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 【内容について】 

1932年の日本ダービーから2019年3月24日の高松宮記念までの日本のG1級レース勝ち馬を父系図にまとめたもの。 

 

【対象レース】 

1984年以降にG1格付けされたJRA24レースにビクトリアCを加えた25レースと、地方で行われたダートグレード競走の

G1/Jpn1・11レースの計36レース。八大競走（日本ダービー、皐月賞、菊花賞、桜花賞、オークス、天皇賞・春、天皇

賞・秋、有馬記念）と宝塚記念、エリザベス女王杯、ジャパンＣ、朝日杯フューチュリティＳ、阪神ジュベナイルフィリー

ズは1983年以前も対象。日本ダービー、皐月賞、菊花賞、桜花賞、オークス、天皇賞、有馬記念のレース名は基本的に現

表記に統一した。 

 

【父系図の見方】 

 

 

 

 

 

 

 

青文字がG1馬（牝馬は赤字）です。馬名から、PedigreeQueryやJBIS-Searchのページへリンク可能です。 

 

馬名の頭文字が上段より１文字右から始まる場合は、その馬は上段の馬の産駒です。上の例だとShining Spearの産駒がテ

ツモンとなります。 

 

( )内は生産国、数字は生年を示します。カナ表記が併記されている馬は、本邦輸入馬（血統登録された馬）です。 

 

【国名略】 

ARG：アルゼンチン、AUS：オーストラリア、FR：フランス、GB：イギリス、GER：ドイツ、IRE：アイルランド、

ITY：イタリア、JPN：日本、SY：シリア、NZ：ニュージーランド、USA：アメリカ 

     ｜  ｜Touchstone (GB) 1831  
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     ｜  ｜ ｜    Spearmint (GB) 1903 
     ｜  ｜ ｜     Shining Spear シャイニングスピヤー (GB) 1921  
     ｜  ｜ ｜     ｜テツモン (JPN) 1935 菊花賞、帝室御賞典 
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【はじめに】 

 

 約30年にわたる平成時代が終わろうとしている2019年。1932年に第１回東京優駿大

競走（日本ダービー）が行われて86年が経ち、日本では1000を超えるG1級レースが行

われ、数々の名勝負が生まれてきた。 

 

 本書では、それらの勝ち馬を父系図にまとめた。対象レースは、1984年以降にG1格

付けされたJRA24レースにビクトリアCを加えた25レースと、地方で行われたダートグ

レード競走のG1/Jpn1・11レースの計36レース。JRA25レースの勝ち馬は1064頭、地方

11レースの勝ち馬は193頭と、延べ計1257頭を数える。父系図の行数も1500を超える膨

大なものとなっている。 

 

 巻末には過去レースの勝ち馬一覧を、概要とデータ（JRAのみ）付きでまとめた。こ

ちらには母馬名、母の父名、騎手名、調教師名、ファミリーナンバーを記載したので、

過去の勝ち馬のデータ確認などにご活用いただきたい。 

 

 この父系図やデータを、日本の競馬史、血統史を学ぶのにお役立ていただければ幸い

である。 

 

2019年3月 

平出 貴昭 



  

父系図 

 



 
【Darley Arabian系】 
 
Darley Arabian (SY) 1700 
 
（サンプル版のため省略） 
 
     ｜            ｜｜｜｜Hail to Reason (USA) 1958 
     ｜            ｜｜｜｜｜Halo (USA) 1969 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜Devil's Bag (USA) 1981 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜Devil His Due (USA) 1989 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜｜Roses in May ロージズインメイ (USA) 2000 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜｜ ドリームバレンチノ (JPN) 2007 JBCスプリント 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜タイキシャトル (USA) 1994 安田記念、マイルチャンピオンシップ(2回)、スプリンターズＳ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜ ウインクリューガー (JPN) 2000 NHKマイルＣ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜ メイショウボーラー (JPN) 2001 フェブラリーS 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜ ｜ニシケンモノノフ (JPN) 2011 JBCスプリント 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜｜ サマーウインド (JPN) 2005 JBCスプリント 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜Sunday Silence サンデーサイレンス (USA) 1986  
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ダンスパートナー (JPN) f.1992 オークス、エリザベス女王杯 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ フジキセキ (JPN) 1992 朝日杯3歳S 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜カネヒキリ (JPN) 2002 ジャパンCダート(2回)､フェブラリーS､東京大賞典､川崎記念､ジャパンダートダービー､ダービーGP 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜｜ミツバ (JPN) 2012 川崎記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜グレイスティアラ (JPN) f.2003 全日本2歳優駿 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜キンシャサノキセキ (AUS) 2003 高松宮記念(2回) 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜コイウタ (JPN) f.2003 ヴィクトリアマイル 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ファイングレイン (JPN) 2003 高松宮記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜エイジアンウインズ (JPN) f.2004 ヴィクトリアマイル 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ダノンシャンティ (JPN) 2007 NHKマイルＣ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ミラクルレジェンド (JPN) f.2007 JBCレディスクラシック(2回) 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜サダムパテック (JPN) 2008 マイルチャンピオンシップ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ストレイトガール (JPN) f.2009 スプリンターズＳ、ヴィクトリアマイル(2回) 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜イスラボニータ (JPN) 2011 皐月賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ジェニュイン (JPN) 1992 皐月賞、マイルチャンピオンシップ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ タヤスツヨシ (JPN) 1992 日本ダービー 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜マンオブパーサー (JPN) 2003 ダービーグランプリ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ マーベラスサンデー (JPN) 1992 宝塚記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ イシノサンデー (JPN) 1993 皐月賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ダンスインザダーク (JPN) 1993 菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ツルマルボーイ (JPN) 1998 安田記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ザッツザプレンティ (JPN) 2000 菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜デルタブルース (JPN) 2001 菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜スリーロールス (JPN) 2006 菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ バブルガムフェロー (JPN) 1993 天皇賞・秋、朝日杯3歳S 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ サイレンススズカ (JPN) 1994 高松宮記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ステイゴールド (JPN) 1994 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ドリームジャーニー (JPN) 2004 有馬記念、宝塚記念、朝日杯フューチュリティS 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ナカヤマフェスタ (JPN) 2006 宝塚記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜オルフェーヴル (JPN) 2008 日本ダービー、皐月賞、菊花賞、有馬記念(2回)、宝塚記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜｜エポカドーロ (JPN) 2015 皐月賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜｜ラッキーライラック (JPN) f.2015 阪神ジュベナイルフィリーズ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ゴールドシップ (JPN) 2009 皐月賞、菊花賞、天皇賞・春、有馬記念、宝塚記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜フェノーメノ (JPN) 2009 天皇賞・春(2回) 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜レッドリヴェール (JPN) f.2011 阪神ジュベナイルフィリーズ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜アドマイヤリード (JPN) f.2013 ヴィクトリアマイル 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜レインボーライン (JPN) 2013 天皇賞・春 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ スペシャルウィーク (JPN) 1995 日本ダービー、天皇賞・春、天皇賞・秋、ジャパンC 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜シーザリオ (JPN) f.2002 オークス 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ブエナビスタ (JPN) f.2006 天皇賞・秋、ジャパンC、オークス、桜花賞、ヴィクトリアマイル、阪神ジュベナイルフィリーズ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ゴルトブリッツ (JPN) 2007 帝王賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ローマンレジェンド (JPN) 2008 東京大賞典 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜トーホウジャッカル (JPN) 2011 菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ アドマイヤベガ (JPN) 1996 日本ダービー 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜キストゥヘヴン (JPN) f.2003 桜花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ブルーメンブラット (JPN) f.2003 マイルチャンピオンシップ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ スティンガー (JPN) f.1996 阪神3歳牝馬S 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ トゥザヴィクトリー (JPN) f.1996 エリザベス女王杯 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ エアシャカール (JPN) 1997 皐月賞、菊花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ アグネスフライト (JPN) 1997 日本ダービー 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ アッミラーレ (JPN) 1997 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ハッピースプリント (JPN) 2011 全日本2歳優駿 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ チアズグレイス (JPN) f.1997 桜花賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ アグネスタキオン (JPN) 1998 皐月賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ロジック (JPN) 2003 NHKマイルＣ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ダイワスカーレット (JPN) f.2004 有馬記念、桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜キャプテントゥーレ (JPN) 2005 皐月賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ディープスカイ (JPN) 2005 日本ダービー、NHKマイルＣ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜｜サウンドスカイ (JPN) 2013 全日本２歳優駿 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜｜キョウエイギア (JPN) 2013 ジャパンダートダービー 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜リトルアマポーラ (JPN) f.2005 エリザベス女王杯 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜レーヴディソール (JPN) f.2008 阪神ジュベナイルフィリーズ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ビリーヴ (JPN) f.1998 スプリンターズＳ、高松宮記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ マンハッタンカフェ (JPN) 1998 菊花賞、天皇賞・春、有馬記念 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜レッドディザイア (JPN) f.2006 秋華賞 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ジョーカプチーノ (JPN) 2006 NHKマイルＣ 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ヒルノダムール (JPN) 2007 天皇賞・春 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜グレープブランデー (JPN) 2008 フェブラリーS、ジャパンダートダービー 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜クイーンズリング (JPN) f.2012 エリザベス女王杯 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ミスキャスト (JPN) 1998 
     ｜            ｜｜｜｜｜｜ ｜ビートブラック (JPN) 2007 天皇賞・春 
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勝ち馬一覧



年 勝ち馬 性齢 父 母 母の父 騎手 調教師 F.No.

1932 ワカタカ (JPN) 牡3 トウルヌソルGB 種信 イボアGB 函館孫作 東原玉造 サラ系

1933 カブトヤマ (JPN) 牡3 シアンモアGB アストラル チャペルブラムプトンGB 大久保房松 大久保房松 12

1934 フレーモア (JPN) 牡3 シアンモアGB アステリヤGB Othello 大久保亀治 尾形景造 1-w

1935 ガヴアナー (JPN) 牡3 シアンモアGB アストラル チャペルブラムプトンGB 井川為男 布施季三 12

1936 トクマサ (JPN) 牡3 トウルヌソルGB 種正GB Junior 伊藤正四郎 尾形景造 5-h

1937 ヒサトモ (JPN) 牝3 トウルヌソルGB 星友USA Sir Martin 中島時一 中島時一 19-b

1938 スゲヌマ (JPN) 牡3 プライオリーパークGB 国宝 ガロンGB 中村広 中村広 サラ系

1939 クモハタ (JPN) 牡3 トウルヌソルGB 星旗USA Gnome 阿部正太郎 田中和一郎 16-h

1940 イエリユウ (JPN) 牡3 トウルヌソルGB 山妙 チャペルブラムプトンGB 末吉清 石門虎吉 1-b

1941 セントライト (JPN) 牡3 ダイオライトGB フリツパンシーGB Flamboyant 小西喜蔵 田中和一郎 22-b

1942 ミナミホマレ (JPN) 牡3 プリメロGB フロリスト ガロンGB 佐藤邦雄 東原玉造 3-l

1943 クリフジ (JPN) 牝3 トウルヌソルGB 賢藤 チャペルブラムプトンGB 前田長吉 尾形景造 7-c

1944 カイソウ (JPN) 牡3 月友 第二ベバウ ペリオンGB 橋本輝雄 久保田金造 サラ系

1947 マツミドリ (JPN) 牡3 カブトヤマ 栄幟 プライオリーパークGB 田中康三 茂木為二郎 3-l

1948 ミハルオー (JPN) 牡3 月友 第参フラツシングラス プリメロGB 新屋幸吉 上村大治郎 1-b

1949 タチカゼ (JPN) 牡3 プリメロGB 第参パプース シアンモアGB 近藤武夫 伊藤勝吉 5-a

1950 クモノハナ (JPN) 牡3 プリメロGB 第参マンナ シアンモアGB 橋本輝雄 鈴木勝太郎 1-b

1951 トキノミノル (JPN) 牡3 セフトGB 第弐タイランツクヰーン Soldennis 岩下密政 田中和一郎 14-f

1952 クリノハナ (JPN) 牡3 プリメロGB オホヒカリ 月友 八木沢勝美 尾形藤吉 1-c

1953 ボストニアン (JPN) 牡3 セフトGB 神正 ダイオライトGB 蛯名武五郎 増本勇 5-h

1954 ゴールデンウエーブ (JPN) 牡3 ミナミホマレ ユウコ レイモンドIRE 岩下密政 藤本冨良 4-g

1955 オートキツ (JPN) 牡3 月友 トキツカゼ プリメロGB 二本柳俊夫 大久保房松 1-b

1956 ハクチカラ (JPN) 牡3 トビサクラ 昇城 ダイオライトGB 保田隆芳 尾形藤吉 16-h

1957 ヒカルメイジ (JPN) 牡3 Bois Roussel イサベリーンIRE Canon Law 蛯名武五郎 藤本冨良 10-a

1958 ダイゴホマレ (JPN) 牡3 ミナミホマレ トキフジ トキノチカラ 伊藤竹男 久保田金造 C10

1959 コマツヒカリ (JPN) 牡3 トサミドリ イサベリーンIRE Canon Law 古山良司 大久保房松 10-a

1960 コダマ (JPN) 牡3 ブッフラーGB シラオキ プリメロGB 栗田勝 武田文吾 3-l

1961 ハクシヨウ (JPN) 牡3 ヒンドスタンGB グレースフルアイヴイGB Khosro 保田隆芳 尾形藤吉 10-d

1962 フエアーウイン (JPN) 牡3 ゲイタイムGB フエアハネーGB Fairway 高橋英夫 松山吉三郎 9-h

1963 メイズイ (JPN) 牡3 ゲイタイムGB チルウインドGB Wyndham 森安重勝 尾形藤吉 9-h

1964 シンザン (JPN) 牡3 ヒンドスタンGB ハヤノボリ ハヤタケ 栗田勝 武田文吾 12

1965 キーストン (JPN) 牡3 ソロナウェーIRE リツトルミツジIRE Migoli 山本正司 松田由太郎 11-f

1966 テイトオー (JPN) 牡3 ソロナウェーIRE マナスル シマタカ 清水久雄 増本勇 3

1967 アサデンコウ (JPN) 牡3 シーフュリューGB ニユーベツシー トシシロ 増沢末夫 藤本冨良 4-m

1968 タニノハローモア (JPN) 牡3 ハロウェーGB ジヨオー Borealis 宮本悳 戸山為夫 12-f

1969 ダイシンボルガード (JPN) 牡3 イーグルGB ワカザクラ クモハタ 大崎昭一 柴田寛 39

1970 タニノムーティエ (JPN) 牡3 ムーティエFR タニノチエリ ティエポロITY 安田伊佐夫 島崎宏 12-g

1971 ヒカルイマイ (JPN) 牡3 シプリアニITY セイシユン ヴィーノピュローARG 田島良保 谷八郎 サラ系

1972 ロングエース (JPN) 牡3 ハードリドンGB ウインジエスト ティエポロITY 武邦彦 松田由太郎 5-i

1973 タケホープ (JPN) 牡3 インディアナGB ハヤフブキ タリヤートスIRE 嶋田功 稲葉幸夫 12

1974 コーネルランサー (JPN) 牡3 セダンFR エオス ブッフラーGB 中島啓之 勝又忠 2-n

1975 カブラヤオー (JPN) 牡3 ファラモンドFR カブラヤ ダラノーアFR 菅原泰夫 茂木為二郎 8-g

1976 クライムカイザー (JPN) 牡3 ヴェンチアGB クインアズマ シーフュリューGB 加賀武見 佐藤嘉秋 7

1977 ラッキールーラ (JPN) 牡3 ステューペンダスUSA トースト ハクリョウ 伊藤正徳 尾形藤吉 13-c

1978 サクラショウリ (JPN) 牡3 パーソロンIRE シリネラ フォルティノFR 小島太 久保田彦之 22-a

1979 カツラノハイセイコ (JPN) 牡3 ハイセイコー コウイチスタア ジャヴリンIRE 松本善登 庄野穂積 3-l

1980 オペックホース (JPN) 牡3 リマンドGB ホースジヨー テューダーペリオッドGB 郷原洋行 佐藤勇 16-g

1981 カツトップエース (JPN) 牡3 イエローゴッドGB アコニツトGB Acropolis 大崎昭一 菊池一雄 7-d

1982 バンブーアトラス (JPN) 牡3 ジムフレンチUSA バンブーシザラ テスコボーイGB 岩元市三 布施正 3-e

1983 ミスターシービー (JPN) 牡3 トウショウボーイ シービークイン トピオFR 吉永正人 松山康久 9-h

1984 シンボリルドルフ (JPN) 牡3 パーソロンIRE スイートルナ スピードシンボリ 岡部幸雄 野平祐二 11-c

1985 シリウスシンボリ (JPN) 牡3 モガミFR スイートエプソム パーソロンIRE 加藤和宏 二本柳俊夫 13-e

1986 ダイナガリバー (JPN) 牡3 ノーザンテーストCAN ユアースポート バウンティアスGB 増沢末夫 松山吉三郎 16-h

1987 メリーナイス (JPN) 牡3 コリムスキーUSA ツキメリー シャトーゲイUSA 根本康広 橋本輝雄 4-m

1988 サクラチヨノオー (JPN) 牡3 マルゼンスキー サクラセダン セダンFR 小島太 境勝太郎 16-a

1989 ウィナーズサークル (JPN) 牡3 シーホークFR クリノアイバー グレートオンワードIRE 郷原洋行 松山康久 21-a

1990 アイネスフウジン (JPN) 牡3 シーホークFR テスコパール テスコボーイGB 中野栄治 加藤修甫 4-d

1991 トウカイテイオー (JPN) 牡3 シンボリルドルフ トウカイナチュラル ナイスダンサーCAN 安田隆行 松元省一 19-b

1992 ミホノブルボン (JPN) 牡3 マグニテュードIRE カツミエコー シャレーFR 小島貞博 戸山為夫 11-c

1993 ウイニングチケット (JPN) 牡3 トニービンIRE パワフルレデイ マルゼンスキー 柴田政人 伊藤雄二 11-c

1994 ナリタブライアン (JPN) 牡3 ブライアンズタイムUSA パシフィカスUSA Northern Dancer 南井克巳 大久保正陽 13-a

1995 タヤスツヨシ (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA マガロUSA Caro 小島貞博 鶴留明雄 1-r

1996 フサイチコンコルド (JPN) 牡3 Caerleon バレークイーンIRE Sadler's Wells 藤田伸二 小林稔 1-l

1997 サニーブライアン (JPN) 牡3 ブライアンズタイムUSA サニースイフト スイフトスワローUSA 大西直宏 中尾銑治 1-l

1998 スペシャルウィーク (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA キャンペンガール マルゼンスキー 武豊 白井寿昭 3-l

1999 アドマイヤベガ (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA ベガ トニービンIRE 武豊 橋田満 9-f

2000 アグネスフライト (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA アグネスフローラ ロイヤルスキーUSA 河内洋 長浜博之 1-l

2001 ジャングルポケット (JPN) 牡3 トニービンIRE ダンスチャーマーUSA Nureyev 角田晃一 渡辺栄 11-g

2002 タニノギムレット (JPN) 牡3 ブライアンズタイムUSA タニノクリスタル クリスタルパレスFR 武豊 松田国英 9-c

日本ダービー勝ち馬 1932-2018

http://www.pedigreequery.com/wakataka
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333088/pedigree/
http://www.pedigreequery.com/flame+mor
http://www.pedigreequery.com/governor
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000073/pedigree/
http://www.pedigreequery.com/hisatomo
http://www.jbis.or.jp/horse/0000453048/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333163/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000731872/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333076/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333089/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000376375/
http://www.pedigreequery.com/kaiso
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000205/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000333175/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000288/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000376/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000465/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000000871/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000001197/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000001577/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000002030/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000002613/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000003337/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000003738/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000004424/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000005240/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000006085/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000006591/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000007866/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000008661/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000009867/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000010517/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000012879/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000013494/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000015888/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000018973/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000025447/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000029738/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000034685/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000044725/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000051177/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000060540/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000069494/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000077016/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000085885/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000097743/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000106633/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000114852/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000130523/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000140567/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000147332/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000158547/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000165998/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000176226/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000191120/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000196700/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000207623/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000220336/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000230809/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000249114/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000262437/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000274915/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000283958/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000293624/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000309184/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000316266/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000325200/pedigree/
http://www.jbis.or.jp/horse/0000611525/pedigree/


2003 ネオユニヴァース (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA ポインテッドパスGB Kris M.デムーロ 瀬戸口勉 1-l

2004 キングカメハメハ (JPN) 牡3 Kingmambo マンファスIRE ラストタイクーンIRE 安藤勝己 松田国英 22-d

2005 ディープインパクト (JPN) 牡3 サンデーサイレンスUSA ウインドインハーヘアIRE Alzao 武豊 池江泰郎 2-f

2006 メイショウサムソン (JPN) 牡3 オペラハウスGB マイヴィヴィアン ダンシングブレーヴUSA 石橋守 瀬戸口勉 3-l

2007 ウオッカ (JPN) 牝3 タニノギムレット タニノシスター ルションUSA 四位洋文 角居勝彦 3-l

2008 ディープスカイ (JPN) 牡3 アグネスタキオン アビGB Chief's Crown 四位洋文 昆貢 23-b

2009 ロジユニヴァース (JPN) 牡3 ネオユニヴァース アコースティクス Cape Cross 横山典弘 萩原清 B3

2010 エイシンフラッシュ (JPN) 牡3 キングズベストUSA ムーンレディGER Platini 内田博幸 藤原英昭 8-a

2011 オルフェーヴル (JPN) 牡3 ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン 池添謙一 池江泰寿 8-c

2012 ディープブリランテ (JPN) 牡3 ディープインパクト ラヴアンドバブルズUSA Loup Sauvage 岩田康誠 矢作芳人 1-b

2013 キズナ (JPN) 牡3 ディープインパクト キャットクイルCAN Storm Cat 武豊 佐々木晶三 13-a

2014 ワンアンドオンリー (JPN) 牡3 ハーツクライ ヴァーチュ タイキシャトルUSA 横山典弘 橋口弘次郎 A4

2015 ドゥラメンテ (JPN) 牡3 キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ サンデーサイレンスUSA M.デムーロ 堀宣行 8-f

2016 マカヒキ (JPN) 牡3 ディープインパクト ウィキウィキ フレンチデピュティ 川田将雅 友道康夫 1-m

2017 レイデオロ (JPN) 牡3 キングカメハメハ ラドラーダ シンボリクリスエスUSA C.ルメール 藤沢和雄 2-f

2018 ワグネリアン (JPN) 牡3 ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ 福永祐一 友道康夫 4-r

【概要とデータ】

○３歳牡馬・牝馬による東京芝2400ｍ戦。３歳牡馬クラシックレースの第２弾。通常は５月下旬に行われる

○1932年に「東京優駿大競走」として創設。48年、49年は「優駿競走」。50年から（日本ダービー）が付いた。2001年から外国産馬に開放

○2018年まで85回。1945、1946年は開催なし

○1932年、33年は目黒の東京競馬場で行われた

○勝ち馬は全て日本産馬

○牝馬は1937年ヒサトモ、1943年クリフジ、2007年ウオッカの３勝

○種牡馬別ではトウルヌソルとサンデーサイレンスの６勝が最多。以下、プリメロ４勝、ディープインパクト４勝、月友、ブライアンズタイムが３勝

○父仔制覇は以下の12例

　1933カブトヤマ→1947マツミドリ

　1942ミナミホマレ→1954ゴールデンウエーブ、1958ダイゴホマレ

　1984シンボリルドルフ→1991トウカイテイオー

　2003ネオユニヴァース→2009ロジユニヴァース

　2002タニノギムレット→2007ウオッカ（牝）

　2005ディープインパクト→2012ディープブリランテ、2013キズナ、2016マカヒキ、2018ワグネリアン

　2004キングカメハメハ→2015ドゥラメンテ、2017レイデオロ

○兄弟制覇は以下の2例

　1933カブトヤマ→1935ガヴァナー

　1957ヒカルメイジ→1959コマツヒカリ
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