
平成２６年４月２２日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

お 知 ら せ 

 

平成２６年度顕彰馬選定記者投票の結果について 

 

平成２６年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：エルコンドルパサー          

 

２． 選定基準 

１９５名の投票者数の４分の３以上（１４７票以上）の票を得た馬 

 

３． 選定対象馬 

平成５年４月１日から平成２５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 

 

５． その他 

本年は、ＪＲＡ６０周年記念事業の一環として、通常１人あたり２頭までの投票

のところ、最大４頭に拡大し、特別投票として実施いたしました。 



【選定馬詳細】 

エルコンドルパサー  （得票数： 票） 

 牡・黒鹿毛・1995（平成 7）年 3月 17日生 （2002年 7月 16日没） 

血 統：父 Kingmambo 母 Saddlers Gal 

馬 主：渡邊 隆 

調教師：二ノ宮 敬宇（美浦） 

成 績：１１戦８勝（うち海外４戦２勝） 

     １９９８（平成１０）年 ＮＨＫマイルカップ、ジャパンカップ 

     １９９９（平成１１）年 サンクルー大賞 

 

＜関係者コメント＞ 

 渡邊 隆オーナーのコメント 

「皆様のおかげで顕彰馬に選んでいただき、ありがとうございます。血統的には、適正

距離は２，０００ｍくらいかと考えていましたが、それよりも長い距離で本当に良く頑

張ってくれました。 

引退後、種牡馬としては３世代しか子を残すことが出来ず、その意味では残念でした

が、顕彰馬として後世に名を残すことができ、光栄に思います。」 

 

 二ノ宮 敬宇調教師のコメント 

「突然のことで、大変驚いています。エルコンドルパサーが顕彰馬に選出され、大変

光栄に思います。もう１５年も前のことですが、６ヶ月に亘るシャンティイでの滞在

が、一つ一つ昨日のことのように思い出されます。 

ここ毎年、日本馬による凱旋門賞勝利が近づいてきているように思いますが、エル

コンドルパサーが凱旋門への扉を少しでも開ける一助となれたことに、我々の行った

ことが無意味ではなかったと証明されたように思います。 

あらためて、顕彰馬に選んでいただいた方々に心から感謝したいと思います。あり

がとうございました。」 



馬名 得票数 有効投票数得票率（n=195）

エルコンドルパサー 156 195 80.0%

ブエナビスタ 140 195 71.8%

スペシャルウィーク 107 195 54.9%

ヴィクトワールピサ 93 195 47.7%

ダイワスカーレット 47 195 24.1%

アパパネ 30 195 15.4%

アグネスデジタル 12 195 6.2%

ステイゴールド 10 195 5.1%

エアグルーヴ 8 195 4.1%

サイレンススズカ 8 195 4.1%

トランセンド 7 195 3.6%

ミホノブルボン 7 195 3.6%

グラスワンダー 4 195 2.1%

メジロドーベル 4 195 2.1%

シーキングザパール 2 195 1.0%

シンボリクリスエス 2 195 1.0%

スマートファルコン 2 195 1.0%

アグネスタキオン 1 195 0.5%

アドマイヤムーン 1 195 0.5%

ヴァーミリアン 1 195 0.5%

カレンチャン 1 195 0.5%

キングカメハメハ 1 195 0.5%

クロフネ 1 195 0.5%

ダイワメジャー 1 195 0.5%

マヤノトップガン 1 195 0.5%

該当馬なし 133 195 68.2%

195名 （195名中）

※選出には投票者数の4分の3（75％）＝147票以上の得票が必要

投票者数

平成２６年　顕彰馬記者投票　　得票数



顕彰馬名簿 平成2６年４月２２日現在

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

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（いずれもｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ競走）

10 コダマ 牡 昭和３２～５１年 平成２年 17戦12勝 阪神３歳Ｓ、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年～平成４年 平成１６年
27戦16勝
海外　2戦0勝

朝日杯３歳Ｓ、天皇賞（春）、スプリンターズＳ

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年～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Ｓ、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Ｓ

19 ミスターシービー 牡 昭和５５年～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年～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年～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年～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～平成１０年 平成９年 21戦12勝 朝日杯３歳Ｓ、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、スプリンターズＳ、安田記念、ジャック・ル・マロワ賞

27 テイエムオペラオー 牡 平成８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

28 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

29 ウオッカ 牝 平成１６年～ 平成２３年
２６戦１０勝
海外　４戦０勝

阪神ジュベナイルフィリーズ、日本ダービー、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

30 ★エルコンドルパサー 牡 平成７年～平成１４年 平成２６年
１１戦８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

★は本年度選定馬


