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日付 レース レース名 馬名 馬主 調教師
H30.6.11 9R 南風特別 Ｃ１　 コスモポルカ 鈴木教弘 河津裕昭
H30.6.11 10R 神楽酒造盃くろうま賞 Ｂ３Ｃ１　 リコーモラーヌ 土橋正雄 久保秀男
H30.6.12 9R ジューンフラワー賞 ３歳　 ビヨンドボーダーズ 松本あけみ 林隆之
H30.6.12 11R 川崎スパーキングスプリント Ａ１ ラディヴィナ 日下部勝徳 高月賢一
H30.6.13 1R 露草特別 ２歳　 セイシャレード 金田成基 八木正喜
H30.6.13 12R 花菖蒲特別 Ｂ３　 マジックボーイ （有）グランド牧場 佐々木仁
H30.6.14 10R 競馬伝説杯 Ｂ３　 インデアンレコード 塩田清 久保秀男
H30.6.14 11R 水無月特別 Ａ２Ｂ１ バンドオンザラン （有）グランド牧場 内田勝義
H30.6.14 12R 初夏特別 Ｂ２ アイルオブワンダー （有）ユートピア牧場 佐々木仁
H30.6.15 12R 大磯海水浴場特別 Ｃ１ ビービーパドル （有）坂東牧場 山崎尋美
H30.7.2 9R 湘南ひらつか七夕記念 Ｃ１　 オーゴンボルト 松本雅彦 高月賢一
H30.7.2 10R 湘南ひらつかﾐﾙｷｰｳｪｲ記念 Ｂ３ マジックボーイ （有）グランド牧場 佐々木仁
H30.7.2 11R 湘南ひらつか織り姫記念 Ｃ２ ディモンド 大八木信行 佐藤博紀
H30.7.3 9R ジュライフラワー賞 ３歳Ｃ１　 ゴールデンダイヤ 日本スタンダード㈱ 岩本洋
H30.7.3 11R 第 67 回橋本七夕まつり記念 Ｂ１Ｂ２　 アポロナイスジャブ 上野進二 池田孝
H30.7.4 10R 観光キャラクターあいちゃん杯 Ｂ２Ｂ３ トウカイボーイ 内村正則 八木仁
H30.7.4 11R デイリー文月杯 Ａ２ バンドオンザラン （有）グランド牧場 内田勝義
H30.7.4 12R そんな町でも「だいすき。」愛川記念 Ｃ１　 スペースファルコン 星野隆男 内田勝義
H30.7.5 10R よみうりランド特別 Ｂ３Ｃ１　 ドリームミリオン 加藤春次 佐々木仁
H30.7.5 12R 天の川特別 Ｂ３　 カジノシップ 窪田康志 山崎尋美
H30.7.6 12R 湘南江の島海の王子杯 Ｃ１ ブレイブウォリアー 谷口祐人 高月賢一

H30.7.19 6R ゴールデンルーキー賞 ２歳　 エレガンテヴァイゼ 松本雅彦 高月賢一
H30.7.19 11R 18 スパーキングサマーチャレンジ Ａ２　 アポロナイスジャブ 上野進二 池田孝
H30.7.19 12R 宮ヶ瀬ふるさとまつり特別 Ｃ２ ホワイトキングダム （同）ＪＰＮ技研 高月賢一
H30.7.20 11R 三浦すいか特別 Ｂ３　 セイヴェルビット 金田成基 八木正喜
H30.7.20 12R みうら夜市特別 Ｃ１　 ディーエスファッド 秋谷壽之 佐々木仁
H30.7.22 4R 友好珍獣　ピグモン杯 ３歳　 コウギョウシルク 高橋誠 佐々木仁
H30.7.22 5R 宇宙怪獣　エレキング杯 Ｂ３　 デルマオチョウ 浅沼廣幸 山崎裕也
H30.7.22 6R 亡霊怪獣　シーボーズ杯 Ｂ３Ｃ１　 ドリームミリオン 加藤春次 佐々木仁
H30.7.22 7R 宇宙忍者　バルタン店長杯 Ｂ１Ｂ２　 ゼンノウラヌス 宮崎時子 佐々木仁
H30.7.22 8R 悪質宇宙人　メフィラス店長杯 Ｃ１　 トキノシップー 田中準市 八木正喜
H30.7.23 9R 串揚げ処串英開業三周年記念 ３歳　 ピースフルエンゼル 北嶋義三 河津裕昭
H30.7.23 12R あつぎジャズナイト２０１８開催特別 Ｃ１　 ヒデノエーデル （同）ＪＰＮ技研 高月賢一
H30.8.20 8R 名水はだの富士見の湯賞 Ｃ１　 シェリーカスク 澤谷幸弘 山崎尋美
H30.8.20 9R 第７１回　秦野たばこ祭記念 Ｂ２Ｂ３ セイヴェルビット 金田成基 八木正喜
H30.8.21 10R オーガストスター賞 Ｂ２Ｂ３ ギンザマトリックス 延原弘茂 山崎尋美
H30.8.21 11R 週刊ギャロップ芙蓉賞Ａ１ トキノパイレーツ 田中準市 八木正喜
H30.8.21 12R 星月夜特別 Ｃ１ ナムラミルク 酒井孝敏 武井和実
H30.8.22 9R ペリドットフラワー賞 ３歳Ｃ１ マラビージャ 古賀慎一 田島寿一
H30.8.22 12R 朱雀特別 Ｂ３( 三 )　 トキノシップー 田中準市 八木正喜
H30.8.23 10R みんなで参加！かながわｼｪｲｸｱｳﾄ賞 B3C1 スウィートピカンテ 松本雅彦 高月賢一
H30.8.23 12R 処暑特別 Ｃ２　 カイジンクラウン 角谷守正 山崎裕也
H30.8.24 8R やまなみ五湖「奥相模湖」杯 Ｃ２ ハンズスミス 永山勝敏 平田正一
H30.8.24 11R やまなみ五湖「宮ヶ瀬湖」杯 Ｃ１ グレートコマンダー 酒井孝敏 村田順一
H30.9.10 8R 伊勢原・大山杯 Ｂ２Ｂ３ トウカイボーイ 内村正則 八木仁
H30.9.10 9R 第 51 回伊勢原観光道灌まつり開催記念 B3 トキノシップー 田中準市 八木正喜
H30.9.11 4R 秋茜特別 ２歳　 ヒカリオーソ 西森鶴 岩本洋
H30.9.11 11R 撫子特別 Ｂ２Ｂ３　 マジックボーイ （有）グランド牧場 佐々木仁

H30.9.12 9R 三日月特別 Ｃ２ カレリア 日下部勝徳 高月賢一
H30.9.12 12R いわし雲特別 Ｃ１　 メイショウザイル 松本好雄 今井輝和
H30.9.13 9R あつぎ国際大道芸 2018 特別 Ｂ２Ｂ３ ガヤルド （株）リバティホースナヴィゲイト 林隆之
H30.9.13 10R 若武者賞 ２歳 カネトシテッキン 兼松昌男 佐々木仁
H30.9.13 11R あつぎハロウィーン 2018 特別 Ｃ２ ゼンノリボーン （同）ＮＯＫＫＮ 山崎裕也
H30.9.14 9R ラゾーナ川崎プラザソル記念 Ｂ３ ミルトシャトル 永山勝敏 平田正一
H30.9.14 10R かわさきジャズ 2018 開催記念 Ｂ１Ｂ２　 セイヴェルビット 金田成基 八木正喜

H30.10.15 10R 宮ヶ瀬ダムナイト放流メモリアル Ｃ１　 デランブル 吉田晴哉 内田勝義
H30.10.15 12R 愛川町観光ｷｬﾗｸﾀｰあいちゃんカップ Ｃ２　 サンベンド （株）加藤ステーブル 池田孝
H30.10.16 7R ヤングジョッキーズＴＲ川崎　第１戦 Ｃ３ ヤマニンイリザブル 土井久美子 山崎尋美
H30.10.16 10R オクトーバースター賞 Ｂ２Ｂ３ ペプチドアポロ （有）ペプチド・プリマ 内田勝義
H30.10.16 11R サルビアカップＡ１　 ゴールドパテック （同）クイック・ホールディングス 岩本洋
H30.10.17 9R 極楽寺特別 Ｂ３ メイショウザイル 松本好雄 今井輝和
H30.10.18 4R ニュージェネレーション賞 ２歳　 サンエイロード 鈴木雅俊 高月賢一
H30.10.19 8R 第 33 回津久井やまびこ祭り成功祈念記念 B2B3 スウィートピカンテ 松本雅彦 高月賢一
H30.10.19 9R 店頭まで６時間 “ 菜速 ” あやせコーン杯 B3C1 ドリームパッカード 太田幸作 佐々木仁
H30.10.19 11R 神奈川のほぼ真ん中綾瀬市あやせ杯 Ｃ２　 ラディオサ （株）チャンピオンズファーム 佐藤博紀
H30.11.26 9R 胡桃特別 Ｃ１　 サンベンド （株）加藤ステーブル 池田孝
H30.11.26 10R ハイスクール・フリートアプリ制作記念 Ｂ３　 ホワイトキングダム （同）ＪＰＮ技研 高月賢一
H30.11.26 11R 劇場版ハイスクール・フリート制作記念 Ａ２ ケイエスソード 高田喜嘉 鈴木義久
H30.11.27 9R ＭＥ ‐ ＢＹＯ　ｏｎｌｉｎｅ記念 Ｃ１　 タニノホウザン 加藤豊三 河津裕昭
H30.11.27 12R 楓特別 Ｂ３　 ミルトシャトル 永山勝敏 平田正一
H30.11.28 8R ｼﾞｵﾌｧｰﾑ馬い！ニンニク３連単発売記念 C2 バララットゴールド 吉田和美 内田勝義
H30.11.28 10R ポインセチア賞 Ｂ２Ｂ３ グレートコマンダー 酒井孝敏 村田順一
H30.11.28 12R 白虎特別 Ｂ３　 メイショウザイル 松本好雄 今井輝和
H30.11.29 11R 東京スポーツ霜月杯 Ａ２　 ジャーニーマン （有）グランド牧場 内田勝義
H30.11.29 12R やまなみ五湖「宮ヶ瀬湖」賞 Ｃ１　 キタサンシリーズ 原久美子 村田順一
H30.11.30 12R 深秋特別 Ｃ１ マキシマムブレイク 上野進二 池田孝
H30.12.17 9R 「梅の宴」平成３１年２月２日ｽﾀｰﾄ記念 Ｃ１ ミッドホエール 宮崎時子 内田勝義
H30.12.18 3R 南天特別 ２歳 トキノブルース 田中準市 八木正喜
H30.12.18 10R 細雪特別 Ｂ３ ナムラメルシー 酒井孝敏 田邊陽一
H30.12.18 12R 柚子特別 Ｃ１ キモンクラブ 小林祐介 山崎尋美
H30.12.19 6R 引退馬協会ナイスネイチャ賞 ３歳 シゲルアサツキ 森中蕃 鈴木義久
H30.12.20 9R 川崎ジュニアオープン ２歳　 アイオロス （有）グランド牧場 佐々木仁
H30.12.20 12R シンフォニー特別 Ｃ１ アーリーサプライズ （株）レックス 内田勝義
H30.12.21 9R 川崎ジョッキーズカップ Ｃ２ グランシェフ 吉田和美 加藤誠一
H30.12.21 10R フロイデ特別 Ｂ３ ドリームスピード 小松芳子 内田勝義
H30.12.21 11R 川崎読売会記念５ｔｈ Ｂ２　 カジノシップ 窪田康志 山崎尋美

H31.1.1 1R ２０１９幕開け特別 ３歳 レスプレンデント 吉岡大樹 平田正一
H31.1.1 10R 世界遺産の隠れ宿『果実の森』ｵｰﾌﾟﾝ記念 B3C1 ステリファラス 前田良平 高月賢一
H31.1.1 11R 迎春盃 Ｂ２Ｂ３ ブルーフォレスト 藤元厚雄 原三男
H31.1.1 12R 末広特別 Ｃ２ アルマライル 小林勝 鈴木義久
H31.1.2 11R 時計修理のクイック　新春記念 Ｂ１Ｂ２ ゼンノウラヌス 宮崎時子 佐々木仁
H31.1.3 7R ジオファームベジドライ発売記念 ３歳　 ゼットパッション （株）奥州名馬勝志倶楽部 佐々木仁
H31.1.3 8R 羽子板特別 Ｃ２ ストロングマネイ 石川博 加藤誠一
H31.1.3 10R 七福神特別 Ｃ１ バララットゴールド 吉田和美 内田勝義
H31.1.4 10R 十人十色の予想士軍団賞Ｖｏｌ．３ Ｂ３　 プレミアムゲーム 山口正行 加藤誠一
H31.1.4 12R 万両特別 Ｃ１ ジェイチャレンジ 飯沼賢児 八木仁
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日付 レース レース名 馬名 馬主 調教師

H30.11.7 11R 第 64 回 平和賞（Ｓ III）　 ヒカリオーソ 西森鶴 岩本洋

H30.11.27 11R 第 18 回 ローレル賞（Ｓ II）　 アークヴィグラス アークフロンティア（株） 平田正一

H30.12.30 大井 10R 第 12 回 東京シンデレラマイル（Ｓ III） ラーゴブルー 吉田和美 内田勝義

出走日 馬名
父
母

馬主 厩舎 騎手

H30.6.15 1R イクノフラッシュ メイショウボーラー
リアルアーネスト 小林篤 内田勝義 町田直希

H30.6.15 2R マーチャンスルー ワイルドラッシュ
ノベンバースルー 飯田正剛 高月賢一 森泰斗

H30.6.15 3R サバイディー ヴィットリオドーロ
グランダーシュート 紺野真太郎 林隆之 和田譲治

H30.7.6 1R ハーベストタイム プリサイスエンド
ビーキュート 大栗芳一 田島寿一 山崎誠士

H30.7.6 2R ゲイムスター リーチザクラウン
アニューズディ 中村秀之 田島寿一 矢野貴之

H30.7.6 3R サッポロシャイン パドトロワ
シミター 廣瀨由一 田島寿一 森泰斗

H30.7.23 1R ナガタブラック クロフネ
ラスティーク 紙透一雄 岩本洋 瀧川寿希也

H30.7.23 2R スマートポラリス サウスヴィグラス
コンペリングリーズン （有）トニー企画 高月賢一 瀧川寿希也

H30.8.24 4R グラビテーション ベルシャザール
ネバーエンディング 山口裕介 山崎裕也 左海誠二

H30.9.14 1R イッツショータイム タイムパラドックス
ドルフィン （有）森井ホームサービス 安池成実 今野忠成

H30.9.14 2R サンエイロード スマートファルコン
キャリコローズ 鈴木雅俊 高月賢一 矢野貴之

H30.10.19 1R ファイヤーアラーム アサクサキングス
ブッシュファイヤー 吉田照哉 山崎尋美 今野忠成

H30.10.19 2R ストロングゾーン ストロングリターン
タケルマヤ 上野真人 山崎裕也 西啓太

H30.11.30 1R ゼットパッション グランプリボス
バイブレイションズ （株）奥州名馬勝志倶楽部 佐々木仁 山崎誠士

H30.11.30 2R ユメノツヅキ セレン
ダブルプライム （有）武田興業 平田正一 山崎誠士

H30.11.30 3R エースアクシス ローレルゲレイロ
センターシャイネン 萩原挙 佐々木仁 早田功駿

H30.12.21 1R リトミックグルーヴ タートルボウル
グルーヴィクイーン （有）キャロットファーム 内田勝義 矢野貴之

H30.12.21 2R ポンドグロウ トゥザグローリー
エリカオンヒル 池澤達哉 山崎裕也 今野忠成

        
　   　   新会員紹介新会員紹介　　　　＊敬称略

7 月 上野　真人 東京都
谷口　悦一 東京都
神田　智文 神奈川県
安藤　晋平 神奈川県

8 月 塚本　徳明 神奈川県
（株）奥州名馬勝志倶楽部 岩手県

小谷野　次郎 埼玉県
（株）コルテックス 兵庫県

9 月 （有）ターフ・スポート 北海道
田端　修 北海道
山根　義信 東京都
( 同 ) クイック・ホールディングス 神奈川県
瀧本　和義 神奈川県

（株）ボンズ 北海道
10 月 信田　朋嗣 東京都

（有）キャロットファーム 東京都
百瀬　裕規 東京都
村上　卓史 東京都

（有）　 東京都
（株）ニッシン 大阪府

尼﨑　信 神奈川県
前田　良平 神奈川県
川島　伸二 北海道
会田　裕一 東京都
白戸　光広 千葉県

11 月 三木　康史 岡山県
田原　恭男 東京都

（有）オート・エース 神奈川県
萩原　挙 神奈川県
白井　岳 北海道
服部　統祥 京都府
吉川　朋宏 兵庫県
河合　純二 埼玉県
松田　昭雄 新潟県

12 月 椎名　節 大阪府
菅野　守雄 北海道

（株）大川徹ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都
三浦　直哉 北海道
古町　純代 東京都
廣松　光成 福岡県

１月 吉岡　大樹 愛知県
南條　浩輝 大阪府

　　


