魅惑の踊り子 本馬の父馬ゴールドアリュールから「魅惑（＝チャーム）」。また、本馬にはノーザンダンサーの血が多く流れていることから「踊り子（＝ダンサー）」を貰い受けました。

チャッカリファニー そのまんま きわどいレースをし、ちゃっかり上位にくい込む結果を出す馬になってほしい。

チャバシラ 茶柱 不幸が続いたから前向きな名前が良いと思いました

チャパツギャル 茶髪のギャル、そのままです ルーズソックスを履いてるよう、という話から、茶髪のギャルをそのまま名前にしました

チャパリータチャン 小さくて可愛い それほど大きくない馬体だが整った顔立ちに可愛いソックスを履いてるから

チャンポンメン 食べ物 おいしそうだから

チョウガンバル ものすごくがんばって走ってくれるはず。 頑張って走ったからといって常に勝てるものではありません。でもその姿は見るものに何かを与えてくれるはず。そういう競走馬になってほしい。

チョウゴウキン 超合金 超合金のような硬い意志で走り抜けてほしい

チョウゼツカワイイ 物凄くかわいい 見たまんま、めっちゃカワイイので　(*´ω｀)

チョウテンネン 超天然 フワフワしてるような感じ

チョーウケル 超ウケる That's funny.のスラングから引用

チョーキモチイイ 超気持ちいい 母の馬名の意味ファニーの「愉快で楽しい」より。

チョクセンイッキ 直線一気 究極の差し馬になってほしい

チョットダケヨ 少しだけサービス 左前足だけ白ハイソックスを半脱ぎしてる様に見えることから。

チョベリキュート 超＋英語で「とても可愛い（very cute）」 馬超可愛い！！！チョベリバは超ベリー馬超の略だった…？ファニーちゃんの特徴、ルーズソックスをはいたギャルといったらこの世代かなと。

チョベリグガール 昔の流行語+娘 やんちゃそうだから

チョベリグダッシュ 超ベリーグッドなダッシュ ルーズソックスのギャルのイメージもあるとのことで。コギャルと言えば、チョベリグ。超ベリーグッドな走りを見せてくれー！

チョミラスパベリグ
超ミラクルスーパーベリーグッドの略。「とに
かく最高！」(ギャル語)

本馬がルーズソックスを履いているように見えることから、ルーズソックスが流行した90年代女子高生のイメージから。人々のテンションをアゲアゲにしてくれるような馬になることを祈って。

チラッ 陰から覗く様子
|дﾟ)シュシュもカメラに向かってたまにやりますが、馬がチラッとこちらを見る瞬間が可愛いのでｗこういう可愛いくて個性的な名前だとリアルダビスタを知らない人にも名前から興味を持ってもらえるかなと思っ
たので。カクカクシカジーカちゃんとかもいますしｗ

チラミシテ ちらっと見る様子 ちらっと見てほしい

ツインクルゴールド 輝く黄金色 父ゴールドアリュールから。輝かしい競争成績を残せるように願って。

ツゥフォーイレブン 2002/4/11 みんなに好かれて、みんなのアイドルになってほしいという意味をこめて。

ツカレシラズ 疲れ知らず 疲れ知らずでスタートからゴールまで駆け抜けてほしい。

ツキノカグヤ 月のかぐや姫
ゴールドアリュールから黄金に輝く、ファニーストーリーから物語をそれぞれ連想して光輝く竹から生まれたお姫様の物語、竹取物語のかぐや姫。黄金に輝く月、美しいかぐや姫から「ツキノカグヤ」と命名しま
した。輝くような栗毛、流星四白の彼女は世の男性を魅了するお姫様、かぐや姫のようです。お姫様に憧れる女性（年齢問わず）は多いですし、がくや姫は有名な童話のひとつでもあります。性別も世代も超え
て愛されるようにと願いを込めて。（JBISサーチで同名の馬がいないのを確認済みです）

ツキノフネ 月の舟 父名の｢ゴールド｣と、本馬の毛色から連想しました。万葉集にある歌『天の海に　雲の波立ち　月の舟　星の林に　漕ぎ隠る見ゆ』から「月の舟」をもらいました。

ツクダオリジナル 超!エキサイティン! ツクダオリジナルから！

ツツ 笑顔にしてくれる馬 点の部分を目に見立てて、下の棒を口に見立てて笑顔が二つ並んでいる様子を表現しました。ツ　ツ　ツ　ツ　ツ　ツ　ツこの馬を見てくれた人がこういう笑顔になるといいな。

ツッツーゴー 横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智から
私自身が横浜DeNAベイスターズのファンであり、ニコ生にて横浜DeNAベイスターズの試合を観戦していて放送終了後に「【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月24日」の放送へ飛ばされたが為。PS:本日、
横浜DeNAベイスターズは中日ドラゴンズに３－２で勝ちました。

ツッピーナ ピーナッツ 落花生のように多くの人びとに愛される競走馬になれるように。

ツナガルモノガタリ 繋がる物語 人との繋がり、本馬が現役引退後も繁殖牝馬として活躍できるように物語は母親馬名から

ツンデレ 可愛い性格 負けたらツンツン勝ったらデレデレ勝ち負けの期待を込めて

ツンデレ 気の強さと照れ屋をあわせ持つ 普段はツンツンしてるけど、なんだかんだレースで結果だしちゃう///

ツンデレファニー たまに愉快な馬 人々を愉快な気持ちにさせてくれる願いをこめて

ツンデレムスメ ツンデレ気性の娘 近親馬に放馬歴が多く、気性的にファンを笑わせてくれる行動をとってくれるだろうという期待を込めて。

デアフォルトゥナ ローマ神話の豊穣多産の女神から。 金髪ＪＫのお馬さんから実りの秋をイメージしました。チャンスの女神のもとになったって説もあったので足が速い女神ともかけてみました。

ディアーストーリー 親愛なる物語（英語）Dear　Story 愛されるような物語を紡いでいってくれるような競走馬になりますように。リアルダビスタだけでなく、すべての人から愛される子になるように。

ディアーリオ イタリア語で「日記」という意味らしいです。 母ファニーストーリーから連想してみました。この仔馬が一日一日の成長を日記にするかのように、つつがなく健やかに、そして輝かしい彼女の物語を紡いでいってほしいと願いました。

ディアマンティア ダイヤモンド、金剛石 「ダイヤモンドは砕けない」過酷な競走馬の世界で怪我に苦しむ事なく多くの人々に愛でられ、天寿を全うして欲しい。

ディープコンパクト 深く小さい 同じように小柄だけど大活躍した名馬にあやかって

ディープパープル 暗紫色 英国そして世界的に有名なロックバンドから

テイクオーバー 引き継ぐ、成功する
初年度はリアルすぎる結果となったこの企画ですが、オリミツや、たる子に注いだみんなの想いは、この子に引き継がれているはずです。引き継いだみんなの想い、そして成功へ歩んでいって欲しいという期
待を込めて、この子に『テイクオーバー』という名前を贈りたいです。また、母母はチケットトゥダンス、母はファニーストーリーという、ダンスの後に、愉快な物語があったわけですから、この子も、次の世代へ愉
快な第２話、そして母として第３話へ引き継いでいって欲しいという意味も込めています。

ディケイドドリーム 10周年の夢 ニコ動10周年言うこともあり、リスナーの夢を乗せて走って欲しいという想いから

ティファニーデメシ 映画のタイトル 「朝食を」だと文字数オーバーのため

ティファニーボニー 女性名+　美しい、快活な
アルファベット表示：Tiffany　bonnyオーバーザリミッツのように母名を活かしたいということで、ファニーそのままでは、多く被るので、変化を付けた言葉を持ってきて、栗毛で美しい馬体、気性が荒い（らしい）と
いうことからイメージ。

ディベルティメント 楽しい、面白い、気晴らし（伊: divertimento）
深刻さや陰鬱な気分を含まないモーツァルト風な曲をディヴェルティメントと称します。前途ある若い馬の前途を祝し、視聴者と競馬ファンに楽しい気持ちになってもらえればと思います。ただし、過去に同名の
馬が２頭おります。登録抹消になっておりますので使用可能かと思えますが、いかがでしょうか。

テイルトゥノーズ
モータースポーツにおいて、前のマシンの後
部と後のマシンのノーズ（マシン先端部）が、
触れそうなほど接近すること

前を走る馬にどんどん食らいついて言ってほしいという願いから

デカメロン
Decameronジョヴァンニ・ボッカッチョによる物
語集

母名より連想

デカメロン
Decameronジョヴァンニ・ボッカッチョによる物
語集。

母名から連想。兄のバクハツに負けないと思います。

テクテク 一歩一歩成長していってほしいという意味。
言葉の響きが可愛らしくていろいろな人に愛されそうだなと思ったのでこのなまえにしました。急がず焦らずこの仔のペースで競走馬として成長していってほしいという願いも込められています。ネタネームでは
なくいたって真剣に考えました。よろしくお願いします。

デコヒロイケメン ニコニコを代表する生主の名前 ニコニコ界を代表する生主のように強くなってほしい

デコヒロイン デコ(冠名)+ヒロイン 栄冠ナイン実況動画で1番面白い実況者のデコヒロとヒロインを掛け合わせて見ました。これは走ります。

デコラシオン
デコラシオン(Decoration)フランス語で『勲章』
とい意味です。

たくさんレースで勝利し、たくさんの勲章を得てほしいとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願いいたします。

デザートイーグル 砂漠の鷹＋拳銃 ダートで活躍する意味を込めて＋スマートファルコンが近親にいるので彼の名前に近しい鷹の文字を入れた

デザートミーティア 砂漠の流れ星 綺麗な流星があるので流れ星砂走るので砂漠をつけました雲がない砂漠なら綺麗な流れ星が見えると思い流れ星に願いを込めるという意味も込めてこの名前にしました

デジタルアイドル 新しい(口語)＋アイドル リアルダビスタの新しいアイドルということで。※過去に同名馬無し

デジタルコンコルド 旅客機・数値
いつも楽しく定点放送を見させて頂いています。この名前にした理由は語呂の良さと大空を飛ぶ旅客機と数値がレースでのすごく早いイメージに合っていることと。真ん中の３文字を抜き出すとタル子となるの
であの仔馬も一緒にレースへ連れて行ってほしいなという願望からもあります。この子は牝馬ですので愛称もデジ子と呼びやすいのもいいと思います。

デモデモダッテ 言い訳 言い訳するワガママな女の子、かわいい。

テラーストーリー 物語の語り手。 母親の名前の一部のストーリーを使いました。リアルダビスタの物語をこの馬を通してみんなに伝えていくという意味も込めました。

デライトストーリー 喜びに満ちた物語。 「Delight Story」カタカナ9文字。アルファベット13文字スペースをなくせば12文字ファニーストーリーから連想。Delightは喜びという意味。勝利の喜びに満ちた物語を紡いでもらいたい。

テラコンクエスト 地球征服・大地征服
ラテン語で地球・大地を表す「Terra」と英語で征服を表す「Conquest」を合わせた造語。 大地という魔物を征服し、地球で最強の女勇者になって欲しいという想いを込めました。 石崎さんのおっしゃられた、実
況が楽しくなる名前を考えて見ました。

テリオスデスピニス 完全無欠の乙女 ギリシャ語　本馬は出身が社台ファーム　社台ファーム(大企業のお嬢様)　お嬢様＝欠点がないイメージから

テリハエル 光を受け美しく輝く様照り映える 南関の大レースを、カクテル光線の中走り抜ける姿を想像して。



ファニーストーリーの16 応募競走馬名一覧

テルミーチャンス tell me chance(好機を教えて) 輝く美しい女の子(輝美ちゃん)から連想しました。特に深い意味は無いのですが、色々とあったリアルダビスタの皆に好機をもたらしてくれる存在となればいいなという願いを込めています。

テルヤフレンズ 友に告げよ。(Tell your friends) 黄金の魅力と愉快な物語から生まれた仔。その仔が織り成す魅惑の物語を広く世界に知らしめよ。友に伝えることから始めるのだ。

テルユアラブ あなたの愛を伝える コメントでユーザーから愛を伝えられる馬になれるように。（発音次第ではテルヤラブみたいにも聞こえるので照哉の愛した血統という意味も）

テンケイギョウコウ 天啓僥倖 馬券を買いたくなる馬名にしました

テンコウコロナ
テンコウは天光。コロナは太陽の周りのガス
層のこと。

テンコウは天の光という意味で、光のように速く、みんなに希望の光を届けるような馬になってほしいということと、自分自身も暖かく幸せな馬生を全うできるように。コロナは太陽の周りにある100万度を超える
温度のプラズマのことで、牝馬でありながら牡馬に負けない熱い闘志で戦ってほしいという願いを込めました。「コロナ」という響きは女の子らしさもあるので良いかなと思いました。よろしくお願いします。

テンシツラヌキ 京都の町名
天使突抜(てんしつらぬき)天下統一後豊臣秀吉が京都を区画整備するため、上京と下京間に新道を建設した、その際、五条天神宮(天使様)の境内に無理やり道を通したことから、当時の人々が怒り、皮肉の
意味を込めて名付けました。怖い地名ですが、ライバルに怖がられるような馬になって頂きたい。

テンシノエクボ 天使のえくぼ なこさんの名字とニコニコからイメージで、みんなが笑顔になるくらい活躍してくれることを期待して。

テンションアゲアゲ 気分が昂まる、のギャル語 女の子でギャルっぽく、騎乗した時もテンション上がるとの話があったので。「テンアゲ」にしようと思ったのですが、よりわかりやすく、実況の時にも面白くなりそうなので9文字ギリギリの方にしました。

デンパ 電波 電波発信するような個性的な馬になってほしい

ド・ドドンパ ジェットコースターの名前 ジェットコースターのようにスリル満点の走りをして欲しい

トイファクトリー おもちゃ工場 安直ですがおもちゃ工場という意味です。いずれ種牡馬か繁殖牝馬になった時もおもちゃの様にビックリしたり楽しめる子供を産める馬になってくれたらと言う意味で考えさせていただきました。

トゥインクルアミラ 輝きの姫（英語＋アラビア語） 企画に協力してくれる大井競馬はトゥインクル競馬を名乗っており、そこで姫のように愛され存在感を見せられるような馬になることを願って。

トゥインクルサーガ 光り輝く＋長編小説 トゥインクルレースの大井競馬場で、息の長い物語を紡ぐ事を願って。

トゥインクルテール 輝くしっぽ この馬のきれいなしっぽがキラキラと輝きながらレースで駆け抜けていく場面を見たい、という願いをこめて。

トゥインクルラップ 英語の「twinkle」+「lap」 輝かしいラップで駆け抜けてほしい。地方重賞レースはトゥインクルレースなどのナイター開催も多いのでそこにもかけてみました。

トゥインクルレーヌ
英語のtwinkle (光る・輝く等)の意味＋フラン
ス語でreine (女王)の意味

　トゥインクルは所属する大井競馬にも関係する言葉です。　大井競馬のトゥインクルレースに出走し、将来大井の女王になってもらいたいという夢を込めさせていただきました。

トゥインクルレギナ 輝きの姫（英語＋ラテン語） 企画に協力してくれる大井競馬はトゥインクル競馬を名乗っており、そこで姫のように愛され存在感を見せられるような馬になることを願って。

トゥモローサンデー 明日は日曜日 祖父のサンデーサイレンスから

トゥルーテイルズ 真実の物語 リアルダビスタという競走馬たちの活躍と命、そしてそれに携わる人たちの想いを見つめる企画というところに母馬の名の「物語」をかけて名付けました

ドゥンサーブル 砂上の踊り子 ダートで活躍した父ゴールドアリュールと、血統にノーザンダンサーが多いため

ドゥンドゥンドゥー ドゥンドゥン＋やる ドゥンドゥンやろうじゃねえか

トークインベッド 寝物語 Talk in bed母ファニーストーリーからの連想。彼女の競走生涯や生活が、子どもや孫に話せるような愉快で明るい物語になるようにとの願いを込めて。

トオモイマス と思います 千葉セリでの鑑定人の名セリフをイメージして。

トオリャンセ 童謡のタイトル。母系から連想した。
祖母のチケットツゥ「ダンス」と母の「ファニー」ストーリー（ファニーには滑稽なとか奇妙なとかいう意味があるらしい）から連想しました。本当はハナイチモンメを推したかったけれどすでに使われているらしいの
で。

ドーロカナガワ 神奈川県の道路 あ、４つ目を曲がって真っすぐですよ！

ドーンイラプション 夜明けの噴火(Dawn Eruption)
兄のバクハツ号から連想して｢噴火｣、｢爆発｣という意味のイラプション。ドーンは爆発音をイメージしたオノマトペである｢ドーン｣と夜明けを意味するDawnから。栗毛の馬体をこれから昇る朝日のように輝かせ
て走ってほしいという意味も込めている。

トガシハヨカケ 冨樫早よ書け 「冨樫先生、早くハンター連載再開してください」との思いを込めて

ドコノウマノホネ 誰だかよくわからない人の例え 無名の馬がいきなり優勝した時の馬がこの名前だったら、面白いって思ったから。

トッカンチャン 吶喊+ちゃん ときの声をあげるような勇ましい馬になってほしい

トップオーダー　 トップを取れという指示 実際にレースに出るということが目的である以上、どうせなら勝ちたい。勝ってくれという願いのような指示もこの子なら叶えてくれると信じてつけました。

トップスナイパー 最上位の狙撃手 短距離から長距離まで不可能な状況であっても目標を達成する「最上位の狙撃手」愛称はもちろん「ごるこ」で。

トップページ Webサイトの最初のページ、入り口のページ トップページに取り上げられるような活躍を祈って

ドドスコスコスコ 応援の掛け声 みんなから応援しやすそうな名前

ドドドマドンナ ドドド(勢いよく走る音)＋マドンナ 勢いよく走り、皆が憧れるマドンナとして活躍してほしいから。

トニカクヤベーヤツ 兎に角ヤバイ奴 普通じゃないんです。なんか上手く説明できないけどすごいんです。もちろん良い意味で。

ドボールメモア フランス語で面白い記憶 母名の英訳面白い物語と共に皆の記憶に残れば良いと思い命名しました。フランス語なのは凱旋門賞を主とするフランスで活躍出来るようにです。

トマインザゴールド 英語で金を採掘するという意味
父名の一部「ゴールド」と、父が活躍したダート(砂)から砂金→採掘という言葉を連想。一つでも多くの金(1着)を採掘(勝ち取って)ほしいと思ったから。本当は“ト”じゃなくて「トゥ」にしたかったけど、10文字を超
えてしまうので、仕方なく「ト」にしました。英語表記ならtoになるはず。

トマルンジャネェゾ 止まるんじゃないぞ ？？？「俺は止まんねぇからよ、お前らが止まんねぇかぎり、その先に俺はいるぞ！だからよ、止まるんじゃねぇぞ…。」

トマルンジャネエゾ
止まることなく、駆け抜けて、世界中に希望の
花を届ける

ニコニコ動画だけならず、ネット界隈で話題になった「止まるんじゃねえぞ・・・」はネームバリュー的にも遜色なく、競走馬の名前としても縁起がよいことからこの名前にしました。

トミタケフラッシュ 地名+光 「やぁ、僕は富竹。フリーのカメラマンさ」http://dic.nicovideo.jp/t/a/%E5%AF%8C%E7%AB%B9%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%82%A6?from=a_autolink_183807

ドムスアウレア 黄金劇場 自身の栗毛と父の名前から『黄金』、母系の「ストーリー」「ダンス」「ダンサー」から『劇場』を連想し、黄金劇場。その名を冠した建築物『ドムス・アウレア』から命名しました。

トムボーイブロンド 金髪のおてんば娘 ブロンド（金髪）は毛色から。トムボーイ（おてんば娘）は石崎さんがこの馬に関してコメントで言っていたことや兄妹や母馬の特徴から連想する本馬の印象。

トモエゴゼン 平家物語の登場人物名 強い牝馬であって欲しい、引退まで無事に走って欲しいというおもいから、平安時代に活躍したとされる女性武将名を拝借しました。

ドヤ ドヤ顔のドヤという意味
どうやら性格が硬派でやんちゃな牝馬の様なので普段から私どう！？的な感じでドヤ顔しそうだな、と思いつけましたｂまぁセリのときもそんな感じでしたしｗそしてドヤ顔で勝って欲しいという願いも込めてで
す。宜しくお願いします

トランキーロ あっせんなよ あせらないでネ

トランジスタグラマ 小柄で魅力的な女性。 ファニーストーリーの16は現状では小柄と言われていますので、小さくても高い能力を見せてほしいと願いを昔の流行語のトランジスターグラマーという言葉で表現しました。

ドリームシアター 銀幕の夢
この馬で夢を見たい！というのが１番の理由。競馬をファンとして見る我々は、そのレース１つ１つが映画を見るかのような映像の塊であると私は考えています。両親の名前に掛かってはおりませんが、リアル
ダビスタという夢の企画で買った馬で、私は良い夢を見たい！

ドリームストーリー 夢の道 ユーザーみんなの夢の道を歩んでいってほしいので、この名前にしました！

ドリームストーリー 夢＋物語 我々の夢を乗せて駆け抜いて活躍して欲しい意味合いです

ドリームチャット 夢のチャット
放送がチャットルーム。コメに競馬への愛や夢がある、だけでなくアニメゲーム、プロレス、昭和ネタ、やきう、重機などなどいろんな夢が詰まっているので。受験生頑張れー的なコメが流れることもあり、いろん
な夢を持つ人のほっと一息つける放送だなあ、という気持ちからもドリームという単語を入れました。

ドリームツアー 夢の企画 みんなの夢を乗せてゴールに向かえるように願って。

ドリームトラベラー 夢の旅人
ゴールドアリュールが黄金の魅力。ファニーストーリーが面白い話。母側のストーリーから連想したのが不思議の国のアリスでした。冒険を旅と置き換えて、夢のある話がいいと思いましたが、そのまま夢の旅
人、ドリームトラベラーと思い検索すると、某アイドルゲームの歌のタイトルに…採用には厳しいかと思いましたが、歌ってる子も馬繋がりだし、応募してみました。この名前が採用されなくても夢のある走りをぜ
ひとも見たいものです。宜しくお願い致します。

ドリエモン 夢を叶える どこかの猫型ロボットの様に夢を叶えてくれるかもしれないから

トリプルソウル 3つの魂 オリミツ・たるこ、そして本馬と3頭分の愛着の力で走れば敵は無い。重く感じるかもしれないがそれだけの期待感は隠せない

トリプルティアラ ３つの女性用髪飾り 牝馬三冠の俗称でもあるので、それを取れることを願って

トレジャーシップ 宝船 クロフネ産駒で活躍してほしい願いを背負っているから

ドレッドノート 恐れ知らず  規格外に大きい 戦艦ドレッドノートの当時の戦艦にしてはの規格外の速さにちなんでと、恐れ知らずの意味から

ドレドロール 両親の名前より ゴールドを意味するフランス語であるドレとファニーを意味するフランス語であるドロールを組み合わせた物になります。ゴールドやファニーだと登録馬が多いためフランス語を選んでみました。

ドレミファニコ ドレミ+母親の一部から リズミカルに走って欲しいという希望を込めて

ドレミファニコニコ ドレミファ＋ニコニコ ドレミの音階のようにひとつづつ確実にステップアップしてもらいたいから。また、この子を応援するみんながニコニコ笑顔になれるように頑張ってくれるお馬さんになってもらいたいから。

ドローグラヴズ 引っぱる＋手袋

draw gloves「フォーソックス」と言われるファニーストリーの2016だが、左前だけ短い。絵師さんたちの擬人化でもそうだが、前脚を腕として「オペラグローヴ（イブニンググローヴ）」と解釈。清楚な淑女の上品な
装いとされるが、母・兄共に放馬した事ある本馬が大人しいだけの馬ではないと判断。「半分脱ぎ掛け」と考えた。また欧米では、白手袋を取って相手に投げつけるか、顔を白手袋ではたくことで「決闘」を申し
込む伝統がある。さあ…手袋取っちゃいな！また『draw』は、「引く」で、先ほどのように手袋をとる事になるが、onがつけば「つける」ともなる。onとoffでうまく能力を発揮してもらいたい。次に「（客など）を引きつ
ける、人気を呼ぶ・やってくる、寄り集まる」という意味もあり、その手袋やソックスで大井や地方競馬を盛り上げてほしいという願いを。他にも「描く」という意味もあり、「グラヴ＝ファニーストーリーの2016　を描
いて！」と絵師さんたちへの勝手な要求でもある。

トロバイリッツ 女性吟遊詩人 父や母の名前から連想し、魅力ある物語を伝えて欲しいとの願いをこめて

トロピカルガール 熱帯少女 熱帯気候のように、暑く熱く走ります。

トロロイモ とろろ芋
茶色くて長くて、皮をむくと雪のように白い山芋をファニーストーリーの16の足に見立てて。また、山芋をすりおろしたとろろ芋は伸びて粘って健康にも良い。ファニーストーリーの16には健康に長く活躍して欲し
いという願いも籠めて。

トロワトレーフル
フランス語でトロワは３トレーフルはクロー
バー「三つ葉のクローバー」

勝負運や健康運など幸運に恵まれるようにフランス語でクローバーを意味するトレーフルを選びました本来はは幸運のお守りは四葉のクローバーですがこの子に関わる方たちそしてこれから関わっていく人
（ファンを含め）全ての人が４枚めの葉になって一緒に幸運を掴んで行けるようにと思い「３」のフランス語トロワを前に付け「三つ葉のクローバーとしました」

トワ 永遠 永遠に忘れられない馬になるように。

トワイライト 黄昏 栗毛の馬体と金色の尻尾を、夕暮れに染まる空に見立てて。

ドワンゲスト ドワンゴest ドワンゴの最上級

ドワンゴノブランド ドワンゴのブランド 落ちません

ドワンゴマイスター ドワンゴの親方 素敵だなと思い…

ドンクライファニー 泣かないで＋母名の一部
リアルダビスタで、悲しみのリアルを乗り越えて、シュシュ達がくれる日々の小さな愉快な出来事にこれからも喜びを感じて行けますように。語呂を考え、ドントクライではなくドンクライにしています。おてんば娘
とのことで、どんくらい（どれ位）＋面白い子　なのかとの期待もあります。

ドンダケタベンネン どんだけ食べんねん 維持コストがやばい

ドンチキタナカ ドンチキ＋田中 ＠イケメン大好き

トンデモナイノ とんでもないやつ 募集に対して言われた一言をきりとったもの。

ドントストップ 止まるなよ 止まらずにドンドン前へ進んでいけ！！という思いを込めました。？？？「俺は止まんねぇからよ、お前らが止まんねぇかぎり、その先に俺はいるぞ！だからよ、止まるんじゃねぇぞ…。」

トントン リズムをとる音。 大井といえば、ぶぺ隊のファンファーレ。演奏にはいる時、足でとんとんとするところから。生ファンファーレの吹かれるレースで勝てることを願って。

ドンナストーリー 女＋物語 母ファニーストーリーからの連想。どんな物語を見せてくれるかという期待を込めて。

ドンネマルケーゼ
Donna marchese(イタリア語で女侯爵・侯爵夫
人の意味)から

名馬として名を馳せた父の後継者として恥じることのないような優美さ・他を寄せ付けぬ孤高の走りを見せてくれることを期待して

ナーハフォルガー ドイツ語で『継承者』、『後継者』の意。 オリミツの分もレースで走ってもらいたいから。

ナイスボディー 良い体 オリミツ君の時とは違い健康体でいて欲しいのでこの名前を立候補しました。

ナイスリアル ナイス（素敵な、良い）リアル（現実、リアル） リアルダビスタが始まって約1年半、その間に我々は悪い、つらい「リアル｣にぶつかってきました。そろそろこの馬を中心として、良いほうの素敵な「リアル｣にお目にかかりたいと思い、この名前を提案します。

ナウナヤング いまどきの若者 若さゆえ

ナガレルダンマク ニコニコ動画で視聴者が行うコメントの一種 ニコニコ動画といえば？で考えた場合、流れるコメントの風景が真っ先に思い付きました。弾幕コメントの様に突き抜け、弾幕コメントの様にみんなから愛される競走馬として活躍してほしく命名しました。

ナコパンチ 競馬アイドル天童なこさんから 競馬タレント天童なこさんから

ナコパンチ ナコのパンチ 忖度で察して(笑)

ナスタチウム 金蓮花（花の名前）より 花言葉「勝利」「困難に打ち克つ」から選びました。競走馬はレースのみならず色々な事に勝ち残った存在だとこの１年間で知りました。ファニーストーリーの2016にこの花言葉の思いを託します。

ナスタチウム ナスタチウム 別名キンレンカ。花言葉に「困難に打ち克つ」「勝利」があり、競走馬にぴったりな花です。そしてキンレンカの漢字は金蓮花で、父馬名のゴールドが入っています。

ナツコイ
初夏に出会った彼女と恋に似たドキドキ感を
味わいたい。

栗毛で4足ソックスの可愛らしい女の子、ということで夏の太陽の下にいそうなイメージを持ちました。なこちゃんとの仲が良さそうなツーショット写真で人「懐こい」感じもありますね。馬券を握ってドキドキハラハ
ラ、そんな恋に似た彼女の活躍を応援していきたいです。

ナツスミレ アゼナ科ツルウリクサ属の花 父親がゴールドアリュールなので魅力・誘惑を花言葉に持つこの名前を。トレニアという別名もありますがトレニアは過去に登録されていたことがあったので登録のなかった和名で応募します。

ナッツ
（ポーカー用語で）与えられた状況の元での
最強の手

千葉のセリでピーナッツをもらったこと、毛の色がナッツ色、そしてポーカー用語で「与えられた状況の元での最強の手」を意味します。そのレースで最強の馬になってほしい、という思いからつけました。

ナツメオウレン
棗色の毛色と３月２５日の誕生花であるオウ
レン

オウレンの花言葉は変身、揺れる心。まさに「未知なる栗毛」の彼女力を秘めた栗毛に誰もが期待し、人々の心を揺さぶる美しい走りを見せてほしい。

ナデシコ 撫子 かわいく、つよく、かっこよくなってほしいから

なないろのみらい 輝かしい未来 検索でヒットしなかったのがひとつ。牝馬限定のG１が７こだったかなぁと思ったのもひとつ。そうじゃなかったとしても、輝かしい馬生を全うしてほしいという願いです。

ナニワロテンネン
ニコニコおよびファニーに対するアンサー
ネーム

ニコニコと母のファニーに対するアンサーネームがその理由です。是非ゴールまでの直線で競り合ってナニワロテンネンとアナウンサーに連呼して頂きたいです

ナハンシンカンム Apr-33 ニコニコの広告からきました

ナマヌシノカガミ 生主の鑑 レースでの走りっぷりだけでなく、厩舎等での生放送主としての活躍を願って。

ナマラクサ 皆を笑顔に……。 語感が良いから。

ナロウ なろう系 なろう系主人公のごとくレースで無双してほしい

ナンカンクイーン 南関競馬の女王 南関競馬の女王になって欲しい。何冠も獲るような馬に。

ナントスター 南＋都＋スター
1．「南」関東公営競馬、東京「都」の大井競馬所属の「スター」にとの願いを込めて。2．大塚愛のさくらんぼの「サビで飛ばない女子」を、「眼鏡の男」が心配するヤツではない3．「南斗の星」と解釈する諸兄・諸
姉はさすがである…。

ナンバーワン いつでも一番を目指して欲しいから 前々から競馬は気になっていたのでたまたま見つけてやってみようと思った

ナンバラバンバン ナンバラバンバンバン ナンチャンよりウッチャン派です

ナンモナンモ 北海道の方言から 「なんもです」は馬超とのやり取りの時よく返してくれる言葉。意味を調べてみたら柔らかくていい言葉だなと思ったので。
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ニーコ 人名 ニーコと一緒にみんなでニコニコになろう！

ニーコ ファニー子の略 ファニー子の略でもありニコっぽさもあるので

ニーコニコドウガ ニコニコ動画の時報 コメントでも動画でもたくさん見てかわいがってもらえる馬になってほしい

ニコーロ マルコ・ポーロの父ニコーロ・ポーロより
父ゴールドアリュール（黄金の魅力）　母ファニーストーリー（愉快？おかしな？＋物語）から連想し、日本を黄金の国と紹介した東方見聞録。東方見聞録と言えばマルコ・ポーロ。マルコポーロで応募しようかと
思ったのですがマルコの父がニコーロという名前だったのとローマ字表記にした時、Nicoloのoloをoroに変えると某競馬場の愛称にも使われている、イタリア語で黄金の意味になるのも良いなと思った為牝馬
ですがあえて父のニコーロ・ポーロを由来にさせて頂きました。

ニコシャイン 笑顔、輝き ニコニコ＋輝き

ニコズアンビション ニコニコ民の野望 ここで　ニコニコの皆の(石崎さんの)　意地を見せてやるぅ　てな感じで　南関制覇じゃ‼　呼び名は　アンちゃん

ニコスリュト ニコ動＋父母名の組み換え それぞれから取って組み替えて見ただけの安直なやつです…

ニコチャン
皆がニコッと笑顔になる愛される馬となるよう
に願いを込めて

みんなが笑顔になる愛される馬となってほしいのが第一の理由です。また、ニコニコの馬でもあるので、ニコの文字を入れたかったのと、個人的にユキチャンのような○○チャンの名前が可愛くてインパクト大
なので、組み合わせてニコチャンにしました。

ニコチュ ニコ厨 ニコ厨に見守られているから

ニコットハート 笑顔の心
やはりニコニコなので「ニコ」の文字列を入れつつ競走馬名っぽく仕上げました。いつでも笑顔で強い心を持った馬になるように。みんなで笑顔でいられるように、無事に活躍してくれるよう願いを込めて考えま
した。よろしくお願いします。

ニコットファニー
母名から連想。観客がにこっと笑顔になる
レースをしてほしいから。

ニコッとファニー♡（ハート）

ニコドウミテネ ニコニコ動画を見てね ニコニコ動画から購入した馬なのでニコ動に関しての名前をいれたかった。見てねとつけることで宣伝にもなります！

ニコニコ 母名（笑い話）より連想 この馬の走りで皆を笑顔に

ニコニコエガオ 明るくうれしそうな笑顔 ニコニコ笑顔の幸せな馬になれるようにとの願いを込めました。

ニコニコエンジェル ニコニコ（動画）の天使 ニコニコ動画の馬なのでストレートにニコニコを入れた名前を考えてみました。

ニコニゴールド
ニコニコ動画と父馬のゴールドアリュールか
ら

レースに勝ってみんなニコニコ

ニコニコギンザー そのまま　ニコニコGINZA　で 放送を見ただけで思い付きです

ニコニコジエンド にこにこ＋終わり レース後にニコニコできるような結果を期待して

ニコニコスタリオン
ニコニコ動画とダービースタリオンを合わせま
した

ニコニコ動画とダービースタリオンを合わせました

ニコニコストーリー ニコニコ動画の馬だとわかりやすいように ファニー→面白い→笑顔→ニコニコ→ニコニコ動画。あとは親馬の名前からそのまま。

ニコニコストーリー 笑顔の物語 ニコニコを通じて広がる応援を受けて紡いでいく物語を体現してほしい

ニコニコストーリー 笑顔にしてくれる物語を作って欲しい。 ニコニコでのよいストーリーを末永く作って欲しいという思いを込めて。

ニコニコストーリー 笑顔の物語 ニコ動の企画であることと、笑顔で見続けられる物語を作ってもらいたいあと親の名も残してということで

ニコニコストーリー 冠名(ニコニコ)+母親名の一部 ニコニコ生放送の企画であり、「その企画」が物語であることなどを考え、決めました。ニコニコが冠名となりますように。

ニコニコストーリー
冠名（仮）＋母馬からの連想。面白い話はみ
んながニコニコする話に。

いつかは、みんながこの「ニコニコする話」に夢中になる様な、それでいて、馬名からは想像もつかない強さで、南関東はおろか全国の競馬ファンに知られる様な存在になって欲しい。そんな思いで付けさせて
頂きました。

ニコニコスマイル
母馬が笑い話ならそれに由来する馬名をと思
いました。

企画側であるニコニコ運営さんとどんな時もみんなを笑顔にしてくれる競走馬に育って欲しいのでその二つを合わせてみました。

ニコニコドリーム ニコニコの夢 ニコニコでの企画で競馬をやる人、ニコニコを観てる人達の夢をのせて走ってほしいから

ニコニコノエガオ
みんなを笑顔にさせてくれるような馬になって
ほしい。

やはりニコニコがキッカケになった子なので、ニコニコと入れたいのと、リスナーにも競馬場にいる人にも笑顔を届けるような子になってほしいと思って名付けました。

ニコニコノホシ 笑顔の星 番組表を見てすぐに「リアルダビスタ」の馬とわかるかっこいい＆可愛い名前にしてみました。名前の通りニコニコの星になってくれる馬に育ってほしいです。

ニコニコファニー ニコニコはおもしろい！ そのまんまですが、この馬に活躍してもらってニコニコのおもしろさをもっとたくさんの人に知ってほしいので。

ニコニコファニー ニコニコ動画+お母さんのファニー ニコニコで皆で見守りながら育っていく子なので、やはりニコニコの名前はほしいなと思いました。安直ではありますが、ファニーは母親のファニーを取りました。

ニコニコファニコ ファニコがニコニコするんじゃー ニコニコ動画ということでニコニコ。ファニーストーリーの子という事でファニコ。この二つを繋げました。

ニコニコファニコ
母馬ファニーストーリーの仔だから【ファニコ】
関係者や見ているみんなを笑顔にしたい【ニ
コニコ】の意味をこめて。

みんなもうファニ子と呼んでいるので、そのまま呼べること。ニコニコという冠名は入れたいこと。そして、この1年この企画で幾度も流した悲しみの涙を忘れさせてくれるほど、関係者やリスナーのみんなを笑顔
にさせてくれる馬になって欲しいことです。

ニコニコファニコ ニコニコの生主＋ファニーストーリーの仔 ニコニコ生放送の生主であること、ファニーストーリーの子供であることを合わせて語呂良く並べました。

ニコニコフクキタル ニコニコしてれば福きたる みんなニコニコして福が来るといいなという願いを込めて命名しました。

ニコニコプレミアム 価値ある笑顔 母馬の「愉快な物語」「勝利が続けばこんなに愉快なことはないだろう」という名前から連想。いつでも愉快な笑顔をもたらして欲しいそれが勝利という価値ある笑顔なら更に素晴らしい。

ニコニコマーチ ３月２５日生まれ 誕生日のイメージと、ニコニコから。

ニコニコムスメ ニコニコの娘 ニコニコだから

ニコニゴルァ
普段の穏やかな顔とレースでの勇ましい壮健
さを併せ持つ馬となって欲しいという願いを込
めた馬名

（クスッと笑える馬名募集中！とニコニコトップで見た為ネタ枠の馬名ももう少し必要なのかと察して応募させてもらった事を抜きにして話しますと）niconicoの企画として程よく名前を出すことでより多くの方に早
く馬名を憶えて応援していただく事ができるとともに、ゴールドアリュール産駒としての繋がりを攻めの姿勢で残すことができる馬名です。また、つい語気が強くなってしまうような気合いの入った名前とすること
で、強く残る印象と勇ましさを聞く人々に感じさせ、「面白そうだからこの馬にちょっと賭けてみようぜ！」と思っていただき、愛される事のできる名前であると確信しております。（確信しております。）

ニコネキ 笑顔が素敵な女性 競馬ファンにさりげなくニコ生を宣伝出来るよう、ニコ生から「ニコ」を。皆さんに親しみを持って呼んでもらえるよう「ネキ」を合わせてみました。

ニコノアリーナ
ニコニコ動画より「ニコ」、試合会場の「アリー
ナ」

　他の企画馬のようににぎやかな定点放送になりますように。　また、競馬場でも観客の視線が釘付けになるような活躍をしてほしい。という願いと、　性格がやんちゃなことから往年の名作「ドラゴンクエスト４」
のアリーナ姫を彷彿させることから。

ニコノオルガ
ニコニコ動画とガンダム鉄血のオルフェンズ
のキャラクターであるオルガ・イツカの名前を
掛け合わせた名前。

ニコニコ動画であること。オルガ・イツカのセリフ「止るんじゃねえぞ」はニコ動の象徴するコメントには欠かせないものになっていること。このセリフには不撓不屈の精神が込められておりどんなレースでも見る
者にその精神を感じさせる走りを見せてほしいという願いからセリフを発したオルガの名をとった。　正直に言えばレースでのコメントが盛り上がればという期待だけなのだがそれならば「トマルンジャネエゾ」の
ほうがいいのかな、、、

ニコノストーリー ニコ生ユーザーのサクセスストーリー ニコニコユーザーのドラマチックな夢を追いかけたい気持ちと母親の名前の一部をもらってつけました。

ニコノソックス ニコニコのニコ＋足先の模様 ソックスの模様がかわいいので

ニコノダイヤモンド ダイヤモンドのような輝く素晴らしい馬 ニコニコユーザーの期待とダイヤモンドのように輝いてほしいという期待で命名しました。

ニコノプリティ ニコニコ動画のかわいこちゃん ニコニコ動画のみんなに愛されるかわいい馬に育ってほしい

ニコノメロン
この季節はメロンが食べたいから　愛称はメ
ロンちゃん

先日みた夢の中で力強く走ってて実況がこの名前　を言ってたので

ニコノユウシュン 冠＋優駿 冠っていいよね

ニコノユメ ニコニコユーザーの夢をのせて 私たちの優勝の夢を託して。G1に出れたらと夢をもたせてもらってます。

ニコフェリーチェ 幸せな笑顔 イタリア語の幸せという意味のフェリーチェとニコニコ動画のニコを合わせたもの。みんなを幸せな笑顔にしてくれる馬になるように考えました。

ニコルクン ニコニコ動画の仕様「ニコる」の愛称 ニコニコ動画のユーザーに親しまれている「ニコる」のように、世代を越えて広く愛されるような活躍をしてほしい。

ニコルチャン ニコるくんの女性名 沢山の人たちにニコってほしい思いを込めて。

ニゴルファニス ニコと父母からです 意味と同じくニコニコ動画とそれぞれ父母から少しづつ取りました。　安直かもですが。

ニコルンゴ
以前のサービスにあったニコるとネットスラン
グのンゴ

皆が笑顔になれるように。負けたときはンゴｗｗｗでOK！

ニコレ もっとニコニコしようよ (ニコれ)
母の｢ファニーストーリー｣が楽しいイメージなので、明るい雰囲気の可愛い響きということでこれはどうかな～と提案させていただきました。｢ミンナニコレ(皆ニコれ)｣にしたかったんですけど、｢何これ｣になって
しまうので諦めました…。

ニチダイタックル 強そう レースをつぶす気でやってこい

ニチダイノホモ 日大のホモ 某大学のアメフト部のコーチがあるビデオに出演しているという噂があるため。

ニッコニコ 笑顔 競走馬の成長を見守るニコニコユーザーみんなが笑顔になれるよう、大成して欲しいという願いを込めて。また、馬名の覚えやすさ、親しみやすさも重視した命名です。

ニッコニッコニー ニコニコしてる様 ニコニコと言えば、みんながニコニコできる場所！この名前で競馬場を駆け抜ける時、みんながニコニコになること間違いなし！最後の直線で、みんなでニッコニッコニーの弾幕が流れるといいなと思います！

ニッコニッコニー
アニメ「ラブライブ！」の矢澤にこの自己ア
ピールから引用

競馬界のアイドルになってほしいと希望をこめました。名前を聞いてみんながニッコリするといいなあ。

ニッコニッコニー あなたのハートに、にこにこにー！ ニコニコ動画と矢澤にこ。父から魅力(allure)を、母から愉快（funny)をうけついだ、彼女の笑顔はにっこにっこにー。

ニドメノショウジキ ２度目の正直 リミッツのけがによる断念。ニコニコ発の馬が今度こそ活躍できるようこの名前にしました。

ニトロ
自動車等のエンジンに亜酸化窒素を送って
一時的に出力を上げるシステムの俗称。ナイ
トラス・オキサイド・システム（NOS）

兄・バクハツからダイナマイト→原料のニトログリセリン→略してニトロ→ナイトラス・オキサイド・システム（NOS）の俗称と、言うことで某婦警さん漫画のパトカーを加速させる装置のように勝負時に加速して欲
しいとの思いからこの名前を提案します。

ニトロブースト ニトロ＋押し上げる 爆発的加速力でちぎって欲しいやっぱり勝ちたいじゃないですか

ニバンテサンバンテ 二番手、三番手とそのままの意味です。 競馬実況などで、「ニバンテサンバンテ、先頭でゴール」とか「一番人気のニバンテサンバンテは先頭から5番手付近」とか実況アナウンサーの対応が楽しみだから。

ニバンボシ 企画の二番目の馬(星) 何かと２に縁のあるこの企画らしく２を前にだしたネーミングにしました。オリミツを継ぐ次なる馬として一番でゴールを駆け抜けて欲しい

ニャルラトホテプ クトゥルフの神 直感

ニューヒストリア
新たな(英語)＋物語(ギリシャ語)母馬から連
想

新たに仲間になり、心機一転の意味を込めて

ニューロヒカリ 世界最速の光回線の名前から取りました。 NURO光は世界最速の光回線なので、世界最速の馬になってほしいという思いから。

ヌーヴェルレスィ 新しい物語
シュシュの馬名由来からフランス語を参考に考えてみました。「新しい」を意味する「nouvelle」（女性形）と「ストーリー」を意味する「récit」を組み合わせました。競馬文化の「新しい」発信方を実践している企画で
あることと母馬の「ストーリー」から頂戴しました。

ヌカジョシ ぬか漬けを作る女子。 親が嫁にぬか床を分けるように、これから何代も続けて彼女の血が受け継がれて欲しい。

ヌギカケソックス 脱ぎかけの靴下 足元の模様の様子から

ネガイ 願い 出走するすべての馬　乗る騎手・・・関係者　ファン　みんなの　願いをこめて

ネクストサンデー 次の週＋サンデーサイレンスの一部 次の日曜日(GⅠ)が待ち遠しいという意味＋次世代のサンデーサイレンスになれるように願いを込めて

ネクストストーリー 「Next Story」次の物語、母名からの連想
　リアルダビスタ2年目の挑戦を、母の名前からシンプルに連想してみました。　残念ながら未出走のまま引退となってしまったオーバーザリミッツ、そしてたるちゃんが紡いだ物語を継いで「次の物語」を描いて
ほしいという意味を込めています。　捻りやインパクトは無いかも知れませんが、そこはレースぶりで皆の心に、またあわよくば記録に残ってくれればと思います。

ネクストストーリー 次の物語 母名から連想リアルダビスタの歴史を踏まえて

ネクストストーリー 次なる物語
リアルダビスタ企画発足から今日まで、悲喜こもごも様々な出来事がありました。ファニーストーリーの16には「叶わなかった物語を」を受け継ぎ、「次なる物語」を演出して欲しい。その意味を込め、母馬の名
前との繋がりも踏まえたうえで、上記の名前を提案させていただきました。

ネコマッシグラ 猫まっしぐら 猫が大好きなおやつや人にまっしぐらに進むようにゴールに向けてまっしぐらに走って欲しい

ノイエジール 新たなる目標 心機一転で購入した仔にピッタリだと思いませんか

ノイエツィール 新たなる目標（ドイツ語） 心機一転でこの仔を購入したのでピタリな名前と思いませんか?なお、ノイエジールだと既に存在しますのでこちらで応募します

ノーブルヒストリー フランス語で高貴＋歴史 血統も申し分無く、いかにも上品そうな感じなのと大井競馬の歴史に新たな一歩を刻んでくれそうなのでこの名前にしました。

ノストラフィーリア イタリア語 Nostra figlia「わたしたちの娘」
リアルダビスタ企画を楽しんでいるみんなが、待ちに待っている競争デビュー！　そんなみんなの思はきっと、この仔は「わたしたちの娘です」という親心に似ているはず。大井出走の際は、俺たちの娘だ！と
一緒になって応援したい、そういう願いと気持ちを込めています。もしうまくいくなら、イタリア出身のあの騎手に乗ってもらえたら、意味もわかるだろうし、ちょっと嬉しいとか思ったり。あ、すいません、妄想が先
走ってしまいました。

ノットオダヤカ 穏やかじゃない 穏やかじゃないすごい走りを見たいから

ノットゲットハート
not get hurt日本語で怪我しないという意味で
す

オーバーザリミッツが怪我がちだったので怪我しないでとの理由です

ノットフォール 落ちない 成績が落ちることがないように頑張ってほしい。

ノトルエスポワール フランス語で「私たちの希望」 私たちの希望になって欲しい。活躍して欲しい。

ノビシロ 伸びしろ 伸びしろですねえ

ノブサンゴールド 冠名（仮）＋父名の一部 キタサンブラックの様に活躍して欲しい希望から、同馬にあやかったオーナーの名前2文字＋サン＋父名の色。

ノブヨ 人名より ネタです

ノブヨ 馬主の名前を女性風に 同じ名前の国民的声優さんのように有名になって欲しいとの願いを込めて。※命名理由まで公表されるとは思っていませんでした。ちゃんと(?)書きましたので訂正お願いします。

ノメリコマナイデネ のめり込まないようにという意味
　大井競馬のみならず多くの競馬場ではのめり込み注意や依存症防止のために相談窓口や連絡先があります。　地方競馬の1ファンとしてこの企画を通じてこれまで地方競馬に興味をもっていなかった層の
人達にもっと地方競馬を知って頂きファンになってもらいたいです。　しかし、その中で好きではあるけど生活に悪影響の出ない程度にのめり込み過ぎずに適度に楽しんでもらいたいという思いを込めました。

ノルカソルカ 伸るか反るか 伸るか反るか、馬券を買った人の気持ちで命名。カタカナ表記だと双子の名前っぽくて意外と実況映えしそうだと思いました。

ノルゼノーティカ 乗るぜ！＋5つ星クラスのクルーズ客船 女の子らしい響きでもあり豪華客船のように皆の夢を乗せて爽快に走りぬけて欲しいと願って

ノレーヴ 私たちの夢 ニコニコで見てる人を含めみんなの夢をのせて頑張ってほしい

バーカットアホーン 酒場＋角を切る 角といえばオスの象徴。角を切る＝オス馬を負かすぐらいの強さと、酒場のような包容力を併せ持ってほしい。

バーチーツッピーナ 千葉のピーナッツ 千葉セリで購入した際に配られていた千葉名産の落花生のように、幅広い人びとに愛される競走馬になるように。
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バーチャル 流行りのバーチャルYouTuberから 馬に名前をつけると聞いてバーチャルYouTuberのばあちゃるしか思い浮かばなくなったため

パーティーピープル パーティー好きな人々 競馬場にたくさんの人を呼べる存在になれるように。※過去に同名馬無し

ハートオヴゴールド
ニール・ヤングのアルバムの「Harvest」の収
録曲の一つである、「Heart of Gold」から

某漫画ネタで申し訳ないのですが、父ゴールドアリュール、母ファニーストーリーからの連想です。この子には黄金の精神をもって競馬界の荒波に向かっていってほしいのと、オリミツやシュシュの子供の分も
背負って我々が応援するに値する名前を提案させていただきました。

ハートシェイカー
ハートシェイカー(Heart Shaker)＝英語で『心
を揺さぶる者』です。

『多くの人の心を揺さぶるような素晴らしい走りをしてほしい』との想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ハートズキューン 心を奪う 多くの人を惹きつける走り、興奮と記憶に残る様なレース展開、そして可愛らしさ。皆の心を揺れ動かすダービー馬になって欲しいという思いから考えました。

ハートトゥハート 英語で「以心伝心」 心から心へ伝わる。馬と我々応援する人や管理する人とが、心で通じ合うような「人馬一体」を築き上げていくという想いで名付けました。まさにリアルダービースタリオンにぴったりな名前。

ハードリンク
ハード→堅い、堅牢。リンク→　結びつきな
ど。

立場の違うそれぞれの思いを繋ぎ、活躍してほしいという思いを込めて

パーフェクトウィン 全てのレース勝利 強い馬に育ち怪我もなく毎レース勝つように

パーリナイ
Party Night(パーティナイト)をネイティブ発音
風に表記

大井競馬場といえばナイター競走が有名ですが、その舞台を中心に我らの馬が皆の思いを乗せて疾走する模様はまさにパーリナイ！！応援する全ての人を巻き込んで笑顔にするパーティーへようこそとい
う意味が込められています。

ハイカラサンサン お洒落で明るい様子から お洒落で明るいイメージがあるので。

ハイカラデスネ ハイカラ（西洋っぽい）ですね、という意味。 この馬の脚の白い部分がハイソックスの様に見えてハイカラでお洒落な女の子に見えるから。？？？「この水着は…！ハイカラですね！」

ハイカワイイ 「はい、可愛い」
か　わ　い　い　か　らかわいらしい二重まぶたに4足ソックス、栗毛の馬体に美しい尻尾のグラデーション。そしてたまに見せるアホ毛。可愛い以外の何があるんでしょう。あと、コメントでも打ちやすく覚えやす
いと思います！

ハイズラーン
なし（人名，千夜一夜物語の語り部「シェヘラ
ザード」の元ネタ）

父母双方から馬名を連想した．父ゴールドアリュールからそれぞれ「黄金」と「魅力/魅了」を，母ファニーストーリーからは「物語」を連想．また，ゴルアの元ネタであるステゴから「旅程」を連想した．「黄金」・「旅
程」・「物語」からシンドバッドの冒険→千夜一夜物語と連想し，更に「魅了」から千夜一夜物語の語り部である美女シェヘラザードを連想．しかし，シェヘラザードは既に地方馬に存在しているため，その元ネタ
とされるKhayzuran（ハイズラーン）を馬名として提案する．

ハイソックスサーチ ハイソックス＋探す 失われたもう一つのハイソックスを求めて・・・

ハイチューモーク 注目
いつまでも多くの人に愛され、注目される馬になって欲しい。レース中も注目される走りと結果を出して欲しいという願いを込めて。某、学校ドラマの担任が生徒に話しかける時「はい注目！」という台詞を言っ
ていた様な・・・。半分ネタで半分真面目に考えました。

ハイテン 両手でのハイタッチ。High-ten みんなで両手でハイタッチをするような強い喜びを分かち合える活躍をしてほしいという思いから。

ハイハイワロス ハイハイわかりましたよ。面白いです。 どんな時も冷静にドンと構えてリアクションをしてほしいので

ハイマストーリー
ハイマ＝ギリシャ語で血ストーリー＝英語で
物語

競馬は、走ってみるまで母系の走りの血を引いているのか、父系の走りの血を引いているのかは、レースに出てみないとわからない血の物語があるから。最終的には、母親の血が濃く出るか、父親の血が濃
く出るかは、物語を開けてみないと誰もわからない・・・

パイレートビアンカ 海賊＋ビアンカ ドラマチックで新しい境地を開ける馬になることを願って

ハクシュカッサイ 拍手喝采 拍手喝采になるような走りをしてほしいから

バクショウ 爆笑
母名ファニーストーリー（愉快な話）、母父名Distorted Humor （歪んだユーモア）から“笑”の文字を連想しましたそして兄弟名（バクハツ、スマートボムシェル）から“爆”の文字を取って兄弟馬との関連性を持た
せました定点放送でも、競馬でも、私たちを爆笑の渦に巻き込んでくれるような活躍を期待したい

バクショウ 爆笑 母ファニーストーリーから「笑」を、兄バクハツから「爆」。本馬の活躍で、関係者に爆笑をもたらしますように願いを込めて。

バグファニー
コンピューターのトラブルのような事態が起き
ても、後になったら面白い話にできるように。

タル子の死やオリミツの引退を明るく乗り越えられるように命名しました。人間の都合ですけど。

バサシニナリタイ 馬刺しになりたい 馬刺しユッケ食べたいから

バサシマッタナシ そのまんま 最近食べてないから、食べたくなった

ハシッチャウヨ 元気に走ってほしいという願いを込めて。 クスリとしてしまうような馬名が候補に立ってもいいのではないかという個人的な思いから。馬名検索しても同じ名前はいないと思うのでいかがでしょうか。

ハシッチャウンダ 走っちゃうんだ 思ったより走っちゃうんだから、期待しててよね！

バジトーフー 馬耳東風 信念を貫くという意味で馬耳東風。

ハシルカモシレーヌ 走るかも知れぬ そのまんまです。（ネタ枠で

ハシルコトガスベテ 誰よりも早く走ってほしい 止まるんじゃねぇぞってことで

ハシルミダイサマ 走る＋御台様 中央でも走った大井の名馬にあやかりました。

ハシルンデス 文字通り！ デビューしたら走ってほしいのです。

ハシレニコニコ 元気に楽しく走ってほしいという希望をこめて
走ってる姿をいっぱいみたい。リアルダービースタリオンでここの所つらいリアルな部分があったけど、やっぱり走っている姿が見たい。そして、競馬場で応援したい！馬もリスナーもニコニコできるように。また
ニコニコリスナーの走ってくれという気持ちを込めて。（某歌のタイトルは関係ありません）

バスガスバクハツ 早口言葉 アナウンサーへの挑戦

バズリヴォーク 下馬評＋取り消す 下馬評を覆す馬になれるように

ハゼロリアル 爆ぜる（はじける）＋現実（英語）
兄が爆発に関する名前がついていたのとこれまでのセオリーや現実が弾けてしまうな走りを見せて欲しい。という建前はさておき、、、中二病的台詞ですｗ意味を上手くこじつければ「ジーカップダイスキ」の様
にこういった名前も通りそうなので、ニコニコらしさもあり、良いのではないかと思いました。英語化した「ブラストリアリティ」でも応募はさせて頂きましたが、あえて単刀直入にいってみるのも悪くないのかな、と
笑

バターキャラメル バターキャラメル 甘美で濃厚な競馬で観衆を魅惑してほしいという願いを込めて。

ハチクセッカ きわめて速く止まらない ひたすら速く走って欲しいので、速そうな意味を持つことわざの「破竹の勢い」と「電光石火」を繋げました

パチパチパッチ 拍手 ニコ生で拍手を意味する８８８から。たくさんの方から拍手をもらえるような活躍を。

パツキンネーチャン そのまま そのままの見た目から

ハツニコーナ 初のニコニコの馬
みんなで初めての競走馬を育てた！育てよう！ニコ生によく出てました！まさに生主！そんな僕たちの希望の星です　頑張ってほしいという願いも込められています　ニコ生を全面に押し出した名前ですが　
押し出して行きたいです

ハッピイエンド
１．幸せな「ハッピー」＋結末「エンド」２．往年
のロックバンドの名前

この馬には幸せな競走馬生活を全うして欲しいとの思いからこの名前を考えました。

ハッピージーニアス 英語で"幸運な天才" 父ゴールドアリュールの天才的な走りを見せてほしいという願いを込めてつけました

ハッピーストーリー 幸せな物語 本馬が幸せな馬生を送れるよう願いをこめて

ハッピーストーリー 幸せな物語 幸せなストーリーを紡いで欲しいから

ハッピーモチコ 幸せなモチコ 幸せ＋犬の愛称北海道の牧場にいる犬の名前からとりました。幸せでみんなに愛される馬になってほしいと願いをこめて。

バトルアマゾネス 戦闘＋ギリシャ神話の部族名 力強い一族であり、気が強そうという話もあったと思うから。

バトンザナルディ バトン＋ザナルディ Ｆ１レーサー二人の名前を合わせて、速く走れるように。

ハナシノツヅキ 話の続き 母親の意思を引き継いだ本馬の競争生活が上手くいくように願いをこめて

ハニートースト 蜂蜜とバターをかけたトースト 母ファニーストーリーの語感からの連想。華やかな見た目、蜂蜜の甘さ、バターのコク、しっかりしたボリュームと名実備わったポテンシャルを見せてほしい。

バニラカラメル バニラ色＋カラメル色 馬体の色を象徴するものであり、馬自身がおしゃれな女の子だそうなので好みそうな言葉を合わせてみた。

パパイロ 父馬の毛色と同じ栗毛であることから。 この子の魅力と言えば、父のゴールドアリュール譲りの綺麗な栗毛ですね。パパとお揃いの毛色、ということでこの名前にしました。

パパナッシュ ルーマニアのお菓子 毛色からの連想。女性にも好かれるように女性が好みそうな洋菓子から。

バババーババーババ ボーボボのオマージュ 馬🐎

パパパパパイロ そのままの意味 パイロ要素がリアルダビスタになくなってしまったのでせめて名前だけども

ババヲナラスクルマ 馬場をならす車 馬場をならすように走ってほしい

ハピネスストーリー 幸せな物語
初年度はシュシュブリーズの子がなくなってしまったり、オーバーザリミッツがレースに出ることができないと悲しいストーリーが続いたので、これからはみんなが幸せになれるような展開を祈念してこの名前を
推したいと思います。

ハピネスブーケ 幸せの花束 いくつもの幸せを手にしてほしいという思いから。

ハピネスロンド 幸せな輪舞曲 幸せな子に名って欲しいから

ハブハニュー 羽生棋士と羽生選手 最高の知性を備え、最高のショーを見せる馬になってほしい。

パフパフ 女性が化粧をする際の擬音 なわけはなく、例のアレのこと。僕たちの夢と希望が詰まった魔法の言葉。

ハマノツツゴー 横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智から
私自身が横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智のファンであり、ニコ生にて横浜DeNAベイスターズの試合を観戦し終わったところ「【馬房定点】今日のシュシュブリーズ 5月24日」の放送へ飛ばされたが為。PS:
本日、横浜DeNAベイスターズは中日ドラゴンズに３－２で勝利致しました。

ハマル 牡羊座だから 牡羊座だからというのもあるけど、「一位にはまる」「皆がはまる」という皆にも注目してほしいという意味合いも込めて

ハヤカッタデショ 速かったでしょ？ 勝つに越したことはない。でもみんなの馬は何着だろうと速いのです。

ハヤクハシル 速く走る 速く走るようになるように

ハヤスギチャン 速すぎちゃん 速くてかわいい馬になってほしいから

パラタイムシフト
社会的思想の革命的変化「パラダイムシフト」
とニコニコ生放送機能「タイムシフト」をかけた
オヤジギャグ

ニコニコから、競馬に革命を起こす新風を巻き起こしてほしいと考えました。

パラダイムシフト 約束された勝利 ネタがなかったので二つ名で探してたらよさそうなのがあったのでこれにしました。説明するほうが大変かもしれませんが頑張ってください。

パラパラムスメ とくになし ギャルと聞いて思いついた

ハラマイトチャン 腹マイトちゃん 兄貴にもらったダイナマイトを腹に巻きつけ、いざ出陣！

パラリラチャン やんちゃ娘 やんちゃそうな子なので

バランスブレイカー 競馬界のバランスを壊す それくらい強い馬になってほしいから

バリエンテムヘル スペイン語で勇敢な女性 牡馬にも負けずにがんばってほしいから。

ハリボテエレジー ダンボールでできてるから 曲がった欲しいから

ハリボテエレジー そのまんま 懐かしさから

ハリボテノソウゲン 見た目だけの草原 コメントでダートを草を作りたいのでこれにしました

ハルカゼトトモニ 「春風と共に」 春生まれなので。風に乗って加速するイメージで一着を掴んでほしい。

ハルカネエサマ アニメキャラの人名 髪の毛の色が金髪なので。

ハルハアケボノ 枕草子の一節

枕草子は執筆より約1000年程経った現在でも読まれている息の長い名著です。それにあやかり、本馬も息の長い活躍をしてほしいという願いを込めています。また、春はあけぼのという一節はその始まりの
一節であり、春の美しい夜明けの様子を描いた一節から、いよいよ夜明けを迎えようとしている本馬の競走人生（馬生）の幸福を願う意味も込めています。そして本馬の父ゴールドアリュール（金の魅力）、母
ファニーストーリー（愉快な物語）とも（長く愛される）魅力的な著書(お話)という点で関連を意識しています。なお、JBISサーチ、netkeibaにて事前に検索した結果、一文字違いの「ハルワアケボノ」という馬が
ヒットしましたが、同馬は最後の出走からすでに約12年経過しており、また繁殖入りもしていないようなので問題はないと思います。

パルランティーナ おしゃべり上手(伊） アルファベット表示：parlantina母名とニコ生からのイメージ

パロディストーリー パロディ+母名の一部 リアルな馬主さんの疑似体験をさせてもらうということである意味パロディでもあると思うので。それに母名の一部のストーリーを。

バンエイフルゲート
ばんえい競馬にて１０頭でレースが行われる
こと

盛り上げよう、ばんえい！

パンツァーフォー 前進の掛け声 古代ローマ時代などは、馬が戦車代わりでした（ベンハーなど）独逸語の戦車前進の意味から企画も前進してほしいと想いを込めて

ハントレス 女性狩猟家 ハンターとなり、ライバル達を仕留め、たくさんのタイトルを手に入れて欲しいという願い

ハンドレッドウォー 百年戦争 叔父母にいるシビルウォーは南北戦争という意味でつけられました。この名前である百年戦争はヨーロッパの伝説となる戦争であり、この馬も地方の伝説となる馬になってほしい願いがこめられています。

パンニング 砂金採集に用いられる鉱物の選別方法 父馬名とダートレースから砂金を連想。金のような価値を持っていてほしい、見つけたい期待からこの名前を選びました。

ビーインラブ 恋をする いつまでもファニーストーリー16に人気がでるように願って。

ビーコンティニュー 続く
ビー・コンティニュー（続く）チケットトゥダンス（ダンスへの切符） →ファニーストーリー（切符を持って不思議な話に出会った）→ビー・コンティニュー（続く）この話も、リアルダビスタも紆余曲折ありましたが、まだ
まだ続くと言う願いを込めました。

ピーター 英語・オランダ語の男性名。
ダービーを右から読むとービーダ→ビーダー→ピーターまた、ビアトリクス・ポターの有名な童話「ピーターラビット」の主人公ピーターが、シリーズ第一作「ピーターラビットのおはなし」にてマグレガーから逃げ
だしたことから、足の速さを願って。

ビーダッシュ Ｂダッシュ 速く走れることを考えたときに、ゲームのスーパーマリオなどで使われていたことから。ちなみに調べたら　ビーボタンダッシュ　という馬がいましたが馬主がリアルダビスタ関係者でした

ビートシュネール 突拍子もない
ファニーを直訳すると「おかしい、滑稽な」などの形容詞です。そこからそれっぽい日本語を頭の中でひねり出し、個人的に好きなドイツ語に当てただけです。レースをそれこそ「突拍子もない」時計で勝ってほし
いですね。

ビーナスミソロジー ビーナス＋神話 父馬のゴールドアリュールから金→金星金星は英語でビーナス母馬のストーリーから連想して神話（ミソロジー）神話のごとき偉業を成し遂げてほしい、という願いを込めました

ピーナッツアイ ピーナッツ愛 千葉サラブレッドセールでのお土産のピーナッツと最強牝馬アーモンドアイから連想しました。アーモンドアイのような強い馬になって欲しいと想いを込めて。

ピーナッツバター 購入した千葉競りでいただく落花生から想起 千葉競りで配られる落花生と、視聴者おなじみのネタであるバターを組み合わせてみました。

ヒーリングタイム 癒しの時間 この馬の雄姿ががみんなの癒しの時間になるように願いを込めて

ビギンザストーリー はじめの物語 この馬からリアルダビスタの物語(出走)が始まるという意味と、この馬自身の馬生がリアダビの仲間としての様々なことが始まるという意味を込めました。

ビクトリーロード 栄光の道 リアルダビスタの栄光の道筋を付けて欲しいから

ビゲストドリーマー 最大級の夢を見る人
名の通りこのリアルダビスタの企画を通して大勢の視聴者・関係者の最大級の夢をかなえてくれる馬に育ってほしいし、またそうなるであろうと信じているゆえに名付けました。由来はデジモンテイマーズテー
マ曲"The Biggest Dreamer"より拝借したものです。

ビスタブエナ 絶景、きれいな景色 有名馬にあやかって、この名前にしました

ヒストリエ フランス語で物語母親の名から連想 やはり母親の名前に関連している名前がいいなと思い、母ファニーストーリーのストーリーをいただきました。
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ビッグウエスト 大西 メジャー大西のような活躍を願って

ビッグラッシュ 大＋急ぎ
big rush一つは、早く（＋速く）走ってほしいという願いを込めて。もう一つは、bigは「大」、rushは「井草」の意味もあり、「大井」の事。大井の地名の由来のひとつの「井草が多く群生していた」という説から。大井
所属という事を強くアピールしたかった。本来はin a big rushで「大急ぎで（大井で）」なのだが、文字数の都合もあって端折ることに。音だけならイナビッグラッシュで9文字だが…。

ビックリギョウテン そのまんま いろいろ期待を上回る活躍をしてほしいから。

ビットゼニー 暗号通貨ビットゼニーから これからどんどん活躍できるように！

ヒデビワハヤ ネタ枠 有名馬にあやかって

ビトリアロード
イタリア語で勝利を意味する「vittoria」と道を
意味する英語の「Road」

連勝街道を突き進む強い馬になってほしい。連勝＝故障せず何度も出走し勝ち続けるという意味も込めて。丈夫で強い馬に育ってほしい。

ビバセブンティーン 17歳万歳 いつまでも１７歳の活気で走り続けてほしいです。

ヒヒイロカネ 伝説の金属の名前
ヒヒイロカネとは、太古日本より伝わる三種の神器にも使われているとされる伝説上の金属です。父馬のゴールドアリュールを超えて欲しいという願いを込めて、ゴールドではなく伝説上の金属の名前を拝借し
ました。

ビビッドスマイリー 英語で「生き生きとした」＋笑顔マーク
「スマイリー」は、愛称のファニー（面白い）、ファニ子（ニコ）から笑顔→ニコちゃんマークを連想。「ビビッド」は、鮮やかな、躍動的な、はつらつとした等、とても活気にあふれる意味を持っています。ギャルっぽ
いとのことなので、ビビッドカラーや明るい元気な子というイメージを連想。そして、記憶に鮮やかに残る、躍動感溢れる走りを見せて欲しいという想いを込めました。また、ビビッドは「生々しい」という意味でも
使われるので、リアルを教えてくれるこの企画に合っているのかなと思いました。

ビフエ 美笛川（北海道）より
父名のゴールドアリュールとファニーストーリーの生まれた千歳の社台ファーム。その近くの北海道千歳市美笛に存在した千歳鉱山。別名美笛鉱山から命名。漢字にしても美しい笛で女の子らしいかわいい
名前なのでシンプルにそのまま『ビフエ』ちゃんと提案させていただきました。

ヒポグリフ 幻獣 馬 一説には大空を駆け抜けたらしいので、名前にあやかって大井ダートを圧倒的に駆け抜けて欲しいのでこの名前にしました

ヒミツノマナティ 秘密のマナティ 母親の名前より連想して女の子らしく人魚の物語を想像してその題名をつけました。

ヒメコンジン 姫金神 日本の方位神であり強力な神の名を取りましたほかの馬に恐れられるくらい強い馬になれますようにちょっと硬い名前ですが愛称はヒメコ、もしくはヒメと呼べばかわいらしいと思います

ヒメタルチカラ 潜在能力秘めたる力 大きいレースで活躍できる潜在能力の存在を願って。裏の意味として「姫たる力」。社台のお嬢様なので。

ピュアキャロット 素敵な人参 シュシュ放送を見てピンッときたので

ヒュギエイア 健康の維持をつかさどる女神 健康でデビューまでこぎつけてほしいという願いを込めて。

ヒュパティア 人名 父ゴールドアリュールからの連想。記録上初の科学者、錬金術師であるヒュパティアのようにリアルダビスタで初勝利を挙げた馬として記録に残るように願って。

ヒヨリ 日和 いつも暖かく晴れた感じでみんなのアイドルのようにいてほしいから

ピョンピョン 跳ねる動き 跳ねるような走りを見せてほしい

ピラミッドテラー 金字塔の語り手を英語にPyramid　teller 毛色と母名から連想。大井の頂上を目指し順番に駆け上がれますよう祈りをこめ。

ヒラリアスタイム 英語でたいへん面白い時間 母馬ファニータイムから考えました。hilariousは超面白い！！という時に使う英語です。

ヒラリアスタイムズ 英語でたいへん面白い時間（複数形）
母馬ファニーストーリーから考えました。hilariousは超面白い！！という時に使う英語です。追記：先程、複数形でないヒラリアスタイムでも応募しましたが母馬の名前のところを誤っていました。申し訳ないで
す。

ビリーヘリントン 兄貴 ニコニコ的に良いのでは

ヒルデガルト ドイツの女性名 某アニメから

ヒルデガルド 人名(中世ヨーロッパの賢女) ヒルデガルド・フォン・ビンゲンのように、後世に名を残すような名馬になるように。※過去に同名馬無し

ピロウストーリー 枕＋噺
pillow　story落語のマクラ。母ファニーストーリーから日本の伝統的な「愉快なお話」と言えば「落語」。その落語の「マクラ（枕）」と言われる「本題への導入部」の事で、来年に生まれる仔へつながるリアルダビ
スタへの導入部とも言える本馬の事を指す。マクラでの説明や面白さで、本題を左右する事もあり、かなり重要なポジション。後々語り継げる、寝物語としての期待も言うに及ばず。

ヒロガルストーリー 広がる将来への夢 この馬のストーリー(人生)が終わった時に沢山の夢や物語がありますように。

ピンクバチョウ とある牧場の場長さんが好きな色 みんな場長好きでしょ?

ピンクフェロモン 桃色の匂い 魅力的な馬なのでこの名前にしました

ヒンヒンモイヒイ
馬の鳴き声＋モグモグしながら言う「おいし
い」

ごはんを食べながらもいひいー！！と言う可愛い女子を想像しました。決して下ネタではありませんよ！

ファーストスマイル 最高の笑顔 ・ファニーストーリーの「ファ」と「スト」・ニコニコ→笑顔→スマイル

ファーストタックル 最初のタックル １プレイ目から全力でやるつもりで走ってほしいという激励の意味を込めて。

ファーストドアー 最初の扉。そのままですね ファーストは「ファ」ニ「ースト」ーリーからドアーはゴール「ドア」リュ「ー」ルからこれまで色々あったけどまずは最初の扉（ゲート）を開いてとびだしていってほしい、とそんな感じ

ファーストニーナ 1st(一番)ニーナ(女の子の名前) リアルダビスタで最初に走る馬になるように。縮めてファニーになるように、海外でよく使われている女性の名前を入れた。

ファーストニコ 母名＋笑顔
ファニーストーリーを略して変化させたファースト。そしてニコニコ動画の馬ということでニコの名前を入れました。ファニコとも略して呼べる名前ですよ！怪我なく走って欲しいのもありますが、やはり1番をとって
欲しい願いも込めています！

ファーストバイト 結婚式のセレモリーのひとつから 牝馬らしいかわいい響きなので、つけてみました。花嫁さんのように可愛くて大舞台でも活躍してほしいという願いもこめています。

ファーストファスト 一番＋速い 一番速い馬でいてほしいからです。

ファーストライト 夜明け、最初の光
シュシュブリーズの子供（たるこちゃん）、またオーバーザリミッツのことを思うと悲しいことや辛いことがたくさんありました。ですがどんなに暗く長い夜でも明けない夜はありません。是非この子には皆の分まで
最後まで走りきってほしい。そう思うのです。新しい「夜明け」を見せてほしい、そして皆の希望、「最初の光」となってほしい、そう願いを込めてこの名前を考えました。

ファースニーソ 笑劇(英)＋ニーソックス(略) 母ファニーストーリー(愉快な物語)からの連想で「ファース(farce＝笑劇)」＋馬体の特徴からニーソックスとしました。ファニ子と呼びたい方も多いようなので、「ファ」「ニー」を残す形にしました。

ファーニードコール 遥かに/欲する/呼び声 超意訳。どこからも誰からも、「君が見たい」と呼ぶ声がかかるような馬に。

ファイトハニー 闘う可愛い人 オーバーザリミッツのように母馬の名の一部を入れた馬名を考えました。真っ直ぐ前を向いて闘うハツラツな女の子のイメージです。

ファインストーリー 見事な物語、母名から起想 ほぼ企画開始からこの企画を追ってきて、いろいろあったけどこれからまたみんなで『見事な物語』を作っていけたらと思い、考案しました、よろしくお願いします。

ファインニッコリ 元気に笑顔で走るよ！
ファニーだとよろしくない言葉感があるので良い方向にイメージできるファインに。ニコニコでもいいのかと思いましたが、他のユーザーさんたちが使えないとかなんとかかんとか言ってた気がするのでニッコリ
にしました！

ファインニュース 楽しい知らせ
最近、たるこやオリミツなどで辛いことばかりだったため、この子は幸せな報せを持ってきてくれることを祈って、この名前を推したいと思います。それと、名前の一部を切り取るとファニーになるようにしていま
す。PS.JBISで同名がいないのは確認済みです。

ファインブレイブ 素晴らしい勇気 勇気を持って果敢に様々なレースに挑戦していってほしいとの願いを込めて

ファシネイトアス 私たちを魅了して
父ゴールドアリュールの馬名の意味の「黄金の魅力」と母のファニーストーリーの音から連想して、その姿・走りを見る私たち競馬ファンを魅了するような馬になってほしいという願いを込めてファシネイトアス
（Fascinate Us)という名前で応募しました。

ファシネイトテイル 魅惑的な物語
父ゴールドアリュール（黄金の魅力）と母ファニーストーリー（笑い話）からの連想リアルダビスタと言う魅力溢れる世界で、今は辛いリアルばかりが続いてる中、両親とリスナーとリアルダビスタの思いを背負っ
て「魅惑的な物語」を綴る走りを期待して！

ファスターニーナ 英語で「より速く」＋スペイン語で「少女」 スピード感あふれる走りをしてほしいのでファスター。また、牝馬ということで「小さな女の子」という意味のニーナ。母の名前である「ファニー」も織り交ぜた。

ファストオーバー 初めてを乗り越えろ 出走という難関、初勝利という難関、リアルダビスタの初めてを乗り越えて道を切り開いてほしい

ファストストーリー ここから始まる＋母名 リアルダービースタリオンの初出走がこの馬から始まりそうなのでファスト。＋母名のストーリーを掛け合わせて。

ファストゼフィール 早い西風 早く走る、と言う意味とゼフィールと言う言葉の語感が好きだから

ファストチャーム 速さで魅了する
母ファニーストーリーの馬名を縮めて「ファスト」父ゴールドアリュールのアリュールはフランス語で魅了なので母父ディストーテッドヒューマーが活躍したアメリカの英語に直して「チャーム」合わせてファスト
チャーム(fast charm)その速さで見るものを魅了する、というのはどうでしょうか

ファストファスト 速い+すばしっこい 驚くような速さをみせてほしいので、速さを表すFastを二回使ってみました。すばしっこさでの逃げの展開、あるいは末脚の速さを見せるようなレースが見てみたい

ファストラン ・速く走る
・ファニーストーリーを縮めてファストとなる・「ファーストラン」を最初に考えたが、調べると「ファーストラン」という馬はいるようだったので「ファストラン」に変更してみました。「ファスト」に「ファースト」の意味もか
けて・オーバーザリミッツが出走できなかったため、無事にレースで出る最初（ファースト）の馬になってほしい。一番（ファースト）でゴールできるような速い（ファスト）馬になってほしいという意味を込めて「ファス
トラン」にしました。

ファッサーワッサー
やわらかい物がゆっくりと揺れる様（擬態語）
＋水（ドイツ語）

どんな容器に入れても溶け込むように柔らかく形を変化させる水のように柔軟になって欲しい。また、ゆったり水面が揺れる様は見ていて心が癒されるものだから。…決してF牧場にいる某繁殖牝馬が寝藁を
ふぁっさーしたりわっさーしたりする様子のことではｒｙ

ファットグラス 太い＋草 太い雑草のようにたくましく育ってほしい

ファニアーシングス 英語で「おかしな物事」の意 母馬名からの連想に加え、視聴者を面白おかしく楽しませてほしいとの思いを込めて。

ファニーアクトレス 母名＋女優 社台っぽい名前にしてみました

ファニーアテンプト 英語で面白い試み ファニーは母馬名から。この企画が面白い試みなので。

ファニーアリュール 愉快に魅惑する馬 お母さんのファニーストーリーとお父さんのゴールドアリュールの名前を両方からとりました。シンプルですが、意外と今まで居ないのとアリュールの名前を継いで貰いたいのでつけました。

ファニーアリュール Funny   面白いallure　魅惑する
何も思いつかなかったので両親の名前を翻訳したらこんな感じになりました。サーカスのピエロを連想しました。ニコニコのマスコット的な感じになればいいかなと考えています。個人的に実際レースでこの名
前がかまないで言えるか聞いてみたいですね。

ファニーアリュリュ 楽しくかわいらしく お母さんお父さんの名前から要素を引き継ぎつつ、女の子らしい可愛い名前を目指しました。実況された時の発音も見所かと思います。シュシュブリーズに続くリアダビのアイドルになって欲しいです。

ファニーアルダン フランスを代表する女優の名前 ファニーアルダンのように大舞台で活躍してほしいから。

ファニーイナンナ 母名＋シュメール女神 ごろがいいかなと

ファニーヴィーナス 愉快なヴィーナス
ファニーは母親ファニーストーリーの名前から。ビーナスは愛と美の女神の他に、惑星である金星の英名でもあり、父親ゴールドアリュールのゴールドに掛けたものです。また「金星」は「きんぼし」でもあり、縁
起もよいのではなかろうかと思いこの名前にしました。

ファニーウィッチ 愉快な魔法使い（魔女） 母馬の名前が和名で愉快な話（物語）。それに登場する愉快な魔法使いを連想しました。愉快な魔法使いが相手を幻惑する。愉快な魔法使いが観客を幻惑する。そんな馬になって欲しいと思います。

ファニーヴィデオ 面白い動画 母の名前の一部ニコニコして応援したいから

ファニーエクストラ ファニー（おもしろい）＋特別な
縁あってリアルダビスタの仲間になった私たちの特別な子だし、特別な存在になって欲しいから。また英語表記でFUNNY.EXにするとExpert(熟練者)Exceed(超過する、勝る)Explode(爆発する、兄の名であるバ
クハツ）と多くの意味を持つことが出来るから。

ファニーエスケープ 愉快な逃走 母馬の名前から一部＋母も兄もとんでもない(意味深)大逃げをしたので。

ファニーエスケープ 他の馬から逃げきる お母さんの名前を用いて、また、他の馬から逃げ切って一着になってほしいと願いをこめてつけました。

ファニーエピソード ちょっとした面白い話 母ファニーストーリーに繋がる名前を考えて見ました

ファニーエンジェル 愉快な天使 Funny angel女の子なので可愛い名前にしたかった。全姉同様この子にも母名の一部を取り入れてみました。

ファニーガジュマル 母馬より＋沢山の幸せ 見ている人たちや応援している人たちに幸せがありますように

ファニーカナリア 楽しげなカナリア(鳥)
カナリアは漢字で書くと『金糸雀』になり、お父さんのゴールドアリュールになぞらえ、ファニーはお母さんのファニーストーリーから貰いました。楽しくニコニコしたいので『楽しげなカナリア』という意味の名前に
しました。

ファニーカンノン 面白い観音様笑う観音様個性的な観音様
ファニー　←　ファニーストーリーから。カンノン　←　観音様から。縁起もよさそうだったし名前の画数診断でそれなりによかったから。カンノンをキャノンに変えようかと考えたが、そうすると名前の画数的に運
勢があまりよくないかもと思いそのままにした。ファニーキャノンの方が強そうでかっこいいですが・・・カンノン→キャノンにするという考えは、カメラなどで有名なキャノンの例を参考にしました。

ファニーキュート キューティーハニーのように　可愛くて　強い ママの名前と　石崎さんの　『JKのような感じを受けた』とのことから

ファニーキングダム
（応援するみんなを）笑顔にする世界を創る
お馬さん

命名の理由は①ファニーという愛称を残したい②走りでレースを魅了して、応援している人や競馬場に来ている人たちをこの子の走りがもたらす独特の空気感で包み込んでしまう程の活躍を見せる競走馬に
なってほしい。その様〈さま〉を王国〈キングダム〉になぞらえてみました。

ファニーキンセンカ 母の名前の一部と花の名前 栗毛牝馬でタンポポを考えてたがそれだと安直過ぎるので、その栗毛馬体がキンセンカの花言葉の輝かしいに似合ってると思うのでこれにします。

ファニークエスト 可愛い冒険 馬名はファニークエストにしました英語のファニーにはかわいいという意味も含んでいますので自分的にはかわいい女の子の大冒険というイメージですセリの映像を一目見て浮かんだ名前です

ファニーゲーム 胸糞映画 胸糞悪くなるくらい勝ってほしい。

ファニーコアギャル 母名の引用。中心的な女の仔。 略してファニ子と呼べる名前を考えました。競走馬として、また、レースの中でもいつも中心的な存在になって欲しいという願いを込めて考えました。

ファニーコイン 母の馬名の一部＋コイン
funny coin1．略してファニコと呼べる2．coin（コイン）は父のgoldに含まれる「金貨」からの連想、「nico」のアナグラムで、「（語句）を新造する」という意味もあり、「1シュシュ、1オリミツの貨幣単位？やシュシュ
盛、ピトミツなど「おかしな語句」を創り出す」リアダビ民も意味する3．「変な、おかしな硬貨」という訳で、ギザ10や穴なしなど希少なモノ・記念硬貨は、「注目を集める」、「後に価値が上がる」という意味も込め
て。

ファニーコースター 母名+coaster（暴走列車） 速そうな名前で語呂も良いかと。ファニコとも呼べるから。

ファニーコーデ 愉快な服の組み合わせ

ファニ子といえば栗毛に鮮やかな白い靴下をはいたような見た目が特徴的ですが、左前脚だけ白い部分が短くかかとまで靴下を履けていないように見えます。私はセリの後にまじまじと写真を見ていて「靴下
脱げかけてるやん！」とつっこんでしまいました。名前を考えるとき、お母さんの名前のファニーと言う言葉の響きがとても良いのでこれを活かしたいと思っていましたが、これにコーディネートの略であるコーデ
という言葉を合わせることによってファニ子自身の特徴も表せることに気づきました。直訳すると「愉快な服の組み合わせ」となります。名は体を表すと言えるのではないでしょうか。名前の響きも良く、略称も自
然とファニコになりそうなのでそのままの呼び方ができます。それにさりげなくニコニコの「ニ」と「コ」の音も入っているのでニコニコっぽさも出ます。後からこの馬の存在を知る人にも特徴が伝わりやすく愛着を
持ってもらえやすいのではないかと思います。

ファニーコール 笑える+呼ぶ+幼名より連想
面白い競走名を考えてください、という生放送でのコメントによる閃きです。且つ、企画での初期愛称である「ファニ子」という名前も引き続き使うこともできる名前で、より愛着を持ってもらえるのではと思い投稿
してみました。

ファニーコール 奇妙な呼び声 ファニーコールで略してファニ子。「奇妙な呼び声」となって勝利と視聴者とファンが獲得できますように…

ファニーコニコ ファニー＋ニコニコ みんなを笑顔にする馬

ファニーコネクト ファニーは母馬から。コネクトは繋げるの意。
母馬のファニーを取って、「つなぐ」「結びつける」といった意味の「コネクト」を後ろに付けました。オーナーのみなさんや関係者スタッフのみなさんをつなぎ、またリアルダビスタの次鋒として、競馬場に辿り着け
なかった馬たちの想いも未来へつないでいってほしい。そんな想いで考えました。名前に「ニコ」の文字が隠れているのもポイントですw。よろしくお願いします。

ファニーコメット 愉快な彗星（Funny comet）
母のファニーストーリーから「ファニー」、ニコニコの「ニコ（ニーコ）」、コメント（comment）の音をにせて「コメット（comet）」のよくばりセット。愉快な彗星が走れば、ニコニコでは楽しいコメントが走る、そんな馬に
なってほしいです。なお一番の命名由来はあだ名がファニ子になるからです。（満面の笑み）

ファニーコメンタリ 母名の一部＋実況・解説愉快な実況・解説 ネタ枠。ファニ子ー！母のように放馬したりして、実際こうなったりするのはちょっと困りますが…ｗ

ファニーコモン 母名の一部＋共同の ファニーストーリーの2016は「みんなの馬」なので共同を表すcommonコモンを付けました

ファニーコロナ 母名の一部＋金星の円形地形の名称 母名の一部＋金星の円形地形の名称牝馬らしい可愛い響きを考えました

ファニーコンセプト
母馬のファニー+英単語：concept（Funny 
Conceptで楽しい想い）

ファニコ、もしくはファニコンと略せる名前かつ明るい意味を持たせて。ゴールドどこ行ったって？バーロー！目の前に金色の馬体があるんだからみれば分かるやろ！（横暴）リアルダビスタはFunny Conceptだ
と思うのでぴったりだと思います。はい。

ファニーサークル 面白い集まり 毎回面白いコメントを残すニコニコ動画ユーザーたちそのもの。



ファニーストーリーの16 応募競走馬名一覧

ファニーザメイ 母名＋英国現首相の名前 なかなかかっこいい名前になったと思います

ファニーザリミッツ
母親のファニー＋オーバーザリミッツの一部
から

オリミツ君の分も競走馬として頑張ってほしいから

ファニーサンデー 母名＋英語の日曜日 ごろがよかった

ファニーシャンパン
シャンパーニュのようにファニーでキラキラし
た走りをする娘です

ファニーさんに、キラキラした感じとシャンパンの泡が弾ける速さをつけたくて、これにします☆彡🐴

ファニージョーカー 愉快な切り札 母馬からファニーの名を継ぎ、リアルダビスタを明るく牽引していってほしいという願いから。

ファニーステップ 愉快な歩調 とにかく楽しく走ってほしいというのと母の母がチケットトゥダンスなのでステップ付けるのはいい感じだと思いつけました

ファニーステップ
この企画により競走馬としては奇妙な第一歩
を踏み出したので

ファニーつながりで語呂がよさげ

ファニースパークル 愉快なきらめき　愉快な閃光 走っている姿でみんなを楽しませる輝き（きらめき）を放って走ってほしいから

ファニースピーダー 冠名+加速させる 速い競走馬になって欲しいと命名しました！

ファニースマイリー 興味深くニコニコとした お母さんの名前から「ファニー」ニコニコ動画のニコニコから「スマイリー」を合わせた。スマイルよりスマイリーの形容詞の方が「ニコニコした」様子が強調されるきがしました！

ファニースマイル 可愛い笑顔 母親から“ファニー”ニコニコチャンネルだから“スマイル”安直ですねｗ

ファニースマイル 愉快な笑顔 母名+ニコニコ企画の馬なので

ファニースマイル 個性的・魅力的な笑顔
母馬からの連想＋ニコニコ（笑顔）、という事で。ファニーにはポジティブな意味合いがあります。「個性的で魅力的」というニュアンスも含まれるようですので、レースに勝って「魅力的な」笑顔を皆でできるように
という思いを込めて。ベタかもしれませんが。。。

ファニースマイル ユーモアのある笑顔 母のファニーとニコニコ動画から連想してスマイル。リアルダビスタは今のところ競馬の厳しい面ばかりだったので、皆に笑顔になってもらえる活躍を期待して命名しました。

ファニーソックス 母馬の馬名の一部と英語の靴下 セリの画像を見て思いつきました。後ろ脚の綺麗な並びは目を奪われます。擬人化したら間違いなくニーソックスを穿いていることでしょう(笑)。

ファニーソックス ファニー（面白い/愉快な）+ソックス（靴下） 脚の一本だけ短い靴下を履いているように見えるので

ファニーソックス ファニーストーリーのファニー＋足先の模様 ソックス模様がかわいかったので

ファニーソックス 母名の一部＋靴下面白い靴下 ファニー＋四白→靴下のイメージで。

ファニータ
欧米の女性名｢Juanita｣ (母親の名前の一部
をもらって)

呼びやすくて可愛い響きなので、深い意味はないんですが、アリかなと思いました。(ファニたんとも呼べます！)

ファニーダイナ 母名の一部＋ダイナマイトの一部 ダイナマイトは兄名バクハツ、スマートボムシェルからの連想です

ファニータイム 英語で面白い時間 母馬ファニーストーリーからファニーを引用しました。本馬の走りや定点放送などで面白い時間を共有できれば、と思いました。

ファニータイム 面白い時間 どんな時もレースをドキドキ面白くさせるくらいの活躍を願って

ファニーダンス 愉快な舞 本馬の　母の名前の一部＋祖母の名前の一部から。　本馬を見た人が、美しい　面白いと感じ、多くの人にファンになってもらえるようにとの願いを込めて。※補足　舞イコール美しいとの考えから。

ファニーチャーム 面白い魅力
母馬のファニーと、父馬のアリュールから。チャームはアリュールの魅力という意味はそのままに、より女性らしい言葉を選びました。魔よけやお守りの意味もあるそうで、リアルダービースタリオンの不運を断
ち切り、見る者を面白おかしく魅了する魔法で、たくさん愛されるように願いをこめました。

ファニーチャーム 冗談の魅力 母からファニー、父のアリュール(魅力)からチャームを取り、合わせた名前。文法は気にしない。冗談のような強さでこの馬の魅力を感じてみたい

ファニーチャン 母親の4文字 + 愛称 面白い子！みんなを楽しませてほしいという願いを込めて

ファニーチャンス 母名の「funny」＋チャンス（可能性） 母名の「funny」を受け継ぎつつ沢山のfunとニコニコfanのみんなのチャンス（好機や可能性）になってほしいなと思ったため。略すとファニーちゃんになるので呼びやすい。

ファニーデイズ 直訳で面白い日々　意訳で楽しい毎日 この仔と過ごす毎日が楽しくなることを願って。毎日楽しく過ごしてほしいとの願いも込めてます。

ファニーデイズ 英語で「面白い日々」 母馬の名前の一部から取りました。ニコニコ動画繋がりで、この馬が面白くて楽しい馬生になるような願いを込めました。

ファニーデイズ おかしな日々 面白おかしい毎日を過ごせるよう願って

ファニーデイズ 善き日々 母馬のファニーからとデイズは日々活躍する馬になってほしいことから

ファニーテイル おかしなしっぽ なんか言葉のゴロが良かったからです、まぁかわいいかな？とｗ宜しくおねがいします

ファニーテイル おもしろいものがたり この馬からいろんな競馬のおもしろい物語をつくっていってほしいから

ファニートムボーイ 面白いおてんば娘 石崎さんがこの馬に関してコメントで言っていたことや兄妹や母馬の特徴から連想する本馬の印象。

ファニードリーミー
ファニー:母名からドリーミー:ユーザーの夢の
載せて走ってほしい

文字数の兼ね合いでドリームウィー「我々に夢を」としたかった。亡くなったシュシュ仔とレースを見ることなく去ったオリミツの分も、みんなの夢を載せて走ってほしい。との願いからです。

ファニードリーム 母名前＋夢 支持されそうなネームにしてみました

ファニードリーム ファニーの子＋みんなの夢 リアルダビスタに関わる、すべての人の夢を乗せて無事に競走馬として走り切ってほしいという願いを込めました。

ファニーナイス 面白くかわいい
四白流星という見た目といえば第５４回日本ダービー馬メリーナイス。映画「優駿」にも出演した（撮影スタッフが勝つと思っておらず追っていなかったため後日似た馬で録り直した説あり）経歴も生主属性を求
められるリアダビ所属馬にぴったりで、ダービーを勝つ実力と生主としての才能を併せ持つことを期待してこの名前を思いつきました。

ファニーニコ おもしろいニコニコ
　ファニーストーリーのファニーの名ごりを残しておきたいのと、ファニーの意味には面白い意味も含まれてる。　ニコはニコニコの最初の２文字から取っている。また、今後競走馬としてニコニコを通じてニコッ
と笑えるくらい面白い活躍をして欲しい願いを込めてファニーニコという命名にしました。

ファニーノチカイ ファニーの誓い みんなの応援で頑張ることを誓います！

ファニーパトラ 母名とクレオパトラから 砂の女王をイメージ

ファニーバニー the pillowsの楽曲より お母さんの名前「ファニーストーリー｣からその名前の一部をとった名前を考えてたところ、the pillowsの曲のひとつに「Funny Bunny」というのがあるので、この名前を提案します。

ファニーバニー たのしいうさちゃん
the pillowsというアーティストの曲名「君の夢が叶うのは誰かのおかげじゃないぜ 風の強い日を選んで走ってきた」 という歌詞の内容に共感できるフレーズがあり向かい風に向かって走り続ける競走馬をイ
メージしました。

ファニービアンカ 母親の名前の一部＋女性の名前 Funny Bianca 母親の名前の愉快と毛色と性格からイメージされる女性の名前から名付けました。喜びも苦難もあれど最後はハッピーエンドを目指すリアルダビスタにふさわしい名前だと思います。

ファニービー 可笑しなハチ ハニービー(ミツバチ)と母の名前「ファニー」をかけたもの。母の名前をそのまま残し、見た目の特徴である明るい毛色をハチに例えることで表現したかったから。

ファニービーグッド ファニーは最高
チャックベリーの名曲「ジョニー・Ｂ・グッド」を母の名前からもじってみました。応援するときもあの歌にのってＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！ファニーＧＯ！と楽しく応援できるのではないでしょうか！もちろんファニーちゃん
に最高の馬になってほしいとおもいます。

ファニービート
ファニーは母親の名前から。BEATは連打す
る。

ファニーは母親の名前から。BEATは連打するなどの意味から、本馬がおてんばだと聞いていたので飛び跳ねて落ち着かないさまを模してBEAT。スラングで「勝つ」という意味もあるのでダブルの意味で。

ファニービーナス 母の名前のファニーと金星のビーナス 黄金の毛並みが美しいので「金」がつく名前を考えてキンボシと読める上に金星のセーラー戦士の髪色から「ビーナス」と決めました！

ファニーヒストリー 楽しい歴史を刻む
リアルすぎて悲しいこともあったリアルダビスタですが、彼女のデビューによってこれから先のこの企画(と、彼女本人)には楽しい歴史を歩んでもらいたいから。あとファニーストーリーという幼名からあんまり変
わらないので親しみやすいかなーと思って。

ファニービデオ 愉快な動画 愉快な動画から走りだす馬だからです。

ファニーヒマワリ 楽しく元気 ひまわりの花言葉が「元気」なので合うと思い・・・

ファニーファースト 母馬の名前の一部＋一番
一番を取ってほしくて、付けた名前です。母馬の名前を取って「愉快が一番」という意味もあってニコニコ動画らしくていいと思いました。略すと「ファファ」になるので「シュシュ」の様に愛される馬になってほしい
という願いもあります。

ファニーフェイス 魅力ある顔立ち。母名からの連想 牝馬なので母名を生かした名前がいいかと思い数少ないボキャブラリーから絞り出して考えてみました。

ファニーブック 漫画本 ファニーストーリーからファニーを取って似たような成語にしました。

ファニーブライス
ブロードウェイで一世を風靡した喜劇女優の
名前

喜劇女優ファニーブライスのようなヒロインになってほしいから。ファニーブライスを元にした映画に「ファニー・ガール」があります。

ファニーフラッシュ 愉快な＋閃光
ファニーは母から。フラッシュは閃光という意味と、アメコミヒーローから。フラッシュは死の概念すら振り切るほどのスピードの持ち主なので、様々な不幸、リアルに待ち受ける困難を振り切って、閃光のような
スピードでカクテル光線の中を駆け抜け、みんなを愉快な気持ちにして欲しいと言う願いを込めて。

ファニーフラッシュ 輝いてほしいので ハニーフラッシュ　ネタですねたるこの分まで、輝いてほしい

ファニーフラッシュ 面白い瞬間 にこにこ楽しい時間が過ごせますようにと願掛け

ファニーフラッシュ 輝きのファニー
馬体からハニー（蜂蜜）を連想⇒ハニーフラッシュ（キューティーハニー）⇒母馬のファニーから名をもらい、父馬のゴールドアリュールから名前の意味を語彙変換して「輝く魅力」⇒大化けするのを期待し、状況
に応じて大きく変身する如月ハニーの「ハニーフラッシュ！」は語感もよく馴染みやすいと判断。競馬実況で名を連呼されるのを想像すると「ファニーフラッシュ」はインパクトと勢いがあると思います。略称で
「FF」

ファニーフラッシュ 奇妙な閃光 これもゴロが良かったからです宜しくおねがいします

ファニーフラッシュ
奇抜な閃き、という意味を込めた造語、母名
から起草

語呂もよくて最高の名前だと思います、一瞬の閃きが勝負を分ける事もある競馬の世界を勝ち抜くに相応しい馬になって欲しいとの願いも込めて、よろしくお願いいたします

ファニーフラッシュ 愉快な閃光 母親の名前から＆輝くことを願って。

ファニーブリーズ 母のファニーとシュシュブリーズからとって。 リアルダビスタすべての願いを込めて走ってほしいことから。

ファニープリンセス 愉快なお姫さま、母名から起想 ファニー→ティファニー→オードリー・ヘプバーン→お姫さま、って感じで連想していったらこの名前を思いつきました、牝馬だしなかなか良いのではないかと思ってます、よろしくお願いします。

ファニーブレイブ 母名+勇気 勇気を持ってレースに果敢に挑戦してほしいとの願いを込めて

ファニーフレイヤ 母名の一部＋北欧の女神 北欧神話の美と戦いの女神より、美しく強い馬に育ってほしいという願いから。また、黄金に関わりのある女神なので、父のゴールドアリュールも連想できる。

ファニープレミアム 滑稽なプレミア リアルダビスタが社台産というプレミアムな牧場より購入することが、できたというお話より

ファニープレミアム 上質な素晴らしい馬 お母さんのファニーを用いて、また、きれいな顔・姿・色が上質そうなのでつけました。

ファニーフレンズ 愉快な仲間たち
このリアルダビスタという企画は崎さん、馬超、せせせんせー、サラブレッドのシュシュとオリミツだけでなく画面の向こうのたくさんのリスナーも企画を支えていると思っています。そんなたくさんの愉快な仲間た
ちの一員となったファニーストーリー16の活躍を期待してこの名前を応募しました。ちなみにJBISで調べたところ同名馬はいませんでした。

ファニーボーン ひじ先の上腕骨の内側の部分 ぶつけるとビーンとしびれるひじの骨から。見るものがしびれるような走りをしてほしい。

ファニーボーン funny+bornまたはfunny bone 面白いうまれまたはファニーボーンみたいに痺れる印象を走りで見せてほしいから。

ファニーマテリアル おかしな+素材 良くも悪くも伝説を作ってもらい、素材として楽しい牝馬に、

ファニーマトリン
母名前＋最年年少アカデミー主演女優賞の
マーリー・マトリンから

ごろあいはイマイチですが障害者でありながら最年少でオスカー主演女優に輝いた名前を使わせてもらいました

ファニーマンデイ 楽しい月曜日 母名を受け継いで憂鬱な月曜日を吹き飛ばすような軽快・爽快な走りを期待

ファニーミーティア 母名＋流星 額の流星から、流星のごとくコースを駆け抜けて欲しいという願いと、funnyには「面白い」という意味の他に「予想通りではない」という意味もあるようなのでいい意味で予想を超えて活躍することを願って。

ファニーミーム
面白い+人から伝達されることによってコピー
や進化をとげる情報のこと

母名ファニーを引用。ミームはインターネット上で拡散される、Twitterで例えるならリツイートやいいねを多くのユーザーから貰う、という意味の海外で使用されるネットスラングでもあります。とある一口馬主ク
ラブでも種牡馬をユーザーの方を選んでもらう企画をしていたり、他にも馬産地や育成場、厩舎の内部の事を今まで知る機会というのは殆どありませんでしたが、動画や写真をSNS等に上げている関係者の
方も増えてきたように思いますし、昔に比べてオープンになってきたのではないかと思います。この企画も競馬界へ影響を与えるような存在だと思うので、このままリアルダビスタという面白い企画がよりたくさ
んの人に広まり、本馬の走りがきっかけで競馬界もこの企画もどんどん面白く新たな形へ進化していって欲しいという思いを込めました。

ファニーミール 耐える力
カモミールの花言葉は「苦難に耐える力」「逆境で生まれる力」です。白い花に秘められた力強さと大人しく可愛らしいファニーストーリー１６が重なりました。競走馬として様々ハードルを乗り越えて行ける様に
頑張って欲しい。そして丈夫であって欲しい。

ファニーメアリー 英語で愉快な女の子（名前） ファニーの名前が多かったですが、女の子らしい名前で思い浮かんだのがメアリーでした。馬名で重複していない事を確認お転婆な女の子のイメージが湧きます。

ファニーモーション 面白い動き 某名牝（ファインモーション）にあやかって付けました。

ファニーモーメント 愉快な瞬間 母親の名前からの連想。話題性に溢れた愉快な現役生活を送れます様に。

ファニーモーメント 英語で面白い瞬間 ファニーは母馬から。定点放送やレースで面白い瞬間を見ていきたいので。

ファニーラブ 特に無し みんなに愛される様に願いを込めて

ファニーラブリー 愉快で可愛らしい
母の馬名の一部+ラブリー(可愛らしい)。愉快で可愛らしくみんなから愛されるような馬になって欲しいと思い。語呂も良く、ファニ子、ファニーちゃん、ラブちゃん、ラブリーちゃんなど呼びやすい名前かと思いま
す。

ファニーリアリティ おかしな現実 母馬の名前の一部+名詞現実「実在する」

ファニーリサイター
英語で愉快を意味する「funny」+読み手を意
味する「reciter」

母親の名前であるファニーストーリーの名前を使いたいと思いファニーの部分を使用。両親や仲間たち、この企画に携わったみんなの物語を走りで語り継いでほしい。母の名前通り良い意味で愉快な物語に
なってほしい。

ファニーリュタン 愉快な＋小悪魔 母ファニーストーリーからと、本馬のイメージから。

ファニーローレル お母さんの名前＋月桂樹の英名 月桂樹の花言葉は栄光と勝利。頑張って走って栄光を掴んで欲しくてこれを選びました。

ファニエステール 面白い物語 ファニーは捨てる。ファニエストでいく

ファニエストガール 最高に面白い女の子 Funnyの直訳「面白い」があまりいい意味合いのものではないので、逆に突き抜けてしまえ！と開き直りの意味を込めて。

ファニエストグロウ ファニーの最上級＋光るの英語 母のファニーストーリーからファニーを変形して、グロウは光る明るい毛色からと、育つという意味から。皆でとっても楽しくリアルダビスタしていけたらいいなぁと思ってつけました。がんばれふぁに子！

ファニエンプレス ファニー＋女帝 母方の名前と女帝と呼ばれるような馬になればなぁと

ファニコ
ファ・・・ファニーストーリーのファニコ・・・ニコ
ニコのニコ

ファニーという可愛い響きにニコニコの音を付けました。すでにファニ子と呼んでる人もいますし、呼びやすいかなと思います。

ファニコ 母名のファニー＋niconico動画の名前から
悲しい事が続いていた中で落札できた子で、関わる人や見ているユーザーや競馬ファンがニコニコできるよう、馬自身が楽しく走れるような物語を作って行ってほしいという願いを込めて。あとこの企画に何か
と縁のある『2(ニ)』も馬名に含まれているから。

ファニコ 母の名前+ニコ ニコニコの馬として分かりやすく。

ファニコ 母名の一部＋ニコニコ動画から ファニー(funny)とニコニコの意味が非常に近しく運命的なものがあったのでシンプルに繋げました。ファニ子と書くと女の子っぽく、かつ覚えやすいということでどうでしょうか。

ファニコ 母名の一部＋子 みんながニコニコになることを願って。

ファニコ 母馬ファニーストーリーの子であることから 母馬の名前＋子でありがちな通称ですが、”ニコ”も入ってるのがポイント。

ファニコ 同馬のニックネームのひとつ もう単純にファニコと呼びたいだけです、よろしくお願いいたします

ファニコ ファニー＋ニコ 母親のファニーストーリーから、ファニーを引き継いで、観客や関係者をニコッと笑顔にするような走りを見せて欲しい

ファニコアリュール 面白くて　ニコッと ママとパパの名前から

ファニコール 面白い知らせ 母のファニ、ニコニコのニコ、父のール「ファニコール」トップでゴール！ゴロが良いと思います！



ファニーストーリーの16 応募競走馬名一覧

ファニコガイチバン 母名✋1番 既にユーザーから支持されているファニ子を残したかったのと、レースでの1着はもちろんのこと、1番美しくて、1番幸せな馬生を送って欲しいという願いを込めて。

ファニコニコ お母さんの名前の一部＋ニコニコ 可愛らしくて響きが良いかと。

ファニコノユメ みんなの夢を乗せて走る リスナーのみんなの夢を乗せて走るファニーストーリーの2016ニコニコ動画のニコも入って誰からにでも愛される梅になって欲しいです。

ファニコヒメ ファニーストーリーの仔で姫だから 母馬からファニ名をとってみんなに愛される仔で牝馬なのでヒメとしました（途中にニコも入るので）

ファニコマジテンシ ファニ(母名引用)+子+天使みたいに可愛い ファニちゃんのルックスがとても可愛いので…可愛い人物に対してつい言ってしまう「○○マジ天使！」をそのまま馬名にしてみました。ファニ子可愛いよ、ファニ子。

ファニコレクション ファニコ＋コレクション オシャレ女子ということで連想→パリコレとあだ名のファニコを組み合わせました

ファニコンクエスト 母馬の名前の一部＋獲得・征服 いかめしい意味であると同時に、名前の区切り方をずらすと昔懐かしい冒険物語のテレビゲームのような呼び方もできる。

ファニダイショウ ファニーストーリー＋アオダイショウ つよそうだから

ﾌｧﾆﾀﾆｻｰﾝ ファニー＋大谷＋敬意
即戦力という思いがあると思うので、違うスポーツではありますが、エンゼルスで二刀流として活躍されています大谷翔平選手を合わせてみました。ファニーストーリーの16も競走馬＋生主という意味では二刀
流なのでいいかなと。

ファニッシュ ファニ子とフィニッシュから ファニーが無事に馬生をまっとう出来ます様にと言う願いを込めて

ファニファニスルノ 母ファニーストーリーから連想 ファニーストーリー16が走る様子を見て、みんなでファニファニしたいと思ったからです。

ファニファニハニー とても陽気な蜂蜜
ファニーちゃんを落とした時にみなさんが「ふぁにふぁにしてきた」と書き込まれていたのが印象的だったのと、栗毛ちゃんで尻尾が濃い蜂蜜のような色に見えたので、韻を踏みたかったのもあり考えてみまし
た。

ファニュール かわいらしいよびやすい 母名と父名から親しみやすく女の子らしいかわいい名前で。

ファニングショット 拳銃の打ち方の種類 ファニーストーリーという母親の名前の音が気に入ったので、似た響きの単語から付けました。西部劇早撃ちガンマンの様なヒーローもとい、ヒロインになってほしいです！

ファニンゴ 母名の一部+ネットスラング ファニーストーリーとドワンゴを合わせて親しまれそうな語呂とニコニコ臭をだしました。

ファボ favorite【いいね】 我々のお気に入りなので。

ファボ お気に入り お気に入りを意味するFavoriteから「Favo」をとり付けました

ファミリーストーリ 家族物語 新しく入った新馬ファニーストーリーの16今後も家族のように皆様と一緒に温かく見守りたいそして今後の活躍を印象に残る形にしていきたいそういった気持ちを込めて命名しました。

ファミリーファニー 可笑しな家族 　石崎さんがファニーの募集はいらないといったのであえて付けました。　ファニーストーリー16はもう私たち家族ですかね

ファミリーラフター 家族の笑い声 ファニーストーリー(こっけいな話)からファミリーラフター(家族の笑い声)へ順調な流れでつながって欲しいという思いを込めました。女の子なので略称はミリーでどうでしょうか。

ファリュール 両親の名前を略しただけです
３回目の募集となると自分で考えた名前になりましね。この配合でわかりやすい名前がないか考えたものです。この名前ならかぶらないかと思います。今回の企画でたること名前付ける人が出るか心配です
ね。４回目はネタにはしる予定です。

ファンオブウォーク 歩く楽しみ、歩みの面白さ
単純に両親から取りました父親からのアリュールはフランス語で歩き方でしたがそこを英語にそして母親のファニーから、ファニーは少々意味が不穏なので近い意味のファンに元は上記からのネーミングです
が、四足共に靴下を履いており、その中でも左前足の靴下がずり下がっているおとぼけ感そのずれた靴下でキリッと歩く面白さ可笑しさも込みで付けてみました

ファンガフエール ファンが増える みんなの人気者になるように。

ファンキーゴルコ 型破りな＋父親の一部 型破りな馬になってほしい

ファンシーソックス かわいい靴下 白靴下が可愛いので「ファンシーソックス」一つズレ下がっているのがまたかわいい♡

ファンシンフォニー fun＆symphony
ファニーを軸にして考えました。funは楽しい、面白い＋シュシュ（「ファン」シミン系なので）や企画のファンをsymphonyはこれらすべてを調和して奏でて欲しいという意味をこめています。リアダビ民や関係者の
思いを載せて人々を魅了する馬になって欲しいという願いを込めた競走馬名です。

ファンタズムジニー 幻視の精霊 Phantasm Genie目に見えない、形のない精霊・妖精。（母のゲートくぐりや兄の空馬逸走とは何の関係もなく）オリミツ→（オ）ーバーザ（リミ）ッ（ツ）ファニー→（ファ）ンタズムジ（ニー）という語呂合わせから

ファンダフルニーコ 楽しく（fun）＋素晴らしく（wonderful）＋行こう
「ファンダフル（fun＋wonderful）に行こう」でファンダフルニーコ、略してファニ子です。略してファニ子になる名前を考えた結果、この名前になりました。ニコニコのニコという言葉がアウトだと聞いたのですが、
ニーコならセーフでしょうか（汗）。ちなみにファンダフルで検索したら某夢の国の造語だそうですが、きっと大丈夫ですよね！ファニ子の競走馬生活が楽しく素晴らしいものになるようにという願いの籠もった名
前です。

ファントゥライブ Fun to Live　英語で「生きる楽しみ」
母親「ファニーストーリー」の「ファニー」から転じて「fun(楽しみ)」という単語が浮かびました。また、シュシュの初仔の死去、オーバーザリミッツの競争能力喪失、言い換えると競走馬としての「死」を経て、「生き
る」という事の意味をより深く考えるようになり、生きていられる事に対する感謝を感じ、生きること自体を楽しんでほしい、という思いを込めて、この馬名を考えました。ついでに「Live」には、ニコニコ「生」放送
の意味も含め、視聴者にもよりいっそう「生放送を楽しんでほしい」というダブルミーニングも、裏の意味として込めてあります。

ファンファニー 楽しい+愉快な 楽しいくて、愉快な馬になってほしい

ファンファンタイム 楽しい時間 ファンのみんながファニーストーリー16を見守る時間が楽しいものになってほしいという思いを仮面ノリダーのファンファン大佐や放課後ティータイムのふわふわタイムにかけて名前として応募しました。

ファンファンファン funfunfun母名から連想 楽しく走ってもらいたい！競馬ファン＆ダビスタファンを楽しませてほしい！という３重意味も込めて！！！

フィギュアヘッド 船首像 航海の安全を願って船につけられる像。縁起物の名前が良いと思って。

フィクストバニシュ 固定＋消える 固定概念を打ち消すような活躍を

フィナーレ 大団円 　母系の名前が物語形式になっていることから母馬の名前からの連想です。　また、無事にデビューし、勝利を挙げて皆で祝いたい願いや無事に引退して欲しいという願いも込めております。

フィニトゥーラ
Finitura(金属製品などの)磨き上げ(イタリア
語)

父名より連想

プインプイン プラスのプとウインのインで 少しでも勝が増える事を願い

フウスイ 風水の意味
　父の名前の一部のゴールドは風水での印象強かったことと、競走馬にとっては金運の良さはその後の生活にも大きな影響を与える部分であるのでその運をつかんで長く活躍してほしいという思いを込め、
今の所小林さんも4文字での登録はないので可能かと判断しました。

フードファイター 食闘士 生きることは食べること。食べることは闘うこと。競馬界の革命児、ここに爆誕！

フープールトワ 君に夢中(仏) アルファベット表示：Fou pour toi父名のアリュールからの連想で、多くのリスナーを魅了する走りをしてくれることを期待して。

フールズゴールド 愚者の黄金、黄鉄鉱 両親の馬名からの連想。ゴールドアリュールが黄金の魅力、ファニーストーリーが愉快な物語、滑稽な物語。黄金の魅力にとりつかれ、黄鉄鉱を黄金と間違える愚かで滑稽な物語。

フェアウェルキス 英語で「別れのキス」 ゴールドアリュールおよびタルコの追悼

フェアリーテイル おとぎ話・童話 母馬の名前の「ファニーストーリー」から連想して、おとぎ話や童話を意味する「フェアリーテイル」を考えました。この子にはおとぎ話みたいな活躍をして欲しいという意味合いもかねています。

フェアリーテイル Fairy Taleおとぎ話 母ファニーストーリーからの連想で。語感がカワイイ（気がする）のと、「リアル（現実）」ダビスタなのに「おとぎ話（空想、架空）」とは、これいかに、という矛盾したところも面白いかな、と。

フェアリーテイル おとぎ話。父母の名前から連想。
父ゴールドアリュールのアリュールと、母ファニーストーリーのストーリーから、魅力的な物語であるおとぎ話を連想した。世界中で愛されているおとぎ話と同じように、本馬も多くの人に愛されるような存在にな
れるように願いを込めて。

フェアリーテイルズ おとぎ話。父母の名前から連想。
父のアリュールと母のストーリーから、魅力的な物語として御伽話を連想。世界中で愛されているおとぎ話と同じように、本馬も多くの人に愛されるように願いを込めて。フェアリーテイルだと以前に同名馬がい
たのでｓをつけた。

フェアリーレガリア 妖精+王権 英語の妖精とラテン語の王権をくっつけたものダート王であった父馬の王権を継承し妖精のように華麗に羽ばたいてほしい

フェイトストーリー 運命＋物語
ここまで数々の試練にあう中選ばれたこの娘はゴールドアリュールのラストクロップ、そしてリアルダビスタの初出走馬(予定)という運命に選ばれたと言ってもいいかもしれません。ここから新たな物語(母親名
をとって)、ストーリーを描いてくれるだろうという思いからこの名前を考えました。

フェスタリア
フェスタリア(Festaria) イタリア語で『特別な場
所』という意味です。

レースで優勝した際にだけ入れるウイナーズサークルという“特別な場所”に入れるような活躍をしてほしいとの想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

フェニーベアトリス 母の名前の一部＋イタリアの人名 ベアトリスはシェイクスピアの喜劇「から騒ぎ」のヒロインの名前からとりました、明るく元気なイメージ、喜劇、ハッピーエンドを意識した名前です。

フェムファタール 魔性の女（英語、やや文語的） 綴り　femme fataleリアダビ視聴者のみならず全世界の競馬ファンを魅了する子になってほしい！の願いを込めて

フェルエール 増えるエール（応援） フェルメールのもじりと見せかけて増えるエール。リアダビの企画、そしてこの馬にたくさんの応援が送られますように。

ブエロノクトゥルノ スペイン語で「夜間飛行」

ゴールドアリュールとシャネルの香水アリュールから、有名な香水「夜間飛行」を連想。夜間飛行のゲランのサイトには「女性らしさを失うことなく、男性中心の社会でも自分の立場を貫き、冒険的で志のある女
性に捧げられた香りです。」と説明があり、まさにファニーストーリー2016にぴったりだと思いました。牡馬が有利な競馬の世界で彼女らしい走りを見せてほしいという願いを込めて。※フランス語で同じ意味の
「ヴォルドニュイ」にしたかったのですが、JBISサーチで同名の馬がいたためスペイン語の「ブエロノクトゥルノ」にしました。ブエロノクトゥルノは同名の馬はいません。和名の「ヤカンヒコウ」もいいかなと思いま
したが、やかん＝お湯を沸かすヤカン、ヒコウ＝非行と野次られるのではと心配になりスペイン語にしました。

フォーチュンコ 未来＋子 未来を手にする子になるように。

フォーティファニー Forty funnieFor Tiffany セリ番号45番とひいおじいさんのフォーティーナイナーをひっかけて。ファの音がかわいくてファニーを捨てきれませんでした。

フォルティッシムス ラテン語で最強 この馬は馬体もよく健康に見えるのでこの馬名にしました。最強というのは、競走馬にとってもいいとおみました。

フクカゼ 福の風、吹く風 不幸が続いたリアルダビスタに新たな風を読んでほしいから

フジイスターダム （人名）＋人気スター 某棋士のように連勝街道を突き進むように

ブジキセキ 無事＋奇跡 無事でいて、かつ奇跡のようなレースをする馬になって欲しいから

フシギチャン 不思議な女の子
母馬名の｢ファニー｣の和訳＋女の子の｢ちゃん｣。不思議な魅力を持った女の子。この企画で落札したのも不思議な縁なので。ちょっとネタっぽいかもしれませんが、覚えやすく愛されやすい名前かなと思いま
した。

ブジコレメイバ 無事是名馬から 馬の関わる単語だがネット競馬などのサイトで馬名検索しても引っかからなかったので。怪我なく走り続けてほしいという意味を込めて

フジミノマリア 不死身　+　マリア 聖母マリアのようにいつまでも皆に愛しそしてたたえられるように某ゲームキャラクターの二つ名なんですが、それとないこじつけの理由を書いてみました(^^;

ブスカンドオロ スペイン語で黄金を求めて ゴールドアリュール（黄金の魅力）繋がりで

プチジュエル 小さな宝石 小さな身体でも宝石のように輝いてほしいので。

プップ プップー！通りますよ プップー！通りますよ。女の子なので可愛い名前、覚えやすい名前。

プティトフィーユ 可愛い女の子 少し身体が小さい面も含めて可愛らしい女の子なので

フニフニファニー 鼻をフニフニしたいね ふにふにふにふに

プププノプーサン そんな馬鹿な！（馬だけに） ハチミツ大好き

フフフファニー 微笑みの擬音表現+母名から 思わず微笑みが出るような活躍を期待して。

プペー 人形、お人形さん フランス語の人形（poupée）から。愛らしくも豪快で強烈な印象を与える競走馬になってほしいという思いから命名した。決して大井のプペ隊やおならとの関連性はない。

プペペポピー トランペットの擬音語+ポピー(花の名前) トランペットは合奏をするに当たって主役のように目立つ存在ポピーの花言葉は陽気(母馬名ファニーから連想)真の命名理由伝説のファンファーレhttp://sp.nicovideo.jp/watch/sm266083

フミキッテジャンプ 踏み切ってジャンプすること 踏み切ってジャンプする勢いでターフを駆け抜けてほしい

フライゴン
皆様御存知、ポケットモンスターの1種です。
タイプは、じめん、ドラゴンです。

私の一番好きなポケモンだからです。そして、まだメガシンカ実装されていないため、これから成長していく、という気持ちを込めて、この名前にしました。ポケモンの名前だと覚えて貰い易いはず！

ブライダルブーケ 花嫁の花束
まさか千葉サラブレッドセールで購入出来るとは思っていなかったので運命的な物を感じました。 また運命的な名前を考えた結果、結婚式の最後に行いブーケトスを思い付きました。牝馬ですので繁殖牝馬
になった際次の幸運を届けて欲しい。

フライトゥザスカイ 空へ飛ぶ 空に羽ばたくように活躍してほしい

ブライトストーリー 英語で輝かしい物語 父馬名から輝かしいという言葉を連想してブライト、母馬名からはストーリーを引用しました。

ブライトビーム 明るい(英語)+笑顔・光線(英語) 「ニコニコ」生放送の人々を、「明るい」「笑顔」にする、「光線」のような鋭い走りに期待して。父ゴールドアリュールの「ゴールド」のイメージ、母ファニーストーリーの「ファニー」のイメージからも連想。

ブラオンブリッツ ドイツ語で茶色の稲妻 完全に語感です

フラクスンスレッド 亜麻色の糸 しっぽの色にちなんで。

ブラストファニー 突風や爆風などの意 突風、または爆風の様な走りで皆を驚かす、そんな走りに期待を込めて

ブラストリアリティ 英語で爆発＋現実
兄がバクハツ、スマートボムシェルと爆発関係の名前が付いているのでそれに便乗する形で。現実や常識を爆発的にぶっ壊すような馬になれ！という思いを込めています。決して爆ぜろリアルという意味で
は、、、無いですよ？笑

プラチナアリュール プラチナの魅力 父（黄金）を超えて欲しいので

プラチノイストリア <西>白金+歴史
父のゴールドアリュール、母のファニーストーリーの「ゴールド」と「ストーリー」から連想、スペイン語で白金の「プラチノ」物語や歴史の意味を持つ「イストリア」を合わせました両親から受け継いだ血と更に上へ
と成長していって欲しいという願いを込めています<綴り>Platino historia

フラットヤッテキタ フラっとやって来た 余裕のある走りを

プラテーナククゥロ エスペラント語で「白金の脚」
父親から「金」、金を派生して白金から想起白金はプラチナでもあるので、丈夫で長い年数持つということから長く走ってほしいという想いを込めて命名。また、エスペラント語の競走馬名は少ないのでチャンス
は有るかと

フランジパニ
南国(バリ)でのお花の名前ハワイではプルメ
リア

花言葉は「気品」「陽だまり」「癒し」から

ブランショセット フランス語で「白＋靴下」 本馬の足元が四本とも白く、響きもきれいなので。

ブランダウェイン brandewijnオランダ語で「ブランデー」の意 毛色からの連想です。栗毛色が何となく、ブランデーの色に似ているなと思ったので。

フランツィスカ 女性名 １９世紀のオーストリアのバレーダンサーファニー・エルスラーの本名。母・祖母からの連想(英名Franziska)

プランドゥボヌール フランス語で幸せいっぱい
いろんな人に恵まれて彼女の馬生が幸せいっぱいになるようにと意味を込めて。その上でユーザーたちにも幸せいっぱい振りまいてほしいなPlein de bonheur(空白いれてもアルファベット17文字)JBISにて重
複してないのは確認済みです。

フランベ 勢い良く燃える火 お兄ちゃんに負けないインパクトある名前で（炎上しませんようにの思いも込めて）

ブランミュセッツ 白靴下 フランス語で白い靴下。ミュセッツブランシュ、が文法としては正しいようなのですが、文字数オーバーなためこうしました。

フリージア 花の名前
フリージアの花言葉が「あどけなさ」、「無邪気」、「憧れ」など色によって意味が色々あるため。金沢競馬でこの名前の馬がいましたが抹消から15年経っているので大丈夫だと思います。某団長のせいでネタに
なってしまうのが残念・・・

フリーマイウェイ 自由に自分の道を的な ニコニコの様に、自由自在の如く走ってほしいという理由から。

ブリエベルフィーユ 光輝く美少女 レースで光り輝く美少女牝馬でいて欲しい

ブリスダイアリー
ブリス(Bliss)は英語で『この上ない幸せ』『至
福』という意味で、ダイアリー(Diary)は同じく英
語で『日記』という意味です。

母名の一部“ストーリー”から連想し、本馬のこれからの競走馬生活が、この上ない幸せの日々で綴られるようにとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

プリズムストーリー
日本語でいうと角柱物語または三稜鏡物語。
プリズムな物語

父に『ゴールド』が入っているので、より色鮮やかにきらめく事を願い『プリズム』にしました。『ストーリー』は母から。きらめく物語を綴っていけるようにと考えてみました！

プリティウマコ そのまま プリティな馬の女の子だから

プリティタックル 可愛いタックル 巷で話題の事項を２つ組み合わせてみました。

プリティフラミンゴ かわいいフラミンゴ ダビスタゴールドに出てくる繁殖牝馬から。この繁殖牝馬はモデルがファニーストーリーの母、チケットトゥダンスです！ダビスタ繋がりで、ぜひファニーストーリーの16に命名したいです！



ファニーストーリーの16 応募競走馬名一覧

プリプリプリティ かわいこちゃん かわいいこなので。プリティを強調するためのプリプリをあたまに。

プリプリプリンセス プリプリのプリンセス プリプリしたお姫様になることを願って

プリモアリーヴォ イタリア語で先着「Primo arrivo」 他の馬より先着してほしいという願いから。また、アリーヴォは男性名詞らいしですが牡馬とのレースにも勝てますようにという願いも込めてあえて使用してみました。

プリュイオール フランス語で黄金の雨 名前公募開始時に雨が降っていたからのと父親のゴールドをつけたかったから

ブリリアントスカイ 燦々と光り輝く空 たる子が星になり、ミツ君引退と、残念なニュースの続いたリアルダビスタ。これから先は、太陽の燦然と輝く快晴の空のように、みんなの夢が広がって行くよう願いを込めて。

ブリリアントロード 輝かしい道 これからの馬生が幸せで、かつ、光り輝くような素晴らしいものになるように願いを込めて。

ブリンクテイルズ きらめき物語
テイルズという言葉には、ファンタジックな物語という意味があります。「tail」尻尾に掛けています。走るときにたなびく尻尾をイメージしてください。複数形なのは、オリミツとたるこの分です。ブリンクは煌めきと
いう意味で「ファンタジックに尻尾が煌めく物語」を謳歌してくれる、という希望を込めた名前です。

プリンゼシン ドイツ語でお姫様（Prinzessin） お姫様というイメージから

プリンセスガーベラ ガーベラのお姫様 ガーベラの花言葉｢希望｣｢常に前進｣から、応援する人達に希望を与えるお姫様のような存在になって欲しいから

フルークアブソルト フルーク（まぐれ）＋アブソリュート（絶対的）
ファニーストーリー父の産駒にドロッセルマイヤーが居て、BCクラシック取っています。他の産駒を見ていると芝のG1も結構獲得しているみたいです。そこで、まぐれだろうが何だろうが、「絶対的な勝利を！」と
の願いを込めて、この名前にしました。

フルールドール フランス語で黄金の花
女の子なので、響きが可愛い名前を考えてみました。フルールはフランス語で「花」ドールは、父ゴールドアリュールから連想して、フランス語で「黄金の（d'or）」競走馬として、綺麗な花を咲かせてほしいという
願いを込めました。

フルカルブランテ 英語の「full」+イタリア語で燃料「carburante」 燃料満タン。先行で逃げのレースでも最後まで走りきれるように。

フルボッコ 充分に(英語)+丸い(山形の方言) 正直ネタです。ですが、こうすれば審査は通るかもしれないと思ったので。笑これから立ちはだかるライバル達をフルボッコにして欲しいですね！

フルボッコ 充分+丸い(山形南部の方言)
そのままの理由では審査に通らないと思ったので意味はこじつけにしました。立ちはだかるライバル達をフルボッコにして欲しいです。追記送信した際にエラーが出てしまったので再度応募をさせていただきま
す。同じ名前で応募できていたら申し訳ないです。

プレアー 祈り 色々不幸なことが続き祈ることが多くなったリアダビ視聴者ですからこの子が無事レースに出て無事生涯を全うできるよう祈りを込めてこの名前にしました

プレアー 祈り
英語のprayerから。生産者・調教師・馬主・ニコニコの企画担当の石崎さんや様々な方々が関わり、誰しもが思う「無事に走って欲しい」「勝って欲しい」などの気持ちをそのままストレートに表しました。特に、こ
れまでに様々な出来事もあった為に、石崎さんを始め、関係者の方々や自分も含め、ユーザーの皆も「無事に初戦を走って欲しい」という気持ちの願いや祈りがあると思いましたので、この命名を提案いたし
ました。

プレアデス プレアデス星団より おうし座だけど、言葉の語感がかっこいいからです！

フレイア 北欧神話における愛の女神の名前 愛を司る女神であるのと同時に黄金を生み出す女神でもあるらしいのでゴールドアリュール（黄金の魅力）という父の名から連想してみました。

フレイアドレ 北欧神話の女神＋（仏語）黄金の 美と戦いの女神にあやかって、美しく強い馬に育ってほしい。黄金は父名より連想。

ブレイクダウン
一旦曲の展開を静止させて次の展開をより
盛り上げる為のパート

一つの楽曲を合奏する上でブレイクダウンというのは演奏者の息が合っていないとなかなか格好良くは決まらないものです。競馬もまた、一頭の馬にたくさんの人が関わります。なので、ファニーストーリーの
2016、この馬に携わった関係者の方々、応援しているユーザーの方々、みんなの息が合った時にきっと素晴らしく爽快な瞬間に出会えるのではないでしょうか。そんな期待を込めてみました。｢破壊する｣という
意味もありますので兄バクハツ、スマートボムシェルにもインパクトの面で負けていないと思います！（笑）今までの常識を打ち破るような馬にもなって欲しいですね。追記86年生まれの同名馬がいますが、さ
すがに大分前なので問題ないと思います。

プレイザリード Play the Lead主役を演じる 世代の馬に負けない競走馬となり、主役であり続けられるように願って

ブレイブファニー 勇気+母名の一部 勇気を持って果敢にレースに挑んで欲しいとの願いを込めて

フレイムドラマー
母ファニーストーリー＝滑稽な話から落語の
滑稽話の一つ「火焔太鼓」より命名

滑稽噺の中でも父ゴールドアリュールからお金にまつわる噺「火焔太鼓」を選びました「火焔太鼓」は古物商を営むうだつのあがらない主人公がある日、市場で仕入れた火焔太鼓それがひょんなことから殿様
に大金三百両で売れるという滑稽噺話の場所は定かではありませんが噺家によっては蔵前を舞台にしております蔵前には厩橋をはじめ馬にまつわる場所も多くまた藏前神社は落語にゆかりのある神社とし
ても有名で人になりたかった白犬の落語「元犬」の像もありこれももちこさんを連想しますストーリー自体もお偉いさんの尻に敷かれる石崎さんがセールで仕入れた馬が大金をを稼ぐという連想もできとても縁
起が良いかと※JBISサーチでの被り馬名無しです

プレシャススマイル 貴重な笑顔 購入した馬と天童なこさんが一緒に撮られた写真のなこさんの笑顔がとても素敵だったのと、あとニコニコ動画の馬なので。

プレスタンテ
プレスタンテ(Prestante)とは、イタリア語で
『突出した・卓越した・優れた』という意味で
す。

『突出した、卓越した、優れた走りで、他馬もを圧倒するような強い競走馬になってほしい』との想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

プレスティシモ 音楽用語で、非常にはやく 早く走る馬になってほしいから

フレデリカ
フランス、イギリス等でよく使われる女性の名
前

・母馬から連想される楽しそうな名前・fで始まる名前（ドイツ系命名法則）・過去に使われてない名前（netkeibaで軽く検索）て事でいいのかなあ？どこかで見た名前？あーきにしないきにしないﾌﾝﾌﾝﾌﾌｰﾝ

プレミアスプリント 首位の走り
父ゴールドアリュールの「黄金の魅了」という意味である。アリュールは英語で「魅惑」という意味があるが、フランス語では「歩き方」という意味になる。その子供なので、「歩く」のではなく「走る」という意味で「ス
プリント」とし、そこにフランス語で「首位の」という意味の「プレミア」を付けた。皆の一番、レースの第一位になる走りを見せて欲しいという希望も込めてこの名前にしました。

プレミアムフライデ 特別な金曜日 この子を見られる日はプレミアムフライデーのように楽しみな日

プレミアムヘル 高級な＋地獄 対戦した他馬に地獄を見せる

プレミスルージュ フランス語で燃え立つ赤 馬体が赤っぽい栗毛なのでそこから連想しました。勝気な目をしているという印象だったので真っ赤に燃え立つ闘志を見せてレースで活躍して欲しいという願いもこめて。

プレリュードリップ 前奏曲を口ずさむ 無事デビューすれば、リアルダビスタの最初の競走馬なので『前奏曲(プレリュード)』。女の子なので唇を意味する『リップ』にしました。

プロセッサー 処理装置 大差勝ちを願い。

プロペラント
英語：（ロケットなどの）推進薬、（鉄砲の）発
射火薬

兄スマートボムシェル、バクハツにちなみ火薬系の名前を応募します。推進薬としてリアルダビスタを引っ張ってもらえればという思いも含んでいます。

ブロワイエ ブロワイエ ウマ娘の登場ウマ娘から

フワフワドリーミン みんなの夢を乗せて走る
女の子なので、かわいい馬名にしてみました。応援する人たちの一人一人の思いを、夢を書いて放たれる風船や青空に浮かぶ雲のようなフワフワした物になぞらえて、その夢を叶えてくれる活躍をみせる競
走馬になってほしいのでこの馬名を考えました。

フンバルトヘーデル 力強さをイメージした 名前の通りですね…「リキみすぎてもダメですよ」って意味で！

ヘイジツヒロイン 平日+ヒロイン アルファベット表示：heizitu　heroine南関は、平日開催ということ、南関のヒロインになれる位の活躍を期待して。

ヘイセイノオワリ そのまま 平成終わるから

ベイビーユニバース 赤ちゃん＋宇宙
野宮真貴の歌「ベイビーユニバース」よりまだ始まったばかりのこの企画、そしてその先陣を切ってデビューするであろうこの馬に「生まれたばかりの宇宙」という名を。これから宇宙が広がっていきいろんな星
が誕生していく。星とは来年誕生予定のシュシュとクロフネの仔やその先に出会うかもしれない馬たち。そしてこの馬自身の白星を増やしていってほしいという願いも込めて。

ヘイヘイヘイヘーイ ヘイヘイヘイｗｗｗヘーイｗｗｗｗ 煽って相手のペースを乱します。ヘイト管理もバッチリです。たぶん

ベストビューティー
ベストビューティー(Best Beauty)＝英語で『最
も美しい』との意味です。

どの牝馬たちよりも、容姿はもちろん走る姿も一番美しい競走馬になってほしいとの想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ベターストーリー より良いストーリー。 去年1年にリアルは味わったので、それより良いストーリーがあってくれると‥と。

ベッラストーリア 美しき物語
ベッラストーリア（bella storia）はイタリア語での表現になります。ストーリアは母馬のストーリー（英語）からとりました。BELLAは美しいとか綺麗を表し、英語だとBeautifulに当たります。女性の美しさや綺麗さを
表現する時にも使われ、英語圏では女性名の愛称として使われることもあるので、もし、海外への遠征という夢の舞台に立つようなことがあっても親しんでもらいやすい名前であると同時に牝馬であるファニー
ストーリーの16の名前としてとてもいいのではないかと思い応募させていただきました。

ペネトレイト
バスケットボールの用語ドリブルで切り込んで
いくこと

敵馬の間を鋭く切り裂くようなイメージで付けました

ベリーグッドウィン 素晴らしい勝利をつかみ取れ 読んで字のごとくです。良い勝利をつかみ取ってほしい。勝利に恵まれてほしい。転じて、よい運や縁にも恵まれてほしい、という思い。

ベリーラウドラフ 大爆笑(very loud laugh) 母ファニーストーリー(愉快な物語)からの連想でこの名前にしました。皆を笑いで幸せにしてくれる、そんな競走馬になって欲しいとの願いも込めています。

ベルアンジュドレ 黄金の美しい天使(仏） アルファベット表示：bel ange doréなこさんの名字から、父名、栗毛で黄金色に輝く馬体からイメージ

ベルイストワール 素敵な物語Belle histoire（仏語）
母馬のファニーストーリーと父馬のアリュール（魅惑）を加えて、楽しくも素敵な一頭の美しい牝馬の物語を紡いでいけたらと願いました。ただし、過去に同名の馬がおりBelle Histoire(USA)1945年生繁殖牝馬
です。

ベルオール
belle or（仏）素晴らしい黄金。転じてゴールド
アリュールの素晴らしい産駒にという意味。

or(オール)は金・黄金という意味で父馬のゴールドアリュールを指します。d'or（ドール）という表現も考えましたが意味合い的に英語のgolden(ゴールデン）になるそうなので、父馬の名ゴールドのフランス語であ
るorをそのまま使いました。belle（仏）は素晴らしい、美しい、綺麗といった意味を持ち、女性に対して使われる言葉です。ファニーストーリーの16は牝馬で、なかなかの美人さんなので、この言葉を使いました。
また、ユーザーの皆さんや関係者の皆さんに「ベル・ベルちゃん」とか呼んでもらえるかなと勝手に想像しながら応募させていただきました。よろしくお願いします。

ヘルシェイク 地獄を揺さぶるぐらいの応援を受ける競走馬 英語名:Hell Shakeとにかくみんなで応援して盛り上がれる競走馬になってほしい

ペルセポネ ギリシア神話に登場する女神で冥界の女王 競馬界の女王目指して頑張って欲しいという願いを込めて

ベルデューン 鐘 砂丘
ダート馬だった ララベルから ベルを。(ファンだったので) デューンはダートなので砂丘と香水から。ダートで勝って鐘を鳴らすイメージ。女の子らしい 皆から愛されるような  かつ 強そうで 女王のような 気高い
響きだと思うので。

ベルフィーユ
ベル(Belle)はフランス語で『美しい』という意
味で、フィーユ(Fille)は同じくフランス語で『女
の子』という意味です。

牝馬らしいスッキリとした感じの名前をと考え、本馬の容姿から連想し、フランス語で『美しい女の子』という意味の“ベルフィーユ(Belle Fille)”と考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ベルミナス
フランス語で『美しい』という意味のベル
(Belle)＋同じくフランス語で『輝く』という意味
のルミナス(Luminous)を合わせた造語です。

ベルミナス(Belluminous) フランス語で『美しい』という意味のベル(Belle)＋同じくフランス語で『輝く』という意味のルミナス(Luminous)で、オリジナリティがある名前かつ、牝馬らしい美しく華やかなイメージの名
前をと考え、『どの馬よりも美しい輝きを放つような活躍をしてほしい』との想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ベロペロネ 花言葉「おてんば」 おてんば娘みたいな見た目やキャラだと思ったのでコエビソウの別名つけました。ペロちゃん。

ベンガラゾメ 弁柄を用いた染物 毛色が染料の酸化鉄の色に似ている。濁音の強そうな語気と裏腹に牝馬らしい優しい風合いの染め物なため。大井をより一層染め上げてほしい。

ベントー 弁当 大食い娘かもしれない

ホエルン 人名(チンギスカンの母) チンギスカンの母のように苦しい状況にも諦めない強い牝馬になってほしいという願いを込めて。

ホォアナデアルコ ジャンヌ・ダルク(スペイン語) シュシュブリーズの娘「たるこ」からの語感変換。ジャンヌダルクのように周囲への影響力を持つほどの馬になれるように。

ボーイミーツガール 母名からお話繋がり 最後にこの馬が結ばれるところまで見られるようなそんな話になって欲しいと願いを込めて。オリミツの次はボイミツだ、みたいな意味もあり。

ポーチュラカ 花の名前 ポーチュラカの花言葉は『いつも元気』この子がおてんばな元気っ子であることと、これからも元気でいてほしいことから。

ボーテドレ
beauté dorée フランス語で「輝く美しさ」という
意味。

その黄金色(ゴールド)の美しき馬体で見る者を魅了(アリュール)する。

ボーパルバニー クリティカルヒットを放つウサちゃん 大物食いを期待して。

ホープストーリー 希望の物語 オーバーザミリッツくんの名前の由良の限界を超えてほしいという願いとファニーストーリのストーリーを取った名前にしました。みんなの希望をこの馬にと思い、応募しました。

ボーヨミチャン 棒読みちゃん ニコ生配信で使われている「棒読みちゃん」及び、女子高生の抑揚のない言葉遣いをイメージして。

ホーリーグレネード 聖なる手榴弾 並居るライバルの猛ダッシュも爆発的脚力で突き放せ！

ホシアカリ 星の光による明るさ星明かり ナイター競馬で周りを照らすような活躍ができるようにとの思いから。過去同名馬がいましたが、20年以上経過していて後継もいないようなので大丈夫…かな？

ホシスナヒカリ 星砂光 星空の下で、砂の戦場を走る光のように輝く競走馬。私の大井のイメージです。

ポジティブカイザー 積極的な皇帝 皇帝のように強く常に前に行くように

ポジティブモア もっとポジティブに。 企画でも不運が続いてたので前向きに、良いことが起きればと願いを込めて。

ポッチリ 京都の花街言葉で帯留め 女性用の着物の帯締めにつける帯留めという意味ですが、勝利をトメて欲しいという意味で提案しました。また語感のかわいらしさが牝馬に付ける名前としては合っているかと思います。

ホッピンシ－ズン
ホッピン＝ホッピング(跳ねる)＋シーズン(季
節)

跳ねるように沢山の季節を駆け抜けてほしい

ボヌールアリュール 幸せの魅力 アリュールは父の名前から。幸せで魅力的な子になりますようにと考えました！

ホノボノヒメ ほのぼの+姫 競馬ゲームアプリ「ダービースタリオンマスターズ」の第1回公式BC(東京優駿)の優勝馬の名前です。牝馬というのも合っていて、イメージ的にも良いかなと思います。皆から愛される馬になれそうですね。

ホノボノヒメ 伝説のほのぼの牧場事件の馬から。 第一回公式BCで世界王者になったから！

ホホエミゴールド 微笑みゴールド 黄金色の微笑み。母のファニーストーリーと、父ゴールドアリュールから。

ホホエミノバクダン 微笑みの爆弾 母名ファニーストーリーと兄弟名バクハツ、スマートボムシェルより連想。幽遊白書の主題歌でもある。

ホホエミボンバー 笑顔の爆弾。 ファニーストーリーの仔にバクハツがいるということで、それ繋がりで考えました。笑顔が炸裂するような愛される活躍馬になってほしいのと、勢いよく爆走してトップに立ってほしい願いを込めました。

ボムインアヘッド 爆弾＋頭の中 そうか、頭の中に爆弾が！

ホムラチャン 焔ちゃん火属性の女の子 ユーザーの熱意、炎、焔の塊

ポラースシュテルン ドイツ語で北極星の意味 この星を中心に他の星座が回っているように、中心になってほしい（リアダビ企画の目印にもなってほしい）との意味を込めて。

ポリモーグ
鍵盤型シンセサイザーの種類もしくは咀嚼音
から

ポリポリモグモグとよく食べる馬の様子から思い付きました。シンセサイザーの方は後付け。※過去に同名馬無し

ポルカビーナス 踊るように金星(ゴールド)を取るように
お父さんやお母さんの名前のゴールドやファニーをどうにか入れたいなと思いました。金、ゴールドと言う意味でビーナス。楽しく走って欲しいからポルカを考えてポルカビーナスにしました。楽しくきらめく一番
星になってください！頑張って！

ホワイトソックス 白靴下 白靴下をはいているように見える

ボン 兄名からの連想 2文字の馬はあまりいないので、インパクトがあると思ったから。

ホントウノハジマリ リアルダビスタの幕開け オリミツくんで競走デビューできなかったのをこの仔に託して、この仔からリアルダビスタが始まっていくんだよということで。

ポンドショウガッツ 池＋ガッツを見せる 昨年の北海道トレーニングセールアンケート１位で現在３勝を挙げ獲得賞金７１０万円のポンドゼルクに負けないガッツを見せる。元ネタは盆と正月。

ポンドスルー 池＋通して ゴルフに例えて池ポチャをしないように

ポンヌフ フランス語で新しい橋 フランスの首都パリのセーヌ川に架かる橋で、シテ島の先端を横切る2つの短い橋であるが、2つ合わせて1の橋と考えるところから「繫ぐ」を意識して。番組と視聴者をつなぐ橋になる意味を込めて。

ポンポコナ 落語｢寿限無｣の中に出てくる人名 昔、唐土にあった「パイポ」という国の「シューリンガン」王と「グイーリンダイ」后のあいだに生まれ超長生きした双子の姉妹の一人「ポンポコナ」。競走馬として末永く活躍して欲しいと願う気持ちを込めて。

ポンポコピー 落語｢寿限無｣の中に出てくる人名 昔、唐土にあった「パイポ」という国の「シューリンガン」王と「グイーリンダイ」后のあいだに生まれ超長生きした双子の姉妹の一人「ポンポコピー」。競走馬として末永く活躍して欲しいと願う気持ちを込めて。

ポンポンポップ ポンと飛び出す お兄ちゃんたちのようなボム・バクハツよりも、可愛らしいイメージポンポン砲シュシュと対になるようにポンポンをつけました。リアダビ民の大好きなシュシュのようにみんなに愛されてほしい。
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ポンポンルージュ
フランス水兵のベレー帽についている赤いお
守り

ポンポンルージュに触れるとご利益があるとされることから、皆を幸せにするような馬になってほしいという願いを込めて

マーズトゥウェルヴ 火星12号 遠く(頂上)まで飛んで欲しいという願いを込めて

マータセターナ 待たせたな！
様々な事があったリアダビ企画。そこに颯爽と現れた新たなヒーロー！「待たせたな」を外国風にアレンジしました。この馬に任せれば安心となるような活躍を願い、そして、強くたくましく愛される競走馬になっ
てほしいとの願いをこめました。読み方としてはマータ・セターナ。※netkeiba.comで馬名検索被りなし確認済

マイソールソーン 3月25日の誕生花、ジャケツイバラ 誕生日の花であり、この花は小さな花にたくさんのトゲが。可愛い花にはトゲがある･･･

マイティプリンセス
英語で『強い・強力な』という意味のマイティ
(Mighty)＋同じく英語で『王女』という意味のプ
リンセス(Princess)です。

『他馬を圧倒するような強い牝馬(王女)になってほしい』との想いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

マイネームイズマイ 私の名前はマイ 母親の馬名の愉快な物語から踊っている姿を想像して舞という名前をつけました。みんなの心を躍らすような活躍をしてほしいと思います。

マイファニーレディ アメリカのコメディ映画のタイトル 私の（私たちの）ファニーレディーになってほしいから。

マイペイヴザウェイ 私の道を切り開く
父　ゴールドアリュールを直訳すると　ゴールド＝金・黄金　アリュール＝魅力・魅惑母　ファニーストーリーの直訳は　ファニー＝滑稽・面白い・個性的　ストーリー＝物語母父Distorted Humorの意味は　　歪ん
だユーモア総合すると、一般的に比べて個性的だが魅力的な存在。亡くなったシュシュの2018やデビューできなかったオーバーザリミッツといった、マイナスな過去を払拭し「私の魅力で、これからの道を切り
開く」という想いをこめて「マイ」私の(私が)「ペイヴ」切り開く「ザ　ウェイ」道で投稿させて頂きました。よろしくお願いします

マケタラバサシ 負けたら馬刺し ついつい応援したくなる名前

マサルザギトワ
アリーナ・ザギトワに贈られた秋田犬の名前+
ザギトワ

アリーナ・ザギトワちゃんにも応援してもらおう。もちろん俺らもアリーナ・ザギトワちゃんとマサル（秋田犬の牝）応援するから

マジカルストーリー

1頭目のオーバーザリミッツが未デビュー引
退になり、次こそは本当にデビューして欲しく
駆ける姿で観客を魅了しその話がいつまでも
残るように。という思いをこめています。

本気＝マジ　駆る＝カル　重賞で勝ち名前が残る＝話オリミツが引退し今度こそデビューした光景を本気で見たいのとその駆けることで重賞で勝ちリアルダビスタの企画と馬名がいつまでも残るようにと願い
を込めたかった。

マジックレッグ 魔法の脚 魔法にかかったようにレースでどんどん加速する姿を魅せてほしい

マジテンシ 真理（本気＋天使） 本気で可愛い天使のような子

マジョッコゴルァ 魔女っ子+父名の一部 魔女っ子のように翻弄して欲しい南関で活躍した「ララベル」のような強い子にと願いを込めて「ララベル」も父親はゴールドアリュールで社台Ｆ生産馬

マタキタヨ またきたよ どんな状況でも諦めない精神で

マチカネタゾゴハン 待っていたご飯 勝手なイメージですがシュシュのようにご飯が大好きっ子なイメージだったのでこの名前にしました

マックススピード 最速 最速でレースを走って勝利をあげてほしい。

マッチアドナッシン 空騒ぎ（英語） シェークスピアの有名な喜劇「から騒ぎ」から、母親名からの連想。ハッピーエンドな馬生を願って。

マナドレス 蠱惑（仏） 父親が魅力の意味を持つゴールドアリュールなので、人の心をたぶらかすという意味の蠱惑をフランス語で。競馬場のみなさんも、たぶらかされるぐらいの名馬になってくれればいいなとの意味を込めて。

マニアイマーシュ 摩尼愛マーシュ 摩尼(望みをすべてかなえるという珠玉）愛(リスナー愛）マーシュ（通年のハーブ）と「間に合いまーしゅ」の語呂合わせ

マブイゼゴルァ 美しい+父名の一部 やんちゃな美しい馬なので

マヨッタラコノコ 迷ったらこの子！ とりあえず選んでおけば間違いない！そんな馬にナルノデス

マランスリアン 面白い笑顔 ファニーヒストリーのファニーとニコニコ動画のニコニコをフランス語にしました。

マリアテレジア 歴史上の人物の名前から
　綺麗な子でイメージ的に女帝マリア・テレジア的な印象を受けました。　才色兼備で子沢山っていう面が縁起はいいと思うので選ばせていただきました。　今生存する人物ではなく、歴史上の人物であれば過
去にもいるので可能だと判断しました。

マリアリア 女性名＋独唱曲 オペラにおけるアリアのように、激しくそして美しく輝く1頭になってほしい。

マリンカ 可愛らしい女の子のあだ名 とってもキュートな名前にしたかったので。

マルーンビューティ 栗色の美 本馬の美しい栗毛から連想。マルーンという発音も可愛らしく、本馬にピッタリだと思います。

マルクパジュドオロ フランス語で「金の栞」
親のファニーストーリーから連想して物語のページを区切る栞を名前にしました。栗毛の綺麗なおんなのこに、リアルダビスタ物語へ良い蹄跡を残してもらいたいです！（あと、某サウンドノベルシリーズがすき
なんです……）

マロスターダスト 栗（毛）の流星を表しました
シンプルに外見の特徴である栗毛と額の白斑が流れ星のように見えるところから命名させていただきました。また流星のような速さと輝きを持てますようにとの願いも込めています。マロンですと少々語呂が悪
いのでこのように短縮いたしました。

マロマロマロン 栗色のマロン 可愛い名前がいい

マロンシャンティ ケーキの名前。栗のお城とも。 栗毛から連想。ケーキでもある名前ですが、シャンティとは、クリームの意味の他に元々フランスのお城の名前だそうです。お城を建てられるくらい稼げたらいいな！(笑)

マロンシンデレラ 栗毛のお姫様 この馬を初めて見たときに、栗毛のきれいな馬体で品のある顔立ちが印象的でした。そしてこの企画と共にシンデレラストーリーを歩んでいってほしいと思い考えました。

マロンソックス 栗毛の靴下 この馬の毛色とソックスをはいたような脚からイメージしました。

マロンメジェール 栗（仏）＋じゃじゃ馬（仏） じゃじゃ馬のように、牡馬にも負けないような走りで暴れまわってほしい。

マンカイノエガオ 満開の笑顔。 多くの人に満開の笑顔を届けられる仔になってほしい。

マンバケン 万馬券 万馬券を当てる馬になって、大きなレースでも持ってる力を見せて欲しい

マンプクガール 万福＋少女 「万福」　数えきれないほどさまざまな幸福ファニーストーリの１６のこれからの馬生に多くの幸福があらんことを願っています。

ミアストラーダ
イタリア語で『私の』という意味のミア(Mia)＋
同じくイタリア語で『道』という意味のストラー
ダ(Strada)です。

『いかなるものにも左右されることなく、一進に自分の道を突き進んで行くような芯の強い競走馬になってほしい』との想いから、ミアストラーダ(Mia Strada)＝私の道、と考えさせていただきました。よろしくお願
い致します。

ミエルテノヒラ 手の平が見える状態を意味しています。
様々な情報を公開しながらも勝負の世界に身を置くリアルダビスタの象徴になれたら、と思って「手の平が見える＝手の内を明かしている」というような雰囲気で名前を考えてみました。女の子っぽい名前でも
強そうな名前でもないのですが・・・ややネタ枠に入れて欲しいです。

ミオソティス 勿忘草 勿忘草の花言葉「私を忘れないで」から、人々の記憶に残るような競走馬になることを願って。

ミストラルエール
フランス語で北風や季節風を意味する
「mistral」と羽根や翼を意味する「ailes」

風にのるようなイメージでどんどん加速してほしい。英語の「yell」にもかかっているので、みんなに応援してもらえるような、そしてそれに答えるような走りをしてほしい

ミズホノカガヤキ 稲の穂の輝き 父ゴールドアリュールのゴールドから黄金色といえば稲穂だろうと思い、みずみずしい稲穂を表す瑞穂を連想した。

ミダイサマ 御台所様＝御台様の意味 　大井競馬(東京)から江戸幕府や女性の有力者を考え御台所様をイメージしました。　デビューし大井屈指の名牝となり、その後繁殖の世界に上がれるようにという願いも兼ねて選んでみました。

ミチルサイゼン 満ちる（アリーナ）最前列
最前列争いが起きるほど人気放送になってほしいという願いと、競馬場でも応援の人でごった返すほどの人気馬になってほしいという気持ちから。　ミチル、が女の子っぽくて可愛いのと、ミチルサイゼンのサ
にアクセントを置くと何となくドイツ語っぽい響きになるのも面白いかなと思います。

ミツノゴールド オリミツ+父馬の名前 オリミツの無念を晴らしてくれ

ミツファニー (オリ)ミツ＋ファニー オリミツとファニーの合わせ名なんとなくはちみつっぽい

ミツメテ 見つめて 牧場や厩舎での様子を見つめていたい

ミテミテコッチ 見てて！という気持ち 見ててくれたら頑張れる！という馬の気持ち。

ミテルヨウ

ニコニコで皆がみてるよう、もかねますが、漢
字にすると「美み」「輝てる」「妖よう」と将来、
妖しく美しく輝く牝馬になって頂きたく命名しま
した

昔、奇面組と言う漫画がありまして。好きだったのでそれの名前もじりでニコニコ「みてるよう」で裏にはこんな漢字もあるよ、てきに考えさせて頂きました。

ミナニコール 皆にっこりする
ミナ・ニコールという外国女性っぽい響きとみせかけて皆、ニコる（ニコニコのニコる機能プラス、ニコニコする）という駄洒落ですが、みんなで応援して笑顔になれる、そんな子になってほしいなあという願いを
込めて。　皆に、コール、と区切ると「ヘイアリーナぁ！盛り上がってるうぅーー！」「いええええい！」という感じもしていいかなと思いました。

ミニーゴー 3月25日の読み替え サンデーサイレンスやメイショウドトウ、ディープインパクトなど名だたる競走馬と同じ誕生日なのでつけました

ミニーゴールド ミ・ニ・ゴ：3月25日ゴールド：父名から ミニーちゃんでかぶるが、誕生日を名前にする＋顔が父親に似ている

ミニナロイラ 金髪の娘（ポルトガル語：Menina loira） ファニーストーリー１６の全体的な印象で「金髪のお嬢さん」のイメージから語感の良いものを選びました。

ミニヨンヒストリエ 可愛らしい物語 母のファニーストーリーからストーリーを取って、それをフランス語にするとヒストリエになる。可愛らしい牝馬であることから、フランス語の形容詞ミニヨンをとって、ミニヨンヒストリエ。

ミニョンフィーユ mignon fille＝可愛い女の子 皆に可愛がられる良い馬になるように。

ミュルブランシュ 白いミュール フランス語で白いミュール。どう見ても履いてるのはミュールよりはブーツなんですが、ミュールのほうが語感がかわいいので。

ミライヘノトビラ 未来への扉 ゴールドアリュールから一部をもらい（ドア）次への一歩へという期待を込めて

ミラクルクルミル ミラクル+来る+見る ミラクルが起こってほしいし、その瞬間を見てみたいと思ったので。

ミラノミラノミラノ イタリアの都市名×３ 元プロレスラーミラノコネクションATの入場曲から

ミリオンオーロラ 百万の極光 父のゴールドアリュール(黄金の魅力)と母のファニーストーリー(愉快な物語)が結ばれ、多くの人達の心を照らすオーロラの様に輝く事を願い、命名しました。

ミリオンマター
マターは物質の他にも問題という意味もあ
る。何百の問題を乗り越えて、相手への壁に
なって欲しいから

最強の馬とは相手から見たら強敵である。だがしかしそれを乗り越えようとする敵もまた必須である。壁を乗り越え、新時代を切り開くための壁にもなって欲しいから

ミルクアイスバー 棒牛乳アイス 足の白いとこがそれっぽいので

ミロヨヴィーナス 見ろよ女神 勝利の女神の目に留まって沢山買ってほしい。

ミワクノオトメ 魅惑の乙女 父親であるゴールドアリュールからアリュール（魅惑)をとり、牝馬なので乙女としました。

ミワクノクツシタ 魅惑の靴下 父名のアリュール→魅惑＋四白→靴下のイメージで。脱げかけの左前がチャーミング？

ミワクノモノガタリ 魅惑の物語 両親名から連想魅力的な物語を描いてほしいという願いから

ミンストレルイズン 吟遊詩人(英)+北欧神話の女神
母ファニーストーリーからの連想で、語り部であるミンストレル(Minstrel：吟遊詩人)父ゴールドアリュールからの連想で、北欧神話において黄金のリンゴの管理人である女神のイズンとしました。母系を見ると、
連想で繋がれてきているので、本馬もそれに倣うのはどうでしょうか。

ミンナエガオ 皆　笑　顔 母のファニーストーリーから。本馬に携わる人達全員が、笑顔になれるような活躍を願って。

ミンナオレノオカゲ 起こった出来事全て、俺のおかげ。 勝っても「ミンナオレノオカゲ」と自信に。負けても「ミンナオレノオカゲ」と謙虚に。傲慢さと責任感を併せ持ったスーパースターになってほしい。

ミンナニユメミセテ みんなに夢を見せてほしい。 ユーザーと本馬に関わる人すべてに夢を見せてほしいので。

ミンナノストーリー 皆で紡ぐ競馬物語（母名から連想） みんなで育てるリアルダービースタリオンに因んでみました。

ミンナノストーリー 皆んな+ファニーストーリー せっかくこういう企画なので知らない人にもっと知ってもらえるような名前がいいと思って。

ミンナノストーリー みんなの物語。母名の一部より みんなでリアルダビスタを築いてゆく

ミンナノツバサ 読んで字のごとく真面目に考えました。 リアルダビスタを支える人々、リスナーの翼であって欲しいから

ミンナノネガイノセ みんなの願い乗せ みんなの願いを乗せ、無事にレースを走ってほしいという願いを込めて。

ミンナノヒロイン
ニコニコユーザー皆の(ミンナノ)のヒロイン(女
主人公)という意味

ニコニコユーザー皆の競走馬である牝馬はまさにヒロイン。一度聞いたら忘れないシンプルかつインパクトのある名前は全てのの人に親しまれ愛されるでしょう

ミンナノファニコ みんなの+ファニー(母名から)+子 みんなに愛される競走馬になって欲しいので

ミンナノモノガタリ 皆の物語 この子と視聴者全員で紡いでいく「みんなの物語」

ミンナミテテネ みんな見ててね ニコニコ動画や競馬場でみなさんに会えて見てもらえる、活躍の多い期待される馬になってほしい。

ムーディキャサリン 雰囲気いいキャサリン ダサい感じと可愛らしさ。

ムービーバン 爆発的な動き 「爆発力のある動き」と「動画削除」のダブルミーニング。個人的には前者の意味で大いに期待したい。

ムカンノテイオー 無冠の帝王 無冠でもいい！日が当たらずとも実力がある陰で頑張ってる俺らのようにたくましく育ってほしい

ムテキノファニコ 無敵のファニ子 強い子に育って欲しい思いを込めました

ムムム 蜀の武将の格言？ 何がむむむだ

メイウェンティ 問題なし（中国語） 無事競争生活を送れますようにとの願いを込めて

メイクアグッデイ Make a good day 良い一日を！

メイクユースマイル あなたを笑顔に ファニーストーリーからおかしな話はあなたを笑顔にする

メークストーリー make（つくる）＋story（物語） ここからみんなでつくっていくストーリー。ストーリーは母馬名から。

メカハウ ハワイ語で「新しい出発」と言う意味 競走馬として新しい踏み出しの第一歩として成長してほしいという願いを込めて。

メグミン 天の恵みを受けた女の子 語感がかわいいから

メシガウマイ 飯が美味い 沢山食べていい馬体を作れるような子になってほしい

メニーフラワー 大井（多い）の花 大井の花となってほしいという願いから。フラワーは複数形じゃなくていいのだろうか？という葛藤あり。

メリーカナリア 楽しい(母名より)＋金糸雀色(見目、父名より)
母馬・ファニーストリーのファニーから連想して、楽しいという意味合いのメリー(merry)を。ファニーストーリー16の栗毛の馬体、また父馬の馬名より金糸雀色のカナリア。どうかその競走馬人生を楽しく駆け抜
けその美しい栗毛の馬体を他ならぬ競馬場で輝かせてほしいという願いを込めた。

メリーゲート
“笑う門には福来る”の英語表記“Fortune 
comes in by a merry gate”から

“笑う門には福来る”の英語表記がその由来です。ニコニコの企画ということで笑顔に近いニュアンスの言葉を選びました。さらに母ファニーストーリーのファニー(＝面白い)から転じて笑顔つながりになってい
ます。レースのスタートはゲート。その最初の場所が、彼女にとってそして皆さんにとってメリー(＝楽しい、素敵)な瞬間であって欲しいという願いを込めさせて頂きました。大勢のユーザーや関係者の皆さんの
思いを束ねてデビューし、勝ち負けを超えて笑顔を呼び込むシンボルの様な馬になって欲しいと思います。

メリーフロイライン 愉快な(英語)お嬢さん(ドイツ語) 母系の名前を参考に考えてみました。元気な性格らしいし(笑)繁殖に上がった時でも、(未婚の)お嬢さんｗ

メルクリイソウルズ Mercurius Souls（水星の魂）
水の星と言う美しい名前と太陽に最も近い灼熱の惑星の二面性を持つ「水星」常温でも液体で居られる唯一の金属「水銀」美しい馬体と、走る事に関して誰にも負けない情熱という二面性をその名前に込め
て。

メレホオイポイポ セレナーデ
メレ ホオイポイポ（Mele ho'oipoipo）はハワイの言葉でセレナーデ（女性や恋人のために演奏される楽曲や情景）を指す言葉として使われます。牝馬であるファニーストーリーの16のイメージに合う意味であり
なおかつ実況で聞いたら忘れられないインパクトのある名前になるかなと思いますし、多くの皆さんに名前を覚えてもらって人気が出れば、色々還元できるものが増えるのではないかと思います。

メロディー 旋律 この馬の足音が奏でる旋律は、皆を心地良くし幸せに導いてくれることでしょう。
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モウカッタ 儲かる＋もう勝った 偉大なる砂の女王ゼニヤッタをもじってモウカッタ

モウコタン 蒙古タンメンの妖精(馬) 蒙古タンメンのように燃え上がるような走りで楽しませてほしい！親しみやすく、多くの人に憶えてもらえるように可愛い名前にしました。名前から興味をもって楽しんでほしいです。

モウレツ 猛烈 猛烈にゴールまで駆け抜け、猛烈にファンを盛り上げてほしい。

モエトリコ フランス語で「言葉と編み物」 言葉を編んで作るのが物語という事でファニーストーリーからの連想で考えました。萌え～虜？　それも面白かろう！

モエモエキュン 萌え萌えキュン ニーソックス→メイドから連想しました。メイド喫茶でメイドさんが料理にかけるおまじない「美味しくな～れ、萌え萌えキュン」から。可愛いらしく親しみやすそうなので。

モギリキップ 捥り+切符 オグリキャップっぽくて速そうだから

モクゲキ 黙劇、目撃
両祖父の「Silence（沈黙）」と「Humor（ユーモア）」から…「パントマイム（黙劇）」。言葉は無くとも、その走りで表現してくれればいい。また、その姿をニコ動や競馬場でも「目撃」してもらいたいとの願いを込め
て。

モチコ ある牧場の番犬の名前から みんなが大好きなモチコです

モチコサイキョウ そのまんまですw アライグマやアオダイショウを撃退する最強の番犬です

モチベーション やる気、刺激(英語:Motivation) やる気満々な走りを期待して。またこの子の存在が皆のモチベーションに繋がるような存在になって欲しいので。

モッシェイスト
庄内弁で、楽しい、面白いを基にした造語で、
楽しい、面白い人

アルファベット表示：mossyeist社台馬ということで、日本語を使いながらも外国語のような可愛い、かっこいい響きの馬名を作りたかったので。

モットモットモット もっと 勝利、声援、食料への飽くなき欲望を表しました。

モトカラオリミッツ 圧倒的な牝馬 オリミツの無念(意味深)を晴らしたい。

モノッソイハヤイ ものすごい速い ものすごい速い

モヒモヒ 馬が人参を齧る時の擬音 人参をかじる時の顔が可愛いので

モモガドンブラコ 昔話の一文 誰もが知る「面白い物語」（ファニーストーリー）であることから

モモムスメ 桃の花＋娘
桃は古くから鬼や悪魔を退散させる魔除けの力があるとされ、桃の節句は女の子の成長と幸福を願うものですそれにあやかって、彼女に悪いことが起きず、成長と幸せが訪れますように桃の花言葉には『天
下無敵』があり、強い馬になってくれることを期待しています

モモモノモチコ
桃の節句、女の子のお祭りのひな祭りより連
想。

もちこさんかわいいよね。

モルトスプリント
イタリア語のいっぱいという意味の「Molto」+
英語の全力疾走の意味の「Sprint」

競馬場で全力疾走する姿をいっぱい見たいという願いを込めて。スプリンターだと短距離に限られそうなので広い枠組みで出走できるようにスプリントにしました。

モンドデュレーヴ Monde du Reve夢の世界(フランス語) 世界でも活躍するような競走馬になってほしい

モンブラン モンブラン(栗のケーキ) 栗毛だからモンブラン(山)のように頂を目指して欲しい

ヤキビーフン 焼きビーフン たまに買うとおいしい（ダブルミーニング）

ヤジュウセンパイ 王道を往く 野獣先輩のように王道を歩んでほしいから。

ヤジュウセンパイ
野獣+（ほかの馬を率いて先頭に出るという意
味）先輩

野獣のような力強い走りで先輩のようにほかの馬を率いてゴールまで駆け抜けていく馬になってほしい為。

ヤジュウセンパイ
野獣の如く走り、先輩のような強さを持った馬
になってほしいから

この一匹の馬に強くなってほしいから

ヤスイシ
馬刺しにならない様頑張って欲しいという意
味を込めて

詳しくはshu3の動画でsm27796521

ヤダモン 嫌だもん♪ 競争は好きだけどゲートなんか大嫌い！す、素直に収まってなんかあげないんだからねっ！っていう感じ、どうすか？

ヤマグチメンバー 山口メンバー 酒は飲んでも飲まれるな

ヤマブキイロノカシ 山吹色をしたお菓子 ゴールドから連想

ヤマブキヒメ ヤマブキ＋姫 ヤマブキ色の美しい馬体に、牝馬なので姫を付けましたまたヤマブキの花言葉は「気品」「崇高」そして「金運」で、ゴールドアリュール（黄金の魅力）が連想できます

ヤヨイチャン 三月生まれの馬なので サヤカチャンが頑張っていますのでそれに習って三月生まれなので命名しました。

ユアエンジェル 君は天使だ(英語:You're Angel) 天使みたいに綺麗な子なので。また、公開調教の時は荒々しい走りでしたが、いつか、天使が飛んでいるかのような走りを見せてくれるよう祈りをこめて。

ユアソーファニー あなたは面白い 母馬のファニーストーリーからファニーをあやかって。お母さんのファニーストーリーも面白い馬だったので、この子も立派な競走馬兼ニコ生主になれるようにと思い。

ユイ 結
人と人 馬と馬 馬と人 いろんな繋がりがありそしてこうした縁で繋がったファニーストーリーの子 ここから競馬界にいろんな繋がりをもって競馬の新しい見方 ギャンブルとして考えがちな所から馬と言う素晴ら
しいものを結びつけていくため

ユーザープレミアム プレミアム会員 プレミアム会員になりましょう！

ユウショウカップ 優勝カップ、です たくさん１着をとって、副賞に優勝杯がもらえるような活躍に期待して

ユーモアストーリー 心を和ませる愉快な物語 競走馬の裏事情の暗闇を吹き飛ぶほどの愉快な物語を築いて欲しいという願いを込めて、悲しみを乗り越え笑顔へ変えてくれる馬となって欲しいです。

ユーモアリュール 父名+母父名から連想 馬房定点でのかわいらしくおかしな姿や、競馬場での活躍する姿で見ている人を和ませる存在になってほしいから

ユニークストーリー 面白い話 話題に事欠かない企画の馬らしいレースをしてくれることを願って

ユニコヴィーダ スペイン語。直訳すると「唯一の命」
この企画で命の大切さを再確認できたので。ファニーストーリーの16には競走馬として、また将来、繁殖牝馬として命を次の世代へ繋いでもらいたい、という思いを込めて。あと、ニコニコのニコも入っててわか
りやすいと思う。

ユニコーンテイル 伝説に残るような物語を紡いでもらいたい
ユニコーンは力強く勇猛で馬よりも速く走れる･･･らしい(wikipediaより)そんな伝説のユニコーンのように、強く速く走ってほしいテイルはお母さんのファニーストーリーのストーリー(物語）と同じ物語の意味で。そ
れと尻尾のテールと掛けてみましたｗ伝説に残るようなレースをしてほしい。その角でどんなものでも突き通すように、どんな困難にも打ち勝ってほしいそんな願いを込めました。

ユメカウツツカ
古今和歌集より。「夢の中のことなのか現実
に起こったことなのか」

夢の事か現実なのか、驚くような走りを見せてほしいという願いを込めて。また古今和歌集のように時代を越えて多くの人に覚えられ、愛されてほしいという願いも込めています。ファニーストーリーから童話や
古くからある話を連想し、古い時代の言葉を選びました。言葉は時代と共に消えたり新しく生まれたりしますが、千年以上経っても残っているものはあまり多くないと思います。ファニーストーリー2016の走る姿
がたくさんの人の記憶に、そしていつか繁殖入りし血統が末永く残ることを強く願っています。（JBISサーチで同名の馬がいないのを確認済みです）

ユメカワファニー
夢をもたせてくれる、かわいい、そして最近流
行りのユメカワ系な女の子、親の名前のファ
ニー

「ファニーストーリー」という名前を聞いて最近流行りのユメカワ系のイメージが有るなと思いました。夢をもたせてくれる、かわいい、そしてユメカワな女の子の意味合いに親の名前のファニーを付けました

ユメキボウ 夢希望 今までの子達の夢と希望を乗せて走っていただきたいから

ユメチャン 夢ちゃん みんなの夢をのせて走ってほしい

ユメデオワラセナイ 夢で終わらせない このまま夢、幻で終わらせずに実現して欲しいとの希望を込めて

ユメトキボウノヒメ 夢と希望の姫 リアルダビスタを見守る全ての人の「夢と希望」の「お姫様」的存在の子なので。カッコイイ名前や可愛い名前も考えましたが、ストレートにそのまま名前にするのも伝わりやすいかと思いました。

ユメノカヨイジ 夢の通い路 夢を実現する為の道。

ユメノソノサキ 夢のその先 リアルダビスタは競馬のリアルを本当に教えてくれました。まずは元気に出走してほしいという思いと「その先」に見える夢を願って命名しました。

ユメノツヅキ 夢のつづき この企画が実現した夢と、この企画をこれからもつづけようという意味を込めて。

ユメノハナミチ 夢の花道。花道を夢みて。 花道を飾れる仔になってほしい。

ユメハプライスレス 夢の価値は無限大。 名言ですから。しかもカタカナ9文字「Yumewa Priceless」ローマ字でも16文字。名言から生まれる馬名があってもいいと思います。

ユメミセガール 夢を見せる女の子 みんなに夢を見せてくれる子になるように。

ユメミセテアゲル 馬一人称で「夢、見せてあげる」 馬の一人称で。ユーザーと関係者に「夢、見せてあげる」。

ユメミセテヤンヨ みんなの夢が走ります。 地方競馬っぽい馬名を考えたらなぜかこうなってしまった。[Yume Miseteyannyo]17文字でパリ協約もクリア。

ユメミライ 夢＋未来 大きな夢と明るい未来を目指して。

ユメミルチカラ 夢みる力 勝利という夢を常に見させてほしい

ユリカモメ 東京都の鳥
大井を拠点とするなら東京都の鳥で女の子らしい名前にしました覚えやすいしユリとカモメでどちらも女の子らしい名前で語呂も良いですし、以前使われたいた馬は中央3勝を上げています。（1983年～1984
年在籍）

ユルーリュタン 幸せ＋小悪魔(妖精) 幸せを運ぶような馬になってほしいという願いと、本馬の小悪魔的なイメージから。

ヨアケノハナ 夜明けに咲く花
競馬界のリアルを見せられる出来事が続いてはしまいましたが、この馬がきっと夜明けに咲く花のように希望をもたらす存在になってくれるのではないか、と思ったので。イタリア語（アルバフィオーレ）でも応募
しましたが、日本語そのままでも響きが良いかなと思ったのでこちらも応募させて頂きます。

ヨイシラセニコニコ 良い知らせにニコニコ笑顔になる。 1年目はハードな内容が続いたので、2年目は、デビュー⇒勝ち上がりと良い知らせが続いて、みんなでニコニコした笑顔になりたいので。ニコニコも入れてみた。

ヨウシタンレイ 容姿端麗、整っていて美しい様 本馬の四白流星の見た目から連想

ヨウスガヘンデス 様子が変です こうならないことを祈って

ヨクキタネ
「よく来たね」この子をよく見に来てくれたねと
いう意味を込めて

レースを放送でも現地でもこの子を見によく来てくれたねと意味を込めて。リアルダビスタの仲間としてよく来てくれたねという意味。

ヨクキタネ よく来たね 人気薄でも掲示板にのろうの精神で

ヨクキタネ よく来たね 歓迎の言葉

ヨンカクソノママ 4角そのまま 立派な逃げ馬になってずっと画面に映っててもらいたい

ライアンハワード 人名より 大きなレースを勝ってほしい

ライジングヘリオス 昇る+ギリシャ神話の太陽神 父名より、ゴールドは輝かしい色なのでそこから太陽に関するものを連想。理由：かっこいいから

ライトチェスナット 明るい栗色 毛色から連想したストレートな名前。ツヤのある明るい色の馬体であるから。

ライトノベル 若者向けの娯楽小説 母親の名前を生かす方向でStory⇒Novelとひねってみました、ラノベのごとく皆様に親しまれる子になってもらえれば。

ライトハーテッド 英語で「快活」 リアルダビスタを見ていると、この子はおてんば娘というようなコメントがあったので「快活」を意味する名前にしてみました。元気に競走生活を送って欲しいという願いを込めて。

ライブインエアー 放送中 いつも元気に放送中！

ラヴィサンフィーユ うっとりするような女の子 本馬のイメージから

ラヴコメディ 恋愛喜劇。母名から連想。 みんな大好きラブコメ。お約束の展開から紆余曲折あり最後はレースで勝って大円団になってほしい。また馬名に「ヴ」が付くと強い説もあるので。

ラウフェンパルフェ
ドイツ語の走るを意味する「laufen」とフランス
語で完全なという意味の「parfait」

完璧な走りで大差勝ちをする姿を見てみたい。カテゴリが上がったとしても名前の通りの活躍をしてほしいという願いも込めて。

ラウロシンフォニア 栄光・勝利の合奏曲
イタリア語のラウロ(lauro)は月桂樹という意味で、月桂冠などで使われることから勝利の象徴、栄光の象徴という意味合いもあります。　シンフォニア(sinfonia)はギリシア語の「syn-（一緒に）」+「phone（音）」を
語源とするイタリア語で、元来は漠然と合奏曲を意味する言葉であるといわれていることから、多くのユーザーや牧場・厩舎関係者の皆さん、ドワンゴの皆さんなど多くの方の願いを一緒に乗せて走って活躍
してほしくてこの言葉を選び、二つの意味を繋げて上記の意味になりました。

ラグランデエポック 映画「喜劇の黄金時代」の原題より 母ファニーストーリー父ゴールドアリュールから連想される映画タイトルを拝借しました。

ラスタージュエル
英語で『輝き・きらめき』という意味のLuster＋
同じく英語で『宝石』という意味のJewelです。

牝馬らしい美しく華やかなイメージの名前をと思い、『いつまでも色褪せることのない美しい宝石のようにきらめき、光輝き続けるような活躍を願い』、ラスタージュエルと考えさせていただきました。よろしくお願
い致します。

ラストストーリー 最後の物語 父のゴールドアリュール産駒がラストクロップなので。

ラズモネ とんでもない、ものすごい 東北の方言「らずもねえ」から。らずもねえ馬になってくれ！

ラッキーゴールド 幸運＋金 ゴールドアリュールのゴールドから文字を取り、なおかつ千葉皿ブレットセールで購入できたのは、ラッキーだと思いそのまま名前にしたいと思いました

ラッキーストーリー 幸運+母名の一部より 物語が永遠に語り継がれるように。ラッキーな勝利を１勝でもあげれるように。

ラッキーソックス 幸運の靴下 足のソックスが印象的だったので、幸あれ！！との願いから。

ラッキービースト 「幸運の獣」の英訳 「ビースト」の力強い語感に、縁起担ぎの意味を含めて「ラッキービースト」としました。カッコイイ

ラッキーリリック 幸運の抒情詩
本馬のセリでの画像を見て思わず「この馬はきっと運を持っている」と思い、怪我がないように願いを込めて名付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れ
ました。

ラックブートガール 幸運を起動させる女の子 みんなに幸運を運んでくれるように。

ラッコント 『ものがたり』：イタリア語

飛び入りで参加します調べると母『ファニーストーリー』から1頭の馬が物語の様に活躍することを願ってイタリア語のものがたりという意味の『ラッコント』にしました加えてファニーは面白い・滑稽という意味が
あり日本では芸能が有名で芸能の「コント」という意味が理解されているので認知され易いかなと思いこれにしました。「ものがたり」と芸能の「コント」色々な意味が重なっていいかなと思いましたペルシアンナ
イト・シンハライトスワーヴリチャード・アエロリットなどなどトの付く馬にはＧ１馬が多くトで締めると響きにも奥行きがあり早熟ではなく持続して成長し本格化して活躍する事も重ねて願っています言葉の力も借
りながらと思いました当馬の活躍を期待しています

ラッコント イタリア語で物語母親の名前から連想 母ファニーストーリーの名前から物語をぬきだしました。やはり母親に関連している名前がいいかなと思いました。

ラッヘン ドイツ語で「笑顔」（Lachen） この馬に関わった皆さんを笑顔にしてほしいから

ラディアントテール radiant(光り輝く)＋tale(物語)
父と母それぞれの名前をもとに、この子の歩む道が語り継がれる物語となるようにとの願いを込めてこの名前を考えました。ちなみに「テール」はtale(物語)とtail(尻尾)両方の意味を持たせています。先頭を走
り後続のお馬さんたちに輝く尻尾を見せ付けるようなレースを期待します(笑)。

ラフィナートピエデ
ラフィナート(Raffinato)はイタリア語で『お洒落
な』という意味で、ピエデ(Piede)は同じくイタリ
ア語で『足元』という意味です。

本馬の『白靴下のおしゃれ女子』というフレーズから連想し、彼女の特徴的な“おしゃれな足元”を馬名に現しました。おしゃれな足で優雅に駆け抜けて欲しいと想います。よろしくお願い致します。

ラフィンストーリー 陽気な話 Laughin' Story陽気（ニコニコ）な話。リアルダビスタの陽気な話の中心になってくれー

ラフカットジュエル 荒削りの宝石
これからデビューするファニ子…二年目のぼくらまだまだ荒削り　これからひとつずつ勝ってこの子のもつ宝石を輝かせる　僕らリアダビ民もこれからいろんな馬と出会い競馬界を輝かせていくため　思いつき
ましたひとりひとりがもつ競馬への輝きを眩しくしていきたいから

ラフカットダイア
ラフカット「荒削りの」＋ダイア「ダイアモンドの
略称」

まだまだどんな馬なのかわからないいわば「荒削り」の状態だけれどもここから磨きに磨いて美しく輝くダイアモンドになって欲しいとの思いからこの名前を考えました。
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ラブコメディ

Love Comedy（和製英語）母馬名「ファニース
トーリー（Funny Story）」から連想。日本にお
ける漫画、アニメ、ドラマ、小説等のジャンル
の一つ。

分かりやすく親しみやすい、niconicoにおいても鉄板？の漫画やアニメ等のジャンル。その「ラブコメ」のように、愛される競走馬になってほしいという願いを込めて、この競走馬名を提案させていただきます。宜
しくお願いいたします。

ラフターレフト 笑いは左へ 笑い（コメント）をバシバシ鞭打つように書き込んでこの馬を応援しましょう。

ラブファニコ
母名から連想。愛される馬になってほしいと
いう願いから。

単純にファニ子を応援する気持ちを込めた。ラブとファニ子の間に♡（ハート）を入れたい。語呂もいいかなと思った。

ラブリーギャル 可愛い顔で誰からも愛されるおてんば娘 ブロマイドというものがあるならば人気が出そうな可愛い容姿で、また、気性が一筋縄ではいかないところがあるおてんば娘ということらしいので。

ラブリーソックス かわいい靴下 みたまんまで

ラブリープロローグ 素敵な序章
母馬ファニーストーリーから命名。番組内で色々と不運な事が続いたがこの仔からいよいよ素敵な物語の始まりを期待、願いを込めて。またラブリーには美しいや愛らしいの意味もあるので牝馬のこの仔に
ぴったりだと思う。

ラブリーリリック 可愛い抒情詩
本馬のセリでの画像を見て思わず「可愛いなあー」と叫びました。それくらいみんなに愛される存在になってほしいと願って付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良
かったので入れました。

ラペル
ラペル(Rappel)はフランス語で『カーテンコー
ル』の意味です。

カーテンコールのように、大きな舞台で拍手喝采を浴びるような活躍をしてほしいとの願いを込めて考えさせていただきました。よろしくお願い致します。

ラム 牡羊座にちなんで この子の誕生日が牡羊座なのでラムにしました。過去に居ない名前で覚えやすいかなと

ララティーナ 女性の名前
地方競馬所属であれば数を走ってナンボなので某脳筋クルセイダーのように打たれ強すぎるくらい屈強な馬になってくれたらと。。。笑
http://dic.nicovideo.jp/t/a/%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A
3%E3%83%BC%E3%83%8A

ラレーヌデフルール 女王の花(フランス語) 美しく強くあってほしいと願いを込めて。目指せ女王！

ラン Run!（走れ！） 「ランラン（Run Run）」だと楽しそうに走る感じがして良いかなぁと思ったけどこれはまるでパンダの名前かな？って感じがしたので…ここは2文字で勝負！「ランちゃん」かわいいでしょ！

ランディジョンソン
元プロ野球選手ランドール・デイヴィッド・ジョ
ンソンから

飛ぶ鳥も落とす勢いで出世してほしい。

ランドマイン 土や地面＋私のもの
ダートを我が物顔で走る姿を期待する。またlandに（土）＋mineに（掘る）があり、土を掘るように砂煙をあげて走る姿も連想。ちなみに誰かwの「兄がバクハツなので、インパクトのある名前がいいかと。たとえ
レースで負けても」というコメントから→ジバク？（それはアカンとコメが）→ゴバク！…は英語でフレンドリーファイア（誤射・誤爆）なんで1文字多い→自分でやらかす＝地雷を踏むから「地雷＝landmine」になっ
たとかならないとか…。

リアダビストーリー みんなで見守るリアルなダービーストーリー やはりニコニコ見ているみんながお父さんであり、お母さんであると思うので、みんなで見守れる名前にしました。

リアリィファニー 超おもしろい・超ウケル
ファニー（funny）は母親の名前から、それにリアリィ（really）を付けることで日本語訳が超オモシロイとか超ウケルという意味になるという事なので、輝くたてがみと4本ソックス、公開調教での走りっぷりから、な
かなかのキャラクターを持っていそうなファニーストーリーの１６にちょうど良いのではないかと思い命名しました。

リアリーファニー 超おもしろい 母ファニーストーリー(笑い話)からの連想。リアルダビスタのrealが入って良い感じじゃないですか？(really fanny)

リアリオン リアルダービースタリオンから文字って リアルダービースタリオンから文字って

リアルゴールド 現実+父の名前の一部 現実を見せてくれる企画名の一部と父親の名前の一部から

リアルスギテスマン リアル過ぎてスマン！ 競馬業界のリアルを体を張ってみんなに伝える生き証人！涙なしには語れないその馬生を刮目するんだよおおおお

リアルストーリー 競走馬の一生を紡いでいくと言う意味
リアルダビスタが始まり、シュシュの娘の死、先代の競走馬になる事の断念と、悲しい事が続いていますが、だからこそのリアルダビスタなのです。その思いから、ファニーストーリーにはそのリアルなストー
リーを、まずは競走馬として紡いでほしい。だからこそリアルストーリーと命名しました。

リアルストーリー 現実の物語。
リアルダービースタリオンの「リアル」、ファニーストーリーの「ストーリー」から名前をもらいました。リアルダービースタリオンの物語が「ここから改めて始まるんだ」という想いと「みんなの思い描いた夢（物語）を
実現していこう」という想いを込めています。

リアルストーリー リアルな物語 この馬と共に、リアルな競馬の世界を突き進もう

リアルストーリー あるがままの物語
ここに至るまで、特に2018年に入ってからのリアルダービースタリオンには様々な試練が襲ってきました。しかし、その結果、2頭目の即戦力競走馬としてファニーストーリーの2016を手にするという喜びにも出
会いました。これからも直面するであろう現実とそこにある奇跡と喜び悲しみ、そして引き継ぎ繋ぐであろう血脈から物語を冠して「リアルストーリー」と思い至り提案させていただきます。

リアルストーリー 現実の物語、親名から連想 これはゲームではなく現実の物語だからです。

リアルダビコ リアルダービスタリオン+子 みんなの思いが詰まってる名前だとおもいます。

リアルダビスタ 企画名から そろそろ、本気を見せていく感じで

リアルデストロイ 現実(企画名の一部)+破壊 現実を見せ付けていく企画名の一部と破壊的な強さを持ち合わせた競走馬に育ってほしいという願いから

リーヴルパピヨン フランス語で「自由な蝶」 なんとなく。可愛い名前にしたかったから。

リーストコンテニユ フランス語で「物語は続く」という意味

シュシュブリーズの初仔が亡くなり、２歳馬のオーバーザリミッツも引退してしまったリアルダビスタ　リスタートとなった２年目の２歳即戦力としてファニーストーリの１６には、この企画がずっと続いていく希望に
なってもらいたいと思います。　そこで、おかあさんのファニーストーリーからストーリーをもらい、シュシュのフランス語にあやかって　L'histoire continue　（意味：物語は続く）からとってみました。　９文字に収め
るのがちょっと苦しいですが　リーストコンテニユ　　競走馬として繁殖としてこの馬が繋ぐ物語をずーっと見ていたい、そんな思いを込めました。　まずは無事にデビュー、そして初勝利、競走馬としての活躍、
そして引退して藤沢牧場で繁殖生活へ。ずっとずっと物語（番組）が続いて欲しいという願いも込めて

リードトゥローマ
All roads lead to Rome(全ての道はローマに
通ず)から抜粋

ローマ帝国の全盛時代、世界各地からの道が首都ローマに通じていたことから、物事が中心に向かって集中することのたとえとしていう。後年、馬の血統をたどればこの馬に通じるというような名牝系に育っ
てほしいとの願いを込めました。

リーフムーンルーペ 葉＋月＋ルーペ
英語表記　Leaf Moon Loupe本当に世の中の文字は小さすぎて読めなーい！！と、ご不満をお持ちの方々にも快適に応援して頂けそうな名前です。競馬新聞の文字は小さいですからね＾＾耐荷重は90Kg斤量
も大丈夫そうです。ハズキルーペだーい好き♡

リーンオン 傍にいて（頼りにする）
リーンオン(Lean On)は「頼る」という意味合いですが、少し噛み砕いて「傍にいて」というようなニュアンスでこの名前を考えました。競走馬としてはもちろん、リアルダビスタの所有馬として長い間身近な存在で
あり続けてくれるよう願っています。

リオグランデ

アメリカ合衆国のコロラド州から流れ出しメキ
シコ湾へ注ぐ川である。スペイン語で、リオ (R
ío) は川を意味し、リオ・グランデ (Río 
Grande) は、「大きな川」という意味。（した
がって、「リオ・グランデ川」は、重言になる。）

スペイン語もたまにはいいかとそれに名前がかっこいい呼び易いなどいいことづくめ

リカーストーリー 再び走り出す物語
recur:ラテン語で「再び走る」英語では回帰、再発する、回想されるなど色々ありました。現実の厳しさを思い知りました。頓挫しかけたこの企画は石崎さん含め色々な方々の尽力で再び走り出そうとしていま
す。皆の期待を背負って競走馬への道を走り出すこの子にこの名を。また厳しい現実が再発するかもしれません。今でもタル子のことを回想すると涙が止まりません。でも我々は、この物語は再び走り出しま
す。この子と一緒に！

リキッドラック
ハリーポッターに出てくる金色の魔法薬フェ
リックス・フェリシスの別名「幸運の液体」の英
語直訳。

幸運な競走馬人生を歩んで欲しいと思い、幸運入りの名前を考えてみました。母馬名のファニーという単語は「体の具合が悪い」という意味にも使われることがあるので、この馬名ならばお薬投与で無効化で
きると思います。ちなみにフェリックス・フェリシスはラテン語で幸運の幸運という意味です。

リスタート 再出発 企画としても再出発であり、今後の試練にも負けず何度でも走り出す強い馬になって欲しい。呼び名は「リス」。

リスドール フランス語で「黄金のユリ」 父ゴールドアリュールの馬名から連想しました。植物のユリ（百合）のような可憐さを馬名に込めました。※ちなみに某日清製粉の商品に「リスドオル」というのがあるため、通るかどうか判りません。

リスナーアンケート 視聴者投票 この企画は節目節目にアンケートを行い、本馬も視聴者のアンケートによってえらばれた馬だから。

リスナーノユメ リスナーの夢 リアルダビスタのリスナーみんなの夢をのせて競馬場で走ってほしいと願いをこめて

リセマラ ゴールを目指して走り続ける
目標に向かって走り続けてほしいという願いを込めて。※ソシャゲにおいてゴール（＝納得いくキャラを出す）を目指して、走る（＝リセットとインストールを繰り返す）行為をリセットマラソン、略して「リセマラ」と
呼ぶ。

リトルワンダー ちょっと不思議、ちょっとした驚き 小さな体でも驚きの走りを見せてほしい。

リニューアルファー
両親の名前（「アリュール」と「ファニー」）の文
字を入れ替えて作ったアナグラム

①企画を「リニュー」（更新）するために必要なプラス「アルファ―」な存在②「リニューアル」した「ファー」（瀬瀬さんの冬毛）のような美しい毛並み③略すと「リ アル」になる

リバーカイシサキー 川＋開始＋サキー 川の流れの始めになっていずれは凱旋門賞馬のサキーのような名馬になってほしい

リバイブストーリー 英語：「盛り返す物語」 リアルダビスタでは悲しい出来事が続いたので、この子をきっかけにいい流れにして欲しいという意味で応募します。母系の「ストーリー」を活かしました。

リビアルスダタ リビア留守だった リアルダビスタのアナグラム。

リファニコル リ（再）＋ファニコ＋ニコる ニコる復活を記念して

リブート 再始動 昨年度のオリミツ君が競走馬引退、タルコも亡くなり企画的には、再始動といったところから

リベルタリア 自由の国 自由の女神のような日本の象徴となってほしい。

リボンノオンナノコ リボンの女の子 可愛らしい女の子を連想させるような名前にしてみました

リボンラクシュミー
リボン+インド神話の美と富と豊穣と幸運を司
る女神（仏教では吉祥天）

シュシュの妹分であること、リアルダビスタに唯一足りない『幸運』を是非とも賜りたいという事からこの名前を考えてみました。あと、ファニー（おかしい）は「feel a little funny（ちょっと体の具合が悪い）」と、体
調がおかしい場合にも使用されるので回避しました。

リミッツザハート
先日、無念の引退を余儀なくされたオーバー
ザリミッツの名前の一部＋心(Heart)『限界を
越えるような強い心』という意味。

先日、無念の引退を余儀なくされたオーバーザリミッツの想い・魂を心に、いくつもの限界を越えるような心、突破するような強さを持った競走馬になってほしいとの想いを込めて考えさせていただきました。よろ
しくお願い致します。

リミットブレイク 限界を壊す オーバーザリミッツより連想限界以上の走りを見せてほしいから

リミットレスガール 無限の(力を持った)少女 競走馬として走る事無く引退したオーバーザリミッツ。その意志を継いでくれる彼女にこの名を送りたいのです。

リリィ 花のユリ(英語 父親のアリュールからの連想で・美女の形容、歩く姿は百合の花から・花言葉洗練された美など名前を略して言うのは好きではないので短い名前にしました

リリィ
ロックバンド「ミッシェルガンエレファント」の楽
曲

あえて自分が好きなバンドの一番好きな曲を馬名に推します。この曲の様な疾走感で大井を沸かしてくれればと思います。

リリーオブザバレー 丘の上のユリの花 好きなアーティストのアルバム名から

リリーカチューシャ ユリのカチューシャ 闘病中の知り合いがりりななのでそれをあてて女の子っぽい名前にしました

リリックエレガンス 英語で「優雅な抒情詩」 馬体は華奢だけど、優雅な走りをしてほしいという意味を込めて付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

リリックエレガント 英語で「優雅な抒情詩」 馬体は華奢だけど、優雅な走りをしてほしいという意味を込めて付けました。残りのリリックは某牧場の顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

リリックリリー 百合の抒情詩 百合のようにお淑やかな競走生活を送ってほしいという願いを込めました。リリックは某顔の大きい馬からですが、名前の響きが良かったので入れました。

リントシテカレン 凛として可憐 見たときの佇まいと白ソックスの可愛さ若干小柄だけどキリッとした感じをイメージしました

リンリンクイーン 凛とした女王 「凛々」には勇ましいや凛々しいという意味があります。何より「リンリン」という言葉の響きがかわいい。愛称はもちろんリンリンです。

ルイズ 誉れ高き戦い（フランス語） 人々の記憶に残り、後世にも語り継がれるような誉れ高き戦い（レース）を見せて欲しいので。最近の活躍馬に3文字馬名が多いとのことで、同じく3文字で考えてみました。

ルーサン ルーサン ルーサンをたくさん食べてほしいから

ルールルルル 動物を呼び寄せる掛け声 毛色がキツネ系なので呼びやすそう

ルシアンルレッテ 危険な賭け（ラテン語） 生まれ来る馬の３割が走ることもできず消える競走馬の世界を思い、考えつきました。不穏な名ではありますが、逆に負の世界を意識することで光が見えることもあるかと思います。

ルナフレイヤ 月+北欧神話の女神の名前 女神や月のように美しく

ルフレアメニタ 光＋魅力
ルフレ　フランス語で光沢、反射という意味。光り輝いてほしいという願いと美しい栗毛の馬体から連想。アメニタ　イタリア語で楽しい、魅力などの意味を持つ。両親の馬名の意味から連想。この馬に関わるみ
んなの思いを受け継いで、光り輝いてほしいという願いを込めて。

ルミエールティアラ Lumière Tiara（フランス語でティアラの光）
いつかレースを勝ち抜いて、優勝の暁にはティアラ（女性なので王冠クラウンではなく、ティアラとしました）を戴冠して欲しいと言う思いから。あとは響きが女の子っぽい名前が良いかと思い、父馬母馬からの
名前を敢えて引き継がずに考えてみました。

ルリ ラピスラズリの和名 天然石の意味として　幸運のお守り　こうしてレース出れる幸せ　そこから応援してくれるみんなに幸せを運んでくれる　そんな馬になって欲しい

ルルリラ 鼻歌を口ずさむ様子
鼻歌は機嫌の良い時に自然と出てしまうものだと思います。鼻歌を歌うように気分良く走って欲しいなという思いを馬名しにました。響きも可愛いですし何より覚えてもらいやすいと思います。人に覚えてもらい
やすい名前にしてたくさんの人の記憶に残ればいいなという目論見もあります。

レイカチャン ・。・v 相武紗季似のJDがモデルなの・。・

レイジオブルイン 破滅の怒り 単騎でそのレースを壊せる(誰がみても一目瞭然で1位がわかるような競馬という娯楽の上で内容的につまらない試合を作ってしまう)そんな圧倒的な強さを見たいから

レイズアンドコール ポーカーより。コインが積みあがっていく様 勝ちを積み上げてほしい

レイトチャージ 遅すぎるタックル 出遅れも何のその！直線一気の猛チャージで追い込んでくるその姿は、自分の意志とは思えない何か特別な指示があったに違いない。

レインブーツ 雨靴 長い靴下をはいたおしゃれな姿から連想しました。悲しいこと（雨）が続いた後でも力強く進んでいけるようにと願いをこめました。

レーヴストーリー レーヴフランス語で夢。ストーリー＝物語 夢を持って競馬という世界の物語を作ってほしいから。

レーヴプレリー 夢＋草原　フランス語 前回　ワロタ大草原を参考にもっとかっこよくしてみました　オリミツ君の夢を背乗って行って欲しいので後を託す意味をもって夢を入れてみました。あとは大草原が不評をだったので払拭して欲しい

レオーナ メスライオンの意味 肉食系オシャレ女子を目指してほしい。

レクエルド スペイン語で「思い出」 みんなの思い出に残るようなレースを作っていけるように

レコードダンス 記録+踊り ボンネビルレコードのように的場文男騎手と共に大レースに勝ってほしいから

レジーナプロミッサ イタリア語で「約束された女王」
皆の期待を一心に受けて落札されたファニーストーリーの16はゴールドアリュールの娘としての名声はもちろんですが、あのディープインパクトと誕生日が同じ！これはもう競走馬としては生まれながらの女王
様だと思います。競馬初心者としては詳しいことはわかりませんがセールスポイントを強調してみました。

レスィアミュゾン 面白い物語(フランス語) 母親のファニーストーリーから拝借しました。面白いストーリーを作ってほしいということです。

レスィドロール 面白い物語(フランス語) 母親のファニーストーリーから拝借しました。面白いストーリーを作ってほしいということで。

レスプリデラマリエ 花嫁の心残り（仏語：L'esprit de la mariée）
縁あってニコ動の新ヒロイン（花嫁）に迎えられたファニーストーリー２０１６のはにかみ戸惑う様子を動画で見てなんとなく意味深な名前を思いつきました。年齢を重ねた当馬が懐かしく過去を振り返る機会を
無事得られますように。

レットイットビー なるがままに ビートルズの楽曲名。辛い事も沢山有るだろうけれど、最後は成るがままに。その道の先が明るい物で有る事を願います。

レンダーバッフェ パルパレオスの竜 サラマンダーよりずっとはやいから
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ロードオブローズ 薔薇の君主 薔薇のように美しくなって欲しいから

ローレルリース 月桂冠 一位をとって月桂冠をかぶれるように

ローングブレス 長く吐く息。 とにかく健康で息の長い活躍を願い長さを強調しました。競馬でも最後まで長く脚を伸ばせるように。

ロケットパンチ ロケットパンチ 一度飛び出したら相手（ゴール）目指して一直線！しかも戻ってくる！

ロシアンルーレット 拳銃を使ったあのゲーム 皆で選んだこの馬が１発の当たりであると信じて。

ロタシオンオーロ スペイン語で黄金回転 ゴールドアリュールの金と、某レース漫画の黄金の回転をそのままｗむっさ凄いパワー出そうな気がします。

ロッカドーロ 黄金のがちょう（伊）
父ゴールドアリュールから「黄金」、母ファニーストーリーから「童話」を連想してグリム童話の「黄金のがちょう」から名前をとり、イタリア語の"L'Oca d'Olo"としました。真摯に競馬に向き合うリアルダビスタとファ
ニーストーリーの16に幸運が訪れることを願っています。

ロマンフルーヴ 大河小説（仏）roman-fleuve
大河小説のように大きな物語になることを信じて。リアルダビスタ物語の1ページになることを信じて。「競馬は人生の縮図であり内容の詰まった小説である」というヘミングウェイの言葉をリアルダービースタリ
オン最初の動画でも引用していたので。

ロマンリアライズ 夢の実現 母馬、ファニーストーリーのストーリー「物語」より。人生に物語を見るならばそれは夢であり、または浪漫ともいえる。そんな夢やロマンが現実になるようにと願いを込めて。

ロムシャルマン フランス語で魅惑的な人 父や母のように競馬ファンを魅了する馬になってほしいと願いをこめて

ロムファシナン フランス語で魅惑的な人 父のように競馬ファンを魅了する馬に成長することを願って

ロリポップ
ペロペロキャンディー、棒付きキャンディー(英
語:Lollipop)

ファニ子の擬人化した姿を妄想していたら、棒付きキャンディとか好きそうな子になったので。

ワーアンファング 本当(ドイツ語)+始まり(ドイツ語) オーバーザリミッツの故障、シュシュブリーズの子の悲しい別れとなかなかスタートを切れないリアルダビスタ。これが本当の始まりだ、そんな思いをぎっしり込めて名付けました

ワーズトゥスマイル 笑顔になる言葉 母のファニーストーリーから。本馬の活躍が、関わる人々に笑顔を運ぶよう願って。

ワクテカライブ 「ワクテカ」＝期待できる　「ライブ」＝生放送
これからの馬の活躍にワクテカ＝期待しながら、他のユーザーの皆さんとともに、ニコ生を通して見守っていこうという思いから、この名前を考案しました。また、ファニーストーリー（面白い物語）の子供として
の、ワクテカライブ（期待の生放送）という意味もあります。

ワスレモノナシ 忘れ物なし 四足きちんとソックスを履いているので。

ワタシガンバルヨ 私、頑張るよ 意味通りです。

ワタシニカケテ 賭けて(優勝レイを)掛けてなど 賭けて欲しいな、勝って欲しいな

ワタシハココヨ 私はここよ。 多くの人に注目される仔になってほしい。

ワタシマツワ 私待つわ オレハマッテルゼのパクリ

ワライマショーネ 笑いましょうね みんなで笑えるように。

ワラウ 笑う niconicoで選ばれた馬なのでシンプルに、３文字大物馬の期待を込めて「ワラウ」。勝っても負けても何があっても最後には笑顔をくれると思います。

ワラウカド 笑う門。母名より連想 笑う門には福来たる。この子が皆に福を呼び込んでくれると信じて。母名のファニーストーリー、そしてニコニコの馬であることから思いつきました

ワロスキンチャン ﾜﾛｽｗ＋金＋愛称「ちゃん」 母ファニーストーリー（滑稽な物語）からﾜﾛｽｗ父ゴールドアリュールから金アストンマーチャン、カレンチャン、ラブミーチャンら強い牝馬にあやかり、語感を整える意味でも最後に「ちゃん」

ワロスダイソウゲン 笑うｗｗｗｗｗ ニコニコらしい名前

ワロタダイカッサイ 笑顔で大喝采 皆で大喝采がしたいです

ワロタダイダッソウ 放馬から連想 やんちゃ娘で放馬ファミリーですからこの娘もやってくれる事でしょう。ワロタダイソウゲンよりヒントを頂きました。ネタ枠

ワロテンカ
関西の方言で、「笑ってください」「笑ってほし
い」(母名からの連想)

女の子だし、今回は肩の力が抜けた感じの名前がいいと考え、これを思いつきました。この仔の活躍で、企画に参加しているみんなが笑顔になれますように、という願いも込めています。あとこれなら、「テンカ
ちゃん」などの愛称もつけやすいかなぁと思ったり思わなかったり。・・・え？　Ｎ○Ｋの朝ドラのタイトル？　知りませんねぇ(すっとぼけ)。

ワンエイトミリオン 頑張って１８００万でセリ落としました。
４回目となるとネタに走ってしまいます。名前的にはそこまで悪くはなくていいかと思います。知ってる人だけが理解してくれればいいかなって感じです。実況で１８００万がきたーとか言ってもらいたいですね。
これは完全にネタの名前なので他の名前からでもいいですよ。さすがに４回も募集してると決める側も大変なのでこのくらいにします。

ワンエイトミリオン 頑張って１８００万でセリ落としました。 何通か送った中で途中経過でこれが反響があったので送ります。オリミツの時もネタ枠でコメが選ばれてたので楽しみです。

ワンダフルコメディ 素晴らしい喜劇 父親のユーモアや母親のファニーから連想したコメディー、そして素晴らしい活躍を期待してつけてみました。

ワンチャンアルデ one＋チャンス＋あるで（関西弁）
社台のお嬢様…ダート王ゴールドアリュールの娘……社台拘りの血統（ずっとゴールドアリュールを配合することに拘っている）………何より、2016年の生産頭数6,903頭の中からたった1頭リアルダビスタの仲
間に選ばれた！これもきっと何かの縁に違いない！これはワンチャンあるで！！！とうことで「ワンチャンアルデ」いかがでしょうか。

ワンナインヨンヨン 1944万（税込） ワンエイトミリオンだと税抜で正しくないかもしれないので訂正してみました。名前としては微妙な感じもしますがネタで攻めることにします。

ワンホールショット 百発百中 狙った的は外さない!

ンヌュテォマョ 無い 読みづらさ重視

巧克力

身体全黑！一看是一匹好马！但是对于吃
货来说，黑色emm当然是像巧克力啦哈哈哈
哈！名字可愛ぃw也祝取得好成绩啦www（好
像并没有什么意义）

我印象中觉得黑马都是很厉害的！取名为巧克力是因为，看见这马吃草的时候有点呆滞的感觉，不知道为什么就想到巧克力了！接着是觉得巧克力这个名字很可爱！！感觉很能让人一听到就记住了
这个名字（吃货的想法w）

二コファニーチャン いつもニコニコみんなに笑顔を ニコニコからニコと　お母さんからファニーと女の子なのでちゃんを合わせました


