
２０１９年１月８日 

ＪＲＡ報道室 

 

 

お 知 ら せ 

 

 

「２０１８年度ＪＲＡ賞」各部門受賞馬および特別賞の決定について 

 

 

  本日１２時よりＪＲＡ本部（東京都港区）で「『２０１８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および特別賞を

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      アーモンドアイ   （美浦・国枝  栄  厩舎） 

最優秀２歳牡馬    アドマイヤマーズ  （栗東・友道  康夫 厩舎） 

最優秀２歳牝馬    ダノンファンタジー （栗東・中内田 充正 厩舎） 

最優秀３歳牡馬    ブラストワンピース （美浦・大竹  正博 厩舎） 

最優秀３歳牝馬    アーモンドアイ   （美浦・国枝  栄  厩舎） 

最優秀４歳以上牡馬  レイデオロ     （美浦・藤沢  和雄 厩舎） 

最優秀４歳以上牝馬  リスグラシュー   （栗東・矢作  芳人 厩舎） 

最優秀短距離馬    ファインニードル  （栗東・高橋  義忠 厩舎） 

最優秀ダートホース  ルヴァンスレーヴ  （美浦・萩原  清  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） 

 

○騎手部門 

 特別賞        武 豊 

 

 受賞理由：ＪＲＡ通算４０００勝という前人未到の大記録を打ち立てた功績を評価 

      したため。 

 

※ 調教師・騎手部門の各部門受賞者は１月４日（金）に発表しております。 

 

 

※「２０１８年度ＪＲＡ賞授賞式」は、１月２８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 アーモンドアイ 276 1 レイデオロ 212

合　　計 276 2 ファインニードル 45

3 該当馬なし 10

4 ミッキーロケット 4

5 レインボーライン 3

順位 馬名 合計票数 6 ゴールドドリーム 2

1 アドマイヤマーズ 153 合　　計 276

2 サートゥルナーリア 123

 合　　計 276

順位 馬名 合計票数

1 リスグラシュー 265

順位 馬名 合計票数 2 該当馬なし 8

1 ダノンファンタジー 275 3 ディアドラ 2

2 該当馬なし 1 4 ジュールポレール 1

 合　　計 276 合　　計 276

順位 馬名 合計票数 順位 馬名 合計票数

1 ブラストワンピース 114 1 ファインニードル 274

2 ワグネリアン 88 2 ステルヴィオ 2

3 ルヴァンスレーヴ 69 合　　計 276

4 エポカドーロ 3

5 ステルヴィオ 1

5 該当馬なし 1 順位 馬名 合計票数

合　　計 276 1 ルヴァンスレーヴ 274

2 ケイティブレイブ 1

2 ノンコノユメ 1

合　　計 276

順位 馬名 合計票数

1 アーモンドアイ 276

合　　計 276

順位 馬名 合計票数

1 オジュウチョウサン 228

2 ニホンピロバロン 42

3 該当馬なし 5

4 アップトゥデイト 1

合　　計 276

最優秀障害馬

年度代表馬 最優秀4歳以上牡馬

最優秀３歳牝馬

最優秀２歳牡馬

最優秀２歳牝馬

最優秀３歳牡馬

最優秀４歳以上牝馬

最優秀ダートホース

最優秀短距離馬

２０１８年度ＪＲＡ賞　記者投票　集計結果（投票者２７６名）



２０１８年度ＪＲＡ賞 受賞馬プロフィール 

 

○年度代表馬・最優秀３歳牝馬 

 アーモンドアイ （牝３歳） 

  父 ：ロードカナロア 

  母 ：フサイチパンドラ 

  馬 主 ：（有）シルクレーシング 

  調教師 ：国枝 栄（美浦） 

  受賞騎手：Ｃ．ルメール 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2018年度成績   ：５戦５勝 

  2018年度総獲得賞金：７１２，４２３，０００円 

  2018年度の主な勝鞍：桜花賞（ＧⅠ）、優駿牝馬（ＧⅠ）、秋華賞（ＧⅠ）、 

ジャパンカップ（ＧⅠ） 

 

○最優秀２歳牡馬 

 アドマイヤマーズ （牡２歳） 

  父 ：ダイワメジャー 

  母 ：ヴィアメディチ 

  馬 主 ：近藤 利一 氏 

  調教師 ：友道 康夫（栗東） 

  受賞騎手：Ｍ．デムーロ 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2018年度成績   ：４戦４勝 

  2018年度総獲得賞金：１３２，５４７，０００円 

  2018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 

 ダノンファンタジー （牝２歳） 

  父 ：ディープインパクト 

  母 ：ライフフォーセール 

  馬 主 ：（株）ダノックス 

  調教師 ：中内田 充正（栗東） 

  受賞騎手：Ｃ．デムーロ 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2018年度成績   ：４戦３勝 

  2018年度総獲得賞金：１０３，４１７，０００円 

  2018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 

 ブラストワンピース （牡３歳） 

  父 ：ハービンジャー 

  母 ：ツルマルワンピース 

  馬 主 ：（有）シルクレーシング 

  調教師 ：大竹 正博（美浦） 

  受賞騎手：池添 謙一 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2018年度成績   ：６戦４勝 

  2018年度総獲得賞金：４３１，５０８，０００円 

  2018年度の主な勝鞍：有馬記念（ＧⅠ） 

 

○最優秀４歳以上牡馬 

 レイデオロ （牡４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 

  2018年度成績   ：５戦２勝（内海外１戦０勝） 

  2018年度総獲得賞金：３９１，４９８，７００円（内海外３３，７７０，７００円） 

  2018年度の主な勝鞍：天皇賞（秋）（ＧⅠ） 

 

○最優秀４歳以上牝馬 

 リスグラシュー （牝４歳） 

  父 ：ハーツクライ 

  母 ：リリサイド 

  馬 主 ：（有）キャロットファーム 

  調教師 ：矢作 芳人（栗東） 

  受賞騎手：Ｊ．モレイラ 

  生産者 ：ノーザンファーム 

  2018年度成績   ：７戦２勝（内海外１戦０勝） 

  2018年度総獲得賞金：２９０，９９５，２００円（内海外６３，３８３，２００円） 

  2018年度の主な勝鞍：エリザベス女王杯（ＧＩ） 

 

 

 

 

 

 



○最優秀短距離馬 

 ファインニードル （牡５歳） 

  父 ：アドマイヤムーン 

  母 ：ニードルクラフト 

  馬 主 ：ゴドルフィン 

  調教師 ：高橋 義忠（栗東） 

  受賞騎手：川田 将雅 

  生産者 ：ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 

  2018年度成績   ：６戦４勝（内海外２戦０勝） 

  2018年度総獲得賞金：３３９，９７１，６００円（内海外１３，１３７，６００円） 

  2018年度の主な勝鞍：高松宮記念（ＧＩ）、スプリンターズステークス（ＧⅠ） 

 

○最優秀ダートホース 

 ルヴァンスレーヴ （牡３歳） 

  父 ：シンボリクリスエス 

  母 ：マエストラーレ 

  馬 主 ：（株）Ｇ1レーシング 

  調教師 ：萩原 清（美浦） 

  受賞騎手：Ｍ．デムーロ 

  生産者 ：（有）社台コーポレーション白老ファーム 

  2018年度成績   ：５戦４勝（内地方２戦２勝） 

  2018年度総獲得賞金：２３６，２１３，０００円（内地方９０，０００，０００円） 

2018年度の主な勝鞍：チャンピオンズカップ（ＧⅠ）、ジャパンダートダービー（ＪｐｎⅠ）、 

           マイルチャンピオンシップ南部杯（ＪｐｎＩ） 

 

○最優秀障害馬 

 オジュウチョウサン （牡７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 

  2018年度成績   ：４戦３勝（内平地３戦２勝） 

  2018年度総獲得賞金：９２，３４０，０００円（内平地競走２５，９２０，０００円） 

  2018年度の主な勝鞍：中山グランドジャンプ（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 

   藤原 英昭    ５８勝 

 

 ○最高勝率調教師（延べ１００頭以上出走） 

   木村 哲也   ０．２１５ 

 

 ○最多賞金獲得調教師 

   友道 康夫    １７億０７３０万７１００円 

 

○優秀技術調教師 

木村 哲也 

   ※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   ２１５勝 

   

 ○ＪＲＡ最高勝率騎手（騎乗２５０回以上） 

Ｃ．ルメール  ０．２７８ 

 

 ○ＪＲＡ最多賞金獲得騎手 

   Ｃ．ルメール  ４６億６０２３万５０００円 

    

※上記３部門で１位となったＣ．ルメールは『騎手大賞』を受賞 

 

 ○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 

   五十嵐 雄祐 

※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 

 



 ２０１８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       舘林 勲 

 

    〃             松田 直樹 

 

民放競馬記者クラブ代表       細渕 武揚 

 

     日本競馬新聞協会代表        松井 淳二 

 

         〃             米満 浩生 

 

     関西競馬記者クラブ代表       柏原 健士 

 

         〃             和田 伊久磨 

 

     中央競馬関西放送記者クラブ代表   檜川 彰人 

 

 

 

２０１8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         ４名 

        東京競馬記者クラブ       １１３名 

        民放競馬記者クラブ        ２７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        ５３名 

        中央競馬関西放送記者クラブ    １４名 

        日本競馬新聞協会 関西支部    １０名 

        九州競馬記者クラブ         ４名 

合計           ２７６名 

         


