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お 知 ら せ 

 

２０１９年度顕彰馬選定記者投票の結果について 

 

２０１９度顕彰馬選定記者投票の結果につきまして、下記のとおりとなりまし

たのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．投票結果 

  選定馬なし 

 

２．選定基準 

投票者数（記者１９３名）の４分の３以上（１４５票以上）の票を得た馬 

※記者１人あたり最大４頭まで投票可 

 

３．選定対象馬 

１９９８（平成１０）年４月１日から２０１８（平成３０）年３月３１日の間

に競走馬登録を抹消した馬 

※現役馬および競走馬登録抹消１年未満の馬は選考対象外 

 

４．得票内訳 

  別表のとおり 



馬　名 得票数 有効投票数 得票率

キタサンブラック 140 193 72.5%

ブエナビスタ 94 193 48.7%

モーリス 89 193 46.1%

スペシャルウィーク 88 193 45.6%

ヴィクトワールピサ 46 193 23.8%

ゴールドシップ 33 193 17.1%

ダイワスカーレット 29 193 15.0%

キングカメハメハ 20 193 10.4%

アグネスデジタル 16 193 8.3%

サイレンススズカ 11 193 5.7%

コパノリッキー 8 193 4.1%

ジャスタウェイ 8 193 4.1%

メジロドーベル 5 193 2.6%

エアグルーヴ 4 193 2.1%

ステイゴールド 4 193 2.1%

グラスワンダー 3 193 1.6%

ダイワメジャー 2 193 1.0%

アパパネ 1 193 0.5%

シーザリオ 1 193 0.5%

ディープブリランテ 1 193 0.5%

投票者数 193名

※記者１人あたり最大4頭の投票を実施

※選出には投票者数の4分の3（75％）=145票以上の得票が必要

2019年度　顕彰馬選定記者投票　　得票数



番号 馬名 性 生没年 選定年度 競走成績 主な勝鞍

1 クモハタ 牡 昭和１１～２８年 昭和５９年 21戦9勝 東京優駿

2 セントライト 牡 昭和１３～４０年 昭和５９年 12戦9勝
横浜農林省賞典四歳呼馬（皐月賞）、東京優駿、
京都農林省賞典四歳呼馬（菊花賞）

3 クリフジ 牝 昭和１５～３９年 昭和５９年 11戦11勝
東京優駿、阪神優駿牝馬（オークス）、
京都農商省賞典四歳呼馬（菊花賞）

4 トキツカゼ 牝 昭和１９～４１年 昭和５９年 30戦11勝 農林省賞典（皐月賞）、優駿牝馬

5 トサミドリ 牡 昭和２１～４５年 昭和５９年 31戦21勝 皐月賞、菊花賞

6 トキノミノル 牡 昭和２３～２６年 昭和５９年 10戦10勝 朝日杯３歳ステークス、皐月賞、東京優駿

7 メイヂヒカリ 牡 昭和２７～５５年 平成２年 21戦16勝
朝日杯３歳ステークス、菊花賞、天皇賞（春）、
中山グランプリ（有馬記念）

8 ハクチカラ 牡 昭和２８～５４年 昭和５９年
32戦20勝
海外17戦1勝

東京優駿、天皇賞（秋）、有馬記念、
ワシントンバースデーハンデ［米］

9 セイユウ 牡 昭和２９～５２年 昭和６０年 49戦26勝
うちサラ戦24戦5勝

七夕賞、福島記念、セントライト記念
（いずれもサラブレッド競走）

10 コダマ 牡 昭和３２～５１年 平成２年 17戦12勝 阪神３歳ステークス、皐月賞、東京優駿、宝塚記念

11 シンザン 牡 昭和３６～平成８年 昭和５９年 19戦15勝
皐月賞、東京優駿、菊花賞、宝塚記念、
天皇賞（秋）、有馬記念

12 スピードシンボリ 牡 昭和３８～平成元年 平成２年
39戦17勝
海外4戦0勝

天皇賞（春）、有馬記念（２回）、宝塚記念

13 タケシバオー 牡 昭和４０～平成４年 平成１６年
27戦16勝
海外2戦0勝

朝日杯３歳ステークス、天皇賞（春）、
スプリンターズステークス

14 グランドマーチス 牡 昭和４４～５９年 昭和６０年 63戦23勝
うち障害39戦19勝

中山大障害（４回）、京都大障害（３回）

15 ハイセイコー 牡 昭和４５～平成１２年 昭和５９年
地方6戦6勝
中央16戦7勝

地方：青雲賞
中央：皐月賞、宝塚記念

16 トウショウボーイ 牡 昭和４８～平成４年 昭和５９年 15戦10勝 皐月賞、有馬記念、宝塚記念

17 テンポイント 牡 昭和４８～５３年 平成２年 18戦11勝 阪神３歳ステークス、天皇賞（春）、有馬記念

18 マルゼンスキー 牡 昭和４９～平成９年 平成２年 8戦8勝 朝日杯３歳ステークス

19 ミスターシービー 牡 昭和５５～平成１２年 昭和６１年 15戦8勝 皐月賞、東京優駿、菊花賞、天皇賞（秋）

20 シンボリルドルフ 牡 昭和５６～平成２３年 昭和６２年
15戦13勝
海外1戦0勝

皐月賞、東京優駿、菊花賞、有馬記念（２回）、
天皇賞（春）、ジャパンカップ

21 メジロラモーヌ 牝 昭和５８～平成１７年 昭和６２年 12戦9勝 桜花賞、優駿牝馬、エリザベス女王杯

22 オグリキャップ 牡 昭和６０～平成２２年 平成３年
地方12戦10勝
中央20戦12勝

有馬記念（２回）、マイルチャンピオンシップ、安田記念

23 メジロマックイーン 牡 昭和６２～平成１８年 平成６年 21戦12勝 菊花賞、天皇賞（春）（２回）、宝塚記念

24 トウカイテイオー 牡 昭和６３～平成２５年 平成７年 12戦9勝 皐月賞、東京優駿、ジャパンカップ、有馬記念

25 ナリタブライアン 牡 平成３～１０年 平成９年 21戦12勝
朝日杯３歳ステークス、皐月賞、東京優駿、
菊花賞、有馬記念

26 タイキシャトル 牡 平成６年～ 平成１１年
12戦10勝
海外1戦1勝

マイルチャンピオンシップ（２回）、安田記念、
スプリンターズステークス、ジャックルマロワ賞［仏］

27 エルコンドルパサー 牡 平成７～１４年 平成２６年
7戦6勝
海外4戦2勝

ＮＨＫマイルカップ、ジャパンカップ、
サンクルー大賞［仏］

28 テイエムオペラオー 牡 平成８年～30年 平成１６年 26戦14勝
皐月賞、天皇賞（春）（２回）、宝塚記念、
天皇賞（秋）、ジャパンカップ、有馬記念

29 ディープインパクト 牡 平成１４年～ 平成２０年
13戦12勝
海外1戦0勝

皐月賞、東京優駿、菊花賞、天皇賞（春）、
宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念

30 ウオッカ 牝 平成１６年～ 平成２３年
22戦10勝
海外4戦0勝

阪神ジュベナイルフィリーズ、東京優駿、安田記念（２回）、
天皇賞（秋）、ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ

31 オルフェーヴル 牡 平成２０年～ 平成２７年
17戦10勝
海外4戦2勝

皐月賞、東京優駿、菊花賞、有馬記念（２回）、
宝塚記念

32 ジェンティルドンナ 牝 平成２１年～ 平成２８年
17戦9勝
海外2戦1勝

桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ（２回）、
有馬記念、ドバイシーマクラシック［UAE］

33 ロードカナロア 牡 平成２０年～ 平成３０年
19戦13勝
海外2戦2勝

スプリンターズS（２回）、高松宮記念、
安田記念、香港スプリント（２回）［香港］

顕彰馬一覧


