
平成３０年１月９日 

ＪＲＡ報道室 

 

 

お 知 ら せ 

 

 

「２０１７年度ＪＲＡ賞」各部門受賞馬の決定について 

 

 

  本日１２時よりＪＲＡ本部（東京都港区）で「『２０１７年度ＪＲＡ賞』受賞馬選考委員会」を行い、

記者投票の結果（別紙参照）に基づき年度代表馬、競走馬各部門の受賞馬を以下のとおり 

決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

○競走馬部門 

年度代表馬      キタサンブラック  （栗東・清水  久詞 厩舎） 

最優秀２歳牡馬    ダノンプレミアム  （栗東・中内田 充正 厩舎） 

最優秀２歳牝馬    ラッキーライラック （栗東・松永  幹夫 厩舎） 

最優秀３歳牡馬    レイデオロ     （美浦・藤沢  和雄 厩舎） 

最優秀３歳牝馬    ソウルスターリング （美浦・藤沢  和雄 厩舎） 

最優秀４歳以上牡馬  キタサンブラック  （栗東・清水  久詞 厩舎） 

最優秀４歳以上牝馬  ヴィブロス     （栗東・友道  康夫 厩舎） 

最優秀短距離馬    レッドファルクス  （美浦・尾関  知人 厩舎） 

最優秀ダートホース  ゴールドドリーム  （栗東・平田  修  厩舎） 

最優秀障害馬     オジュウチョウサン （美浦・和田  正一郎厩舎） 

 

※ 調教師・騎手部門の各部門受賞者は１月４日（木）に発表しております。 

 

 

※「２０１７年度ＪＲＡ賞授賞式」は、１月２９日（月）１７時００分から、都内のホ

テルで行います。 



順位 馬名 合計票数 順位 馬名 合計票数

1 キタサンブラック 287 1 キタサンブラック 290

2 オジュウチョウサン 3 合　　計 290

合　　計 290

順位 馬名 合計票数

順位 馬名 合計票数 1 ヴィブロス 194

1 ダノンプレミアム 275 2 アドマイヤリード 49

2 タイムフライヤー 13 3 該当馬なし 42

3 ルヴァンスレーヴ 1 4 クロコスミア 2

3 ワグネリアン 1 4 ミッキークイーン 2

 合　　計 290 6 レッツゴードンキ 1

合　　計 290

順位 馬名 合計票数 順位 馬名 合計票数

1 ラッキーライラック 290 1 レッドファルクス 264

合　　計 290 2 ペルシアンナイト 16

3 該当馬なし 6

4 アドマイヤリード 2

順位 馬名 合計票数 5 イスラボニータ 1

1 レイデオロ 289 5 セイウンコウセイ 1

2 キセキ 1 合　　計 290

合　　計 290

順位 馬名 合計票数

順位 馬名 合計票数 1 ゴールドドリーム 261

1 ソウルスターリング 162 2 コパノリッキー 28

2 モズカッチャン 120 3 サウンドトゥルー 1

3 アエロリット 4 合　　計 290

4 ディアドラ 3

5 レーヌミノル 1

合　　計 290 順位 馬名 合計票数

1 オジュウチョウサン 289

2 該当馬なし 1

合　　計 290

最優秀障害馬

２０１７年度ＪＲＡ賞　記者投票　集計結果（投票者２９０名）

年度代表馬 最優秀４歳以上牡馬

最優秀２歳牡馬
最優秀４歳以上牝馬

最優秀２歳牝馬 最優秀短距離馬

最優秀３歳牡馬

最優秀ダートホース
最優秀３歳牝馬



２０１７年度ＪＲＡ賞 受賞馬プロフィール 

 

○年度代表馬・最優秀４歳以上牡馬 

 キタサンブラック （牡５歳） 

  父 ：ブラックタイド 

  母 ：シュガーハート 

  馬 主 ：(有)大野商事 

  調教師 ：清水 久詞（栗東） 

  受賞騎手：武 豊 

  生産者 ：ヤナガワ牧場 

  2017年度成績   ：６戦４勝 

  2017年度総獲得賞金：８０９，３４０，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：大阪杯（ＧⅠ）、天皇賞（春）（ＧⅠ）、天皇賞（秋）（ＧⅠ）、 

有馬記念（ＧⅠ） 

 

○最優秀２歳牡馬 

 ダノンプレミアム （牡２歳） 

  父 ：ディープインパクト 

  母 ：インディアナギャル 

  馬 主 ：（株）ダノックス 

  調教師 ：中内田 充正（栗東） 

  受賞騎手：川田 将雅 

  生産者 ：ケイアイファーム 

  2017年度成績   ：３戦３勝 

  2017年度総獲得賞金：１１１，７９９，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：朝日杯フューチュリティステークス（ＧⅠ） 

 

○最優秀２歳牝馬 

 ラッキーライラック （牝２歳） 

  父 ：オルフェーヴル 

  母 ：ライラックスアンドレース 

  馬 主 ：(有)サンデーレーシング 

  調教師 ：松永 幹夫（栗東） 

  受賞騎手：石橋 脩 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2017年度成績   ：３戦３勝 

  2017年度総獲得賞金：１０２，８２０，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：阪神ジュベナイルフィリーズ（ＧⅠ） 

 

 

 



○最優秀３歳牡馬 

 レイデオロ （牡３歳） 

  父 ：キングカメハメハ 

  母 ：ラドラーダ 

  馬 主 ：（有）キャロットファーム 

  調教師 ：藤沢 和雄（美浦） 

  受賞騎手：Ｃ．ルメール 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2017年度成績   ：４戦２勝 

  2017年度総獲得賞金：４１４，０５２，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：東京優駿（ＧⅠ） 

 

○最優秀３歳牝馬 

 ソウルスターリング （牝３歳） 

  父 ：Frankel 

  母 ：スタセリタ 

  馬 主 ：(有)社台レースホース 

  調教師 ：藤沢 和雄（美浦） 

  受賞騎手：Ｃ．ルメール 

  生産者 ：社台ファーム 

  2017年度成績   ：６戦２勝 

  2017年度総獲得賞金：１８７，６８０，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：優駿牝馬（ＧⅠ） 

 

○最優秀４歳以上牝馬 

 ヴィブロス （牝４歳） 

  父 ：ディープインパクト 

  母 ：ハルーワスウィート 

  馬 主 ：佐々木 主浩 

  調教師 ：友道 康夫（栗東） 

  受賞騎手：Ｊ．モレイラ 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2017年度成績   ：４戦１勝（内海外１戦１勝） 

  2017年度総獲得賞金：４５９，２２８，０００円（内海外４２１，４３６，０００円） 

  2017年度の主な勝鞍：ドバイターフ（Ｇ１） 

 

 

 

 

 

 



○最優秀短距離馬 

 レッドファルクス （牡６歳） 

  父 ：スウェプトオーヴァーボード 

  母 ：ベルモット 

  馬 主 ：（株）東京ホースレーシング 

  調教師 ：尾関 知人（美浦） 

  受賞騎手：Ｍ．デムーロ 

  生産者 ：社台ファーム 

  2017年度成績   ：５戦２勝 

  2017年度総獲得賞金：２１３，４３２，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：スプリンターズステークス（ＧⅠ） 

 

○最優秀ダートホース 

 ゴールドドリーム （牡４歳） 

  父 ：ゴールドアリュール 

  母 ：モンヴェール 

  馬 主 ：吉田 勝己 氏 

  調教師 ：平田 修（栗東） 

  受賞騎手：Ｍ．デムーロ 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2017年度成績   ：５戦２勝（内地方・海外３戦０勝） 

  2017年度総獲得賞金：２０３，１３８，０００円（内地方・海外２，２５０，０００円） 

2017年度の主な勝鞍：フェブラリーステークス（ＧⅠ）、チャンピオンズカップ（ＧⅠ） 

 

○最優秀障害馬 

 オジュウチョウサン （牡６歳） 

  父 ：ステイゴールド 

  母 ：シャドウシルエット 

  馬 主 ：(株)チョウサン 

  調教師 ：和田 正一郎（美浦） 

  受賞騎手：石神 深一 

  生産者 ：坂東牧場 

  2017年度成績   ：４戦４勝 

  2017年度総獲得賞金：２１５，７２９，０００円 

  2017年度の主な勝鞍：中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）、中山大障害（Ｊ・ＧⅠ） 

 



調教師・騎手部門成績 

（ＪＲＡ最多勝利騎手、ＪＲＡ最高勝率騎手、ＪＲＡ最多賞金獲得騎手以外の数字は、地方競馬指

定交流競走、海外指定競走の数字を含む） 

 

１、調教師部門 

 ○最多勝利調教師 

   池江 泰寿    ６３勝 

 

 ○最高勝率調教師（延べ１００頭以上出走） 

   中内田 充正   ０．２１４ 

 

 ○最多賞金獲得調教師 

   池江 泰寿    １８億４８４８万８９００円 

 

○優秀技術調教師 

堀 宣行 

   ※勝率、１馬房あたりの勝利度数・獲得賞金・出走回数の得点により決定 

 

２、騎手部門 

 ○ＪＲＡ最多勝利騎手 

Ｃ．ルメール   １９９勝 

   

 ○ＪＲＡ最高勝率騎手（騎乗２５０回以上） 

Ｍ．デムーロ  ０．２５７ 

 

 ○ＪＲＡ最多賞金獲得騎手 

   Ｃ．ルメール  ４１億４６２２万００００円 

 

 ○ＭＶＪ 

   Ｃ．ルメール 

   ※勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の得点により決定 

 

○最優秀障害騎手 

   石神 深一 

※障害競走の勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の得点により決定 

 

 ○最多勝利新人騎手（３０勝以上） 

   該当者なし 

 

 



 ２０１７年度ＪＲＡ賞 受賞馬選考委員会 委員名簿  

 

 

東京競馬記者クラブ代表       小林 正明 

 

    〃             野村 英俊 

 

民放競馬記者クラブ代表       渡辺 和昭 

 

     日本競馬新聞協会代表        松井 淳二 

 

         〃             村上 和巳 

 

     関西競馬記者クラブ代表       井上 達也 

 

         〃             伊嶋 健一郎 

 

     中央競馬関西放送記者クラブ代表   檜川 彰人 

 

 

 

２０１７年度  投票有資格者内訳 

 

北海道競馬記者クラブ        ６名 

        福島競馬記者クラブ         ４名 

        新潟競馬記者クラブ         ３名 

        東京競馬記者クラブ       １１２名 

        民放競馬記者クラブ        ３２名 

        日本・東京競馬新聞協会      ３０名 

        中京競馬記者クラブ        １１名 

        関西競馬記者クラブ        ５６名 

        中央競馬関西放送記者クラブ    １７名 

        日本競馬新聞協会 関西支部    １５名 

        九州競馬記者クラブ         ４名 

合計           ２９０名 

         


