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ご挨拶
一般社団法人神奈川県馬主協会　会長　　田 中  準 市

　
　会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げま

す。

　今年度の通常総会におきましては、年会費の改定について、成立させてい
ただき、深く感謝申し上げる次第です。協会として、運営に際しては、経費節

減を図ってまいりましたが、このままでは会員の皆様が恩恵を充分に享受していただけない
ことが想定され、会費を上げざるを得ないと判断しました。
　
　今年度も、川崎競馬の売り上げは、前年度を上回る勢いと聞いています。地方競馬の売り

上げが好調ならば、比例して、馬セリの落札価格も高額になるだろうと予測しているところ
であります。
　
　今年度、神奈川県川崎競馬組合は、将来に亘る競馬事業の持続的な運営のため、川崎競馬

の施設整備に向けた調査・検討を行っています。当協会としても、未来永劫川崎競馬が健全
に存続し続けることを願い、その検討に積極的に参画しています。
　
　我々協会役員・職員一同は、会員の皆様の豊かな馬主ライフのため、今後とも尽力して参

りますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
　最後になりますが、会員の皆様のご健勝ご多幸をお祈りし、私の挨拶とします。

　令和 4 年度市場取引馬奨励金受給資格の抽選結果について

　令和 4 年度市場取引馬奨励金受給へのお申込みありがとうございました。

　今年度は３２１名（社）のご応募がありましたので、令和４年５月１９日午後１時３０分より
協会役員室にて抽選が行われました。
川崎競馬組合、各調教師、協会理事の立会いのもと、各代理人（調教師、当協会会長）が籤を引
きました。

　当選された５０名（社）の方には当選通知と受給方法のご案内をお送り致しました。
　今回も補欠を設けませんので、落選の通知はお送りしておりません。
　（協会事務所内に一覧を掲示しております。）

　ご不明な点等ございましたら、馬主協会までお問合せください。
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　　出走日 レース 馬名 父母 馬主 調教師 騎手

2022.5.19 １ ラーテル
ビッグアーサー

飯田　正剛 高月　賢一 森　泰斗
オービーレディー

2022.5.20 １ ショコラクイーン
パイロ

吉田　照哉 内田　勝義 森　泰斗
ショコラヴェリーヌ

2022.5.20 ２ グリーリー　
ベストウォーリア

西森　鶴 岩本　洋 古岡　勇樹
アルマアダーラ

2022.5.20 ３ マカゼ
フリーオーソ

鈴木　基容 高月　賢一 森　泰斗
ユリカチャン

2022.6.17　 1 オリコウキング　
ニシケンモノノフ　

（有）森井ホームサービス 安池　成実 今野　忠成
ドルフィン

2022.6.17　 2 エスプリダーコ
イスラボニータ

依田　泰雄 久保　秀男 今野　忠成
ランフォーイット

 令和４年度新馬戦優勝馬　　関係者の皆さまおめでとうございます！　（6 月開催まで＊敬称略）

令和 4 年度 賞金奨励金等について

　〇 川崎在きゅう馬に対する出走奨励金 :12 万円
　〇 川崎在きゅう会員所有馬の着外手当 : 主催者から 5 万円 + 当協会から 3 万円★ =8 万円  
　〇 川崎競馬場所属騎手騎乗での出走奨励金 :2 万円  * 減量騎手の場合はさらに 5 千円加算
　〇 C1 級競走付加奨励金 :1 着〜 5 着馬に 40 万円〜 4 万円付加支給
　〇 C2 級競走付加奨励金 :1 着〜 5 着馬に 20 万円〜 2 万円付加支給
　〇 C3 級競走付加奨励金 :1 着〜 5 着馬に 8 万円〜 8 千円付加支給
　〇 すべての競走で入着した馬の奨励金 :1 万円  
　〇 3 歳以上馬 2,000m 以上の競走の出走奨励金 :3 万円  
　〇 2 歳馬 1,600m 以上の競走の出走奨励金 :3 万円    
　〇 川崎記念・エンプレス杯・スパーキングレディーカップに出走した川崎在きゅう馬の出走奨励金 :
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 万円 
　〇 ダートグレード競走に優先出走馬として選定され、出走した馬への奨励金 :100 万円〜 200 万円
　〇 2 歳新馬 ( 能力試験合格後共済制度加入が条件 ) 奨励金★ : 一律 100 万円 (140 頭 ) *
　　　* 前年度に事前申込みが必要です。   
　〇 市場取引馬奨励金★ :50 名の会員にセリ価格 ( 消費税抜き ) に応じて助成 ( 別掲 ) 
　〇 3 歳 JRA 転入馬 (3 歳中に、南関東で 1 走が条件 ) 奨励金★ :30 万円 ( 若干頭数 ) 
　〇 共済制度の特典 : 休養から帰きゅうした馬並びに長期在きゅうした馬に付加金支給★  
　〇 新馬戦・メインレース優勝馬の馬主 ( 会員 ) へ褒賞品を贈呈★ 
　★は当協会の会員限定の特典です。

　　　＊詳細な出走に係る諸手当等は「川崎競馬番組」に記載されていますのでご覧ください。 
　　　＊奨励馬・共済制度には、遵守事項がありますので、事務局にお問い合わせください。
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森實　啓明　　　　　　　　 東京都
Don．リアルエステート（株）　　
渡邉　敏道　　　　　　　　
川野　央　　　　　　　　　
伊藤　佳幸　　　　　　　　

東京都
東京都
広島県
北海道

５月 SRE 合同会社　　　　　　　 宮城県
（株）オフィス庄司　　　　 大阪府
神田　雅行　　　　　　　　 東京都
伊藤　恵介　　　　　　　　 愛知県

（株）ヒダカブリーダーズユニオン　　　　　北海道　　
（有）PRIDE　ROCK        　 北海道

６月

仲尾　正人　　　　　　　　　　愛知県
（組）パープルパッチレーシング 千葉県

（組）マージナルレーシング　　　東京都
細川　勝也　　　　　　　　　　東京都
矢部　文子　　　　　　　　　　東京都
米田　剛文　　　　　　　　　　北海道
岩倉　俊之　　　　　　　　　　東京都
村田　哲朗　　　　　　　　　　東京都
和田　裕司　（共有）　　　　　 広島県　　
中川　寛　　（共有）　　　　　 東京都
弓削　宏樹　（共有）　　　　　 福岡県
山田　文章　（共有）　　　　　 東京都
石坂　茂　　（共有）　　　　　 東京都　　

２月 上手　健太郎　　　　　　　 福島県
髙橋　清彦　　　　　　　　 岩手県
前田　清二　　　　　　　　 秋田県
中村　政夫　　　　　　　　 広島県
国田　正忠　　　　　　　　 大阪府
井手尾　篤志　　　　　　　 埼玉県
大貫　篤志　　　　　　　　 東京都
嶋田　武彦　　　　　　　　 東京都
大久保　幸夫　　　　　　　 東京都
松本　元　　　　　　　　　 東京都
溝端　二三雄　　　　　　　 大阪府
神田　宏治　　　　　　　　 大阪府
清水　ゆみ子　　　　　　　 北海道

（株）吉永ファーム　　　　 北海道
飛渡　道信　（共有） 北海道

３月 紺野　光彦　　　　　　　　 北海道
大西　充秋　　　　　　　　 東京都
横田　一男　　　　　　　　 埼玉県
徳増　栄治　　　　　　　　 神奈川県
稲葉　光昭　　　　　　　　 埼玉県
岩城　拓実　　　　　　　　 茨城県
根田　喜久雄　　　　　　　 秋田県
橘井　広幸　　　　　　　　 東京都

４月 篠山　賢一　　　　　　　　 神奈川県
北村　泰規　　　　　　　　 兵庫県

出走日 レース 馬名 馬主名 調教師

2022.1.3 第 58 回報知オールスターカップ　 ノーヴァレンダ （有）キャロットファーム 内田　勝義

2022.5.18 第 14 回川崎マイラーズ ファルコンビーク 吉田　勝己 内田　勝義

2022.3.9
（大井） 第 13 回フジノウェーヴ記念　　 ルーチェドーロ 永谷　友一郎　 池田　孝

2022.3.23
（船橋）

第 67 回ダイオライト記念　　 ノーヴァレンダ （有）キャロットファーム 内田　勝義

2022.5.4
（船橋）　

第 36 回東京湾カップ タツノエクスプレス 三河　辰己 田邊　陽一

重賞制覇！関係者の皆さまおめでとうございます！　　　　（＊敬称略）

ファルコンビーク号ノーヴァレンダ号

新会員紹介　　（＊敬称略）

（写真撮影：真鍋　元）
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■ Jocky Life ～本田紀忠～

金 子 正 彦 元 騎 手 が 聞 く 川 崎 ジ ョ ッ

キーズの素顔。

Jocky Life インタビューの第 11 回に

ご登場いただくのは本田紀忠（ほん

だ・のりただ）騎手。

2007 年のデビューから今年で 15 年。

期間限定騎乗で全国を渡り歩いた苦

労人でもあります。毎朝２時から 10

時位まで調教に騎乗して川崎競馬を

支え、競馬への熱い想いを胸に抱いて

います。

【金子】出身は横浜だったよね？

【本田】横浜の緑区なんですよね。

母親と姉２人がいて、父親は中学３年

の時に亡くなりました。

食堂をやっていたんですけど、病気が

わかって八王子に引っ越しました。

親父の病気をきっかけに騎手を目指

そうって思ったのもあるんです。

【金子】お父さんが競馬好きだったの

かな？

【本田】そういう仕事もあるよって教

えてくれたのが父親なんです。

肝臓ガンの末期で、闘病生活が１年

半。最後まで生きようと頑張ってる姿

を見ながら考えました。

【金子】それで騎手の試験を受けた

の？

【本田】ＪＲＡの騎手試験を受けて１

回目に落ちてしまってからは加納さ

ん（元川崎所属騎手）の乗馬クラブで

研修生になったんですが、２回目も受

けて落ちてしまって。

働かなければなりませんからコンビ

ニでアルバイトしていました。２年く

らいやってましたね。

だから接客にはけっこう自信があり

ます（笑）。

【金子】気配りができたり、感じよく

話せるのはコンビニでの経験が生き

ているんだ。

【本田】厳しくたたき込まれたので。

【金子】川崎競馬で騎手になるのはど

ういう経緯？

【本田】近所に障害者乗馬をやってい

る方がいて、手伝ってみないかと誘わ

れて行ってみると、高月厩舎の厩務員

さんだった方が馬術の先生になって

いて勧められたことが川崎で騎手に

なるきっかけです。そのあと高月厩舎

に下乗りに入りました。

【金子】たしか那須の教養センターに

入ったのも年齢的に遅かったよね。

【本田】20 歳で入りました。

【金子】センターの受験資格の体重は

俺の時で 44 キロだったけど、20 歳

になってたら体重的にもきつかった

んじゃないの？

【本田】基準は 45 キロだったので、

普段のままだったらきつかったんで

すが、ちょうど受験する頃に体調を崩

してゲッソリ体重が落ちていたんで

奇跡的にクリアしました（笑）

【金子】センター入ってからは大変

だったでしょ。

【本田】減量のことばかり考えてまし

た。カッパ着て走ったり。

出てくる食事も残してましたし、常に

脱水症状でした。

人間って限界を超えると水分がほし

くなるんですよね。

【金子】そうそう。腹が減るのはまだ

まだ甘い。最後は喉の渇きとの戦いだ

もんね。

２年の間にやめようと思ったことは

なかったの？

【本田】あります！　何回も。

トイレの水を飲もうと考えたくらい

追い詰められた時もありました。

あとは、もう、ここまでやったんだか

らって意地でしたね。

【金子】親父さんが病気で苦しんでる

のも見てたし、応援してくれる家族の

ためにもやるしかなかったよな。

騎手デビューできて良かった！

【本田】そこから初勝利まで長かった。

調教で落ちて脳震盪で入院してから

は調教にも競馬にも乗せてもらうの

は大変でした。

【金子】騎手になって半年くらいで期

間限定騎乗したんだったね。

撮影：真鍋元
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【本田】４月にデビューして、正月か

ら高知に行きました。

【金子】じゃあ、高知で初勝利を挙げ

たんだっけ？

【本田】はい。２着、３着が多かった

ので、差し切れたときは本当にうれし

かったし、ホッとしました。

高知競馬が一番苦しい時期だったの

に田中守調教師が引き受けてくれて

ありがたかったですね。船橋の本橋く

んが先に高知に行っていて少し重な

るくらいの時期。騎手として再スター

トする気持ちで高知に行きました。延

長して１年くらいいましたが、賞金が

たばこ代くらいなこともあったし、厩

舎が家族みたいで騎手もいっしょに

寝わら上げたり作業を手伝って。あっ

たかい先生でした。

高 知 で お 酒 呑 む こ と を 覚 え ま し た

（笑）

【金子】高知には２回。北海道や岩手

での武者修行も経験したね。

【本田】高知から川崎に戻って河津裕

昭厩舎に転厩して。

しばらくして北海道に行きました。

行った直後に東日本大震災がありま

した。

北海道は勝手がまったく違って厳し

かったですね。若馬を乗り出す時期で

したからこれまで経験したことのな

い貴重な経験をさせてもらいました。

【金子】そのあとが岩手？

【本田】岩手から村上忍さんが川崎に

乗りに来ていたので、そのときに岩手

に来るならと鈴木七郎厩舎を紹介し

てもらいました。村上忍さんには本当

によく面倒見をみてもらいました。毎

日のように家に来いよって声を掛け

てくれて、ご飯をごちそうになってい

ました。もう家族みたいにして。

お別れセレモニーのときにはご家族

みんなで盛岡まで来てくれたのが嬉

しかったです。

【金子】知らない土地に行っても良く

してもらえるのは本田の人柄だと思

うよ。

いろんな経験をしたね。

【本田】岩手でも北海道でも１つ勝つ

までに時間が掛かって。このまま勝て

ないのではないかと焦りも出てきて。

【金子】勝てないのが続くと、どうのっ

ていいかわからなくなってしまうし、

勝てる気がしなくなってくる。精神的

に追い込まれていくからね。

勝って良かった！

最後にもう一度、高知に行ったんだっ

たね。

【本田】２回目はゲートで手を骨折し

て途中で返ってきました。

重賞に乗れる予定があったので本当

に悔しかった。

【金子】南関東での初勝利までは長

かった。

2012 年９月６日の川崎４Ｒ。

シンフォニーヒルズで競り合いを封

じて勝ったんだったよね。

【本田】早く勝ちたいと焦りもありま

したし、勝ってホッとしました。

【金子】最近も、調教で多くの馬に乗っ

てるね。

ルーチェドーロにも乗ってるって聞

いたけど。池田厩舎から看板馬の調教

を頼まれるってことはそれだけ信頼

されてるってことだね。

【本田】毎朝 20 頭くらいは乗ってい

ると思います。

競馬はそう乗れませんが、調教なら一

番乗っていると思います。

調教なら任せてください！って言え

ます。

ルーチェドーロは重戦車みたいな感

じで、余分なことはしないし賢い馬で

すね。

【金子】もっとレースにつながると良

いよね。

思いきった競馬をすることもあるん

だし。

【本田】今は体重的に 51 キロまで乗

れるので、丁寧に調教に乗ってひとつ

でも多くレースに乗せてもらえるよ

うに頑張ります。

【金子】いろいろ悩みはあると思うけ

ど、ストレス発散法は何かある？

【 本 田 】 も っ ぱ ら 野 球 を 見 な が ら

チューハイを呑むことです。

【金子】お互いにベイスターズファン

だけど、もうちょっと頑張ってもらわ

ないと飲み過ぎちゃうもんな。

【本田】ベイスターズが勝った時は最

高に美味しいお酒です。

撮影：真鍋元
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【金子】小さい頃から野球をやってた

んだよね。

ポジションは？

【本田】子供の頃の夢は野球の選手に

なることでした。

小学校の頃から地域の野球チームで

セカンド守ってました。

【金子】厩舎にも野球チームがあった

けど、近頃はコロナで野球もできなく

なったもんな。

最近、車の免許を取ったらしいね。

【本田】前から取りたいと思っていた

ので、１月に取れたのはうれしかった

です。

まだ車はないので、実家に帰ったとき

に乗るくらいです。

【金子】黄色に黒の玉あられの勝負服

は目立つけど、デザインは自分で考え

たの？

【本田】デビューした当時に所属して

いたのが高月賢一厩舎だったので、高

月先生が考えてくれました。千代田牧

場さんの勝負服をイメージしたと聞

いています。

【金子】そこからスタートした騎手生

活も今年で 15 年。

ホント、いろいろあったけど。

【本田】馬乗りは上手じゃないですけ

ど、それなりに生活させてもらってい

ますし、自分の気持ちに負けないで

やってこられたと思います。

なんだかんだ、馬乗ってるのが好きな

んですよね。

【金子】今年は元旦早々に高配当馬券

を出したり、船橋でも人気薄を勝たせ

たり、今年は良い年になってるね。

【本田】騎手になって良かったと思い

ましたし、騎手ってかっこいいですよ

ね。

今年の日本ダービーの武豊騎手を見

て感動しました。

自分とは立場は違いますが、同じ騎手

という職業なのはうれしくなります。

【金子】好きな戦法はある？

【本田】追い込んで勝った時は気持ち

いいですね。

【金子】サンベリーニでの追い込みは

かっこよかったよ。

【本田】サンベリーニは去年のお母さ

んの誕生日にも勝ってくれたし、正月

にも勝ってくれた。気難しくて波もあ

るんですが、もっと勝ってくれると思

います。

【金子】今後はどうしたいとかある？

【本田】先のことは考えていないです

けど、一生懸命やっていないと何をや

るにしても次につながらないと思う

ので。

一日一日を大事に過ごしたいです。

【金子】ごもっとも！

今日は忙しいところをありがとうご

ざいました。

これからも頑張ってください。

撮影：真鍋元

★金子正彦プロフィール

1962 年 11 月 12 日神奈川県
出身。
1979 年 11 月 19 日の騎手デ
ビューから 16,482 戦 1,227
勝を挙げ、2017 年に引退。
重賞勝ちは「東京ダービー（サ
イレントスタメン）」、「浦和記
念（モエレトレジャー）」、「桜
花賞（ミライ）」、ハイセイコー
記念（ソルテ）」など 11 勝。
現在は競馬専門誌等でコラム
を執筆している。

2022 年　国内１歳馬市日程（7 月後半以降）

7 月 26 日 ( 火 ) ～ 27 日 ( 水 ) ※前日展示 :7/25( 月 ) セレクションセール 1 歳 JBBA 北海道市場 

8 月 22 日 ( 月 ) ～ 26 日 ( 金 ) 　　　　　　　　　　　　サマーセール 　　　　1 歳 JBBA 北海道市場 

9 月 20 日 ( 火 ) ～ 22 日 ( 木 ) 　　　　　　　　　　　　セプテンバーセール 1 歳 JBBA 北海道市場 

10 月 17 日 ( 月 ) ～ 18 日 ( 火 ) 　　　　　　　　　　　　オータムセール 　　　　1 歳 JBBA 北海道市場
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2022.3.2 8 アクアマリンフラワー賞 アンタノムスメ 飯沼　賢児 八木　仁
10 岩ガキ「鶴宝」を真鶴に食べに行こう記念 ペイシャトムーン 北所　拓也 安池　成実

2022.3.3 11 日吉オープン ラッキードリーム SRE（同） 池田　孝
2022.3.4 5 雲雀特別 エーススパークル ( 有 ) オート・エース 佐々木　仁
2022.4.4 3 レーゲンボーゲン特別 トラストカトレア 菅波　雅巳 吉橋　淳一

10 若草特別 レッドアーチャー 鈴木　基容 高月　賢一
2022.4.5 1 アルコバレーノ賞 ココット 伊藤　享 佐々木　仁

7 ダイヤモンドフラワー賞 キューチャン 高畑　大輔 内田　勝義
9 エイプリルスター賞 ルイジアンナ ( 有 ) グランド牧場 佐々木　仁

10 穀雨特別 リコーシンザン 土橋　正雄 久保　秀男
11 スパーキングマイラーズチャレンジ ファルコンビーク 吉田　勝己 内田　勝義

2022.4.7 2 レインボー特別 ゴールデンプラチナ ( 株 ) 日本スタンダード 岩本　洋
6 頬白特別 ソウルストライク ( 株 ) レッドマジック 高月　賢一

10 卯の花月特別 デランブル 吉田　晴哉 内田　勝義
2022.4.8 8 鶯特別 ファルコンソード 栗山　正 田邊　陽一

10 めんそーれ川崎賞沖縄本土復帰 50 年記念 ウインプラウド ( 株 ) ウイン 河津　裕昭
2022.5.16 4 ブリーズ特別 シルヴァギンジ 野路　一治 岩本　洋　

5 アウラー特別 ウクライナアイズ 東桂木　真悟 佐藤　博紀
10 新緑特別 ヤマニンリュシオル 土井　久美子 山崎　尋美
11 アルデバラン賞 フォルベルール 八嶋　長久 久保　秀男

2020.5.20 10 第 35 回開成町阿波おどり特別 カネショウルーイ 清水　正裕 鈴木　義久
2022.6.13 2 テントウムシ特別 ライズゾーン 国田　正忠 山崎　尋美

4 フォラータ特別 フレグランスフリー 吉田　照哉 山崎　裕也
6 三光鳥特別 ビヨンドザレシピ ( 有 ) コスモヴューファーム 河津　裕昭
9 カペラ賞 フワトロ 佐久間　拓士 林　隆之

11 神楽坂酒造盃くろうま賞 ピエナビーチ 西村　健 林　隆之
2022.6.15 1 モンシロチョウ特別 ギャクテンオー 大田　恭充　 田邊　陽一　

2 ホタル特別 マカゼ 鈴木　基容 高月　賢一
2022.6.16 10 鳴神月特別 グランギフト 川原　輝雄 山崎　尋美
2022.6.17 5 青葉木菟特別 ソウルストライク ( 株 ) レッドマジック 高月　賢一

10 湘南ひらつか七夕まつり記念 リトルパイングッド 小松　芳子 内田　勝義
11 スパーキングプラチナチャレンジ リコーシンザン 土橋　正雄 久保　秀男

出走日 レース レース名 馬　名 馬　主 調教師
2022.1.1 1 幕開け特別 ヤマイチリリー 坂本　肇 佐藤　博紀

2 お年玉特別 エスプリアンディ 依田　泰雄 久保　勇
3 一富士特別 モンゲーアラシ 須山　悟至 鈴木　義久

2022.1.2 4 だるま落とし特別 エミーブレイズ 今井　優 高月　賢一
2022.1.3 1 おみくじ特別 マンセー 清川　孝徳 田邊　陽一

3 福禄寿特別 プラチナライン 辻　高史 加藤　誠一
10 七福神特別 ニヨドスマイル 西森　鶴 岩本　洋

2022.1.6 6 招福オープン メンタイマヨ 程田　真司　 林　隆之
2022.1.7 11 ミモザ賞 フワトロ 佐久間　拓士 林　隆之
2022.1.31 2 テンペスタース特別 ケウ 佐久間　拓士 林　隆之

3 オラージュ特別 ゼンコウテイ 倉持　俊彦 佐藤　博紀
6 尉鶲特別 エミーブレイズ 今井　優 高月　賢一

2022.2.1 7 ジャニュアリーフラワー賞 プラチナライン 辻　高史 加藤　誠一
11 ヴィクトリーチャレンジ フウト 鈴木　基容 高月　賢一

2022.2.3 2 シュトゥルム特別 タケルカムイ 森　保彦 内田　勝義
10 昇龍特別 ギンザロッソ 小谷野　次郎　 佐々木　仁

2022.2.4 3 テンポラーレ賞 ジェルジオ 谷口　悦一 山崎　裕也
10 唯我独尊賞 コウギョウブライト ( 株 ) リバティホースナヴィゲイト 林　隆之

2022.2.28 4 河原鶸特別 スタイルユアセルフ 清水　剛 山崎　裕也
11 シリウス特別 ダルヴァザ ( 有 ) キャロットファーム 内田　勝義

2022.3.1 2 プロケッラ特別 エンジェルリボン 福本　次雄 高月　賢一
3 シトラス特別 べアカキーン 熊木　浩 鈴木　義久

10 忘れ雪特別 ギンザロッソ 小谷野　次郎 佐々木　仁　

特別レース優勝馬 (6 月開催まで）

関係者の皆さま、おめでとうございます！ ( ＊敬称略）
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　令和４年５月 28 日（土）に開催しました定時総会の結果は次のとおりでしたので、ご報告申し上げます。

　今後とも、当協会の運営につきまして、ご理解ご協力賜ります様お願い申し上げます。　

決議事項
　第１号議案（令和３年度計算書類承認の件）、第２号議案（年会費改定の件）は、次のとおり可決承認されました。

　会員数 603（令和４年 ５月 1 日現在）　定足数 302
　出席会員数（書面による議決会員数を含む）333　
　委任状提出数　25　合計 358　　　 
　・第１号議案　賛成票　352、反対票　6　　 　 　　　　　　　　 可決承認（過半数で可決）
　・第２号議案　賛成票　296、反対票  62　　　　　　　　　       　可決承認（過半数で可決）

令和４年度一般社団法人神奈川県馬主協会定時総会の結果について

　　川崎競馬場へのご入場について

　　　競馬場にご入場の際は「馬主証」をご提示下さい。
　　　正門、通用門いずれの入場門からもご入場可能です。
　　　お車でお越しの場合は「内馬場駐車場」入口にて「馬主証」をご提示いただければ
　　　無料でご利用いただけます。

　　開催中の馬主観覧席のご利用について

　　　① 当日に出走馬がいる場合
　　　１号スタンド 3 階の出走馬主ラウンジ（満席の場合は 5 階出走馬主席）がご利用に
　　　なれます。
　　　１号スタンド 3 階の出走馬主受付カウンター（競馬組合主催者管理）までお越し
　　　下さい。

　　　② 当日に出走馬がない場合（出走馬がいる場合もご希望があればご利用可能です。）
　　　１号スタンド 4 階の馬主協会会員専用指定席（ボックス席または、指定席）をご利用に
　　　なれます。
　　　１号スタンド 3 階の神奈川県馬主協会受付カウンターにて会員証をご提示下さい。
　　　
　　　　＊注意事項

　　　　・原則として、１会員につき同伴者は２名までです。
　　　　　（社会情勢などにより変更になる場合もございますので、ご協力お願い致します。）
　　　　・いずれの指定席も先着順となり、予約はできません。
　　　　・受付は当日の開門時間からの来場順になります。（お電話による予約はできません。）
　　　　・重賞開催日は、早い時間に満席になる場合もございますのでご了承ください。
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中川明美の川崎競馬EYE

　北海道平取町にある義経神社をご存じだろうか。かの源九郎判官

義経公の北行伝説に由来する歴史ある神社で、新年最初の午の日に

は『初午祭』が行われている。馬産地でもあることから多くの牧場関

係者や競馬関係者が参列し、恒例の ｢矢刺しの神事｣ では直垂装束

の正装姿になった年男が馬上からその年の鬼門の方角に破魔矢を３

本放つ。矢を拾った人は今年一年幸運が訪れるという。破魔矢を放

つ行事者には、長らく全国公営競馬調教師連合会会長として尽力し

た川崎の井上宥蔵調教師や岡田繁幸氏、2019 年には道営競馬の田中

淳司調教師が務めた。

「岡田繁幸オーナーのときには背が高いもんだから装束がつんつるて

んだったことを覚えています」と話すのが北嶋義三オーナー。現在は

川崎に３頭、大井に４頭、中央美浦にも馬を所有する。

　この義経神社は北嶋さんの生家。８人兄弟の次男に産まれ、長男

が早世したことから父より受け継いで平成 12 年に辞するまで５代目

宮司を務めた神職でもある。

　御年 90 歳になった今

も矍鑠と競馬場にも足を

運ぶ。「先代宮司の父親

が馬好きで、神社からほ

ど近い場所に小さな牧

場をつくった。その牧場

には常時３、４頭のアン

グロアラブが放牧されていた。父の影響もあって、私も弟の裕三も馬

が好きになり、弟はトヨサトスタリオンの専属獣医を務めるかたわら、

生産、育成のできる北島牧場を開きました。育成馬ではカツラノハイ

セイコやアラホウトクが出世馬でしょうか。生産馬には阪神牝馬特別

を勝ったマチノコマチがいます。現在は獣医でもある甥の佳和が継い

でいます」。カツラノハイセイコはハイセイコー初年度産駒で日本ダー

ビーや天皇賞などで優勝。アラホウトクは 1988 年に桜花賞等を制し

た。

　ソダシの活躍により白毛が注目を集めている昨今だが、日本で初め

て誕生した白毛馬ハクタイユーを所有したのが北島牧場。父はロング

エース、母はホマレブル。四肢が白く、胴体は白地に茶色のぶちとい

う不思議な毛色で〝白毛〟という新たな毛色として認定された。血統

書に〝白毛〟と書かれるまでにはかなりの時間を要した。

「浦河で生まれたのを譲り受けて北島牧場で育成しました。この写真

がそうです。日本で初めての白毛っていうので大騒ぎになりましたね」

と北嶋さん。ハクタイユーは競走馬として未勝利に終わったが、引退

後は北島牧場で種牡馬になった。白毛馬初の勝利馬ハクホウクン等

を残し、義経神社の神馬となった。

　北嶋さんは神職をしながら國學院大學に務めていた。在職中には

神道学科系で神職の養成にたずさわり、明治神宮で作法などの基礎

教育をしてから最終的には伊勢神宮で仕上げの指導。全国に1,000

余名の教え子がおり、神宮界で活躍している。

　

「親が生産してセリで売ったアラブのセイユウの仔が宇都宮の菅原厩

舎にいて新馬から連勝して評判になっていることを聞き、見に行って

いるうちに宇都宮で馬を持ったのが最初。昭和 36 年に地方競馬の馬

主資格を取りました。住まいに近い川崎競馬にも馬を持ちたいと親戚

筋の稲原牧場に紹介してもらったのが秋山重美調教師で、初めて預

けたのがブランギャルソンというメンデス産駒の芦毛。４コーナー回っ

てから一気にやって来る追い込み一手のレースをするもんだから手に

汗握って見ていたのが印象深い。７勝してくれました。脚元を痛めて

引退したあとは相馬野馬追をやっている人に譲りました。馬が可愛く

てね。馬主の誰もが思うことでしょうが、持ち馬が勝った時の喜びは

子供が運動会で走るときと同じです。僕の場合は繁殖にあげて仔を

所有して、また繁殖にあげてって三代くらい持ってるから仔分けが多

いけど、できれば肩掛けがほしい（笑）」。

　所有馬には〝ピースフル〟と冠をつけることが多い。平和を願う気

持ちで神職としての矜恃が込められている。

　　　　　　　　　　　

（文・中川　明美　写真・真鍋　元）

2017.10.9「宇宙忍者バルタン店長杯」優勝ドンナディヴィーノ号
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１月に発行された神奈川県馬主協会ニュースで、この４月
に川崎競馬場から新人騎手３人がデビューすることをお伝
えしました。あれから半年が経ち、それぞれ無事にデビュー
を果たして日々奮闘中です。今日はそんな新人騎手たちの
応援の意味も込め、ここまでを振り返りたいと思います。

　～小林捺花騎手～
　小林捺花（こばやしなつか）騎手は 2004 年 12 月 11
日生まれの 17 歳で、神奈川県横浜市出身です。所属は田
島寿一厩舎。小林騎手の姉が乗馬をしていたことで、自身
も２歳から体験乗馬で馬に乗り、騎手を目指したのは小学
校６年生の頃で、騎手目線で楽しめる競馬ゲームの影響や、
祖父母の家の近くに川崎競馬場があり遊びに来ていたこと
で、この場所で騎手になりたかったそうです。「今までた
くさんの夢を見せてくれた川崎競馬場で、今度は私が来て
くださったお客様に夢を与えられるような騎手になりたい
です」。

　川崎競馬場４人目の女性騎手で、現役では昨年デビュー
した神尾香澄騎手に続き２人
目。勝負服は『胴茶、緑菱山
形一本輪、袖緑、赤星散』。茶
色は、地方競馬のどの騎手も
使用していないため（馬主服
を除く）唯一無二にしたかっ
たこと。緑色は一番好きな色
で、菱山形は騎手を目指した
時から憧れていた柄。袖の緑
と赤は誕生月のイベントであ
るクリスマスカラー。

　 ４ 月 27 日 の 浦
和１レースで、小
林騎手は１番人気
プリプリクインダ
ム（馬主 森田徹様、
浦 和 · 平 山 真 希 厩
舎）の手綱を取り、
３コーナーで先頭
に立つと押し切り、
23 戦目で初勝利を飾りました。「ゴール板のところで前に
馬がいなくてすごく新鮮で楽しかったです」。女性騎手の
先輩でもある平山調教師の所属馬で初勝利をあげたことも
話題になりました。厩舎での愛称は『なっちゃん』。

～新原周馬騎手～
　新原周馬（にいはらしゅうま）騎手は、2004 年１月 16
日生まれの 18 歳で、奈良県奈良市出身です。所属は林隆
之厩舎。名前に入っている『馬』は、父が坂本龍馬を尊敬
していたことから。競馬好きだった祖父や叔父の影響で、
小学校５年生の時に大井競馬場へ、それ以降も川崎競馬場
へ連れていってもらうなどして、騎手になる夢がふくらん
でいったそうです。勝負服は、『胴青、緑山形一本輪、袖緑、
黄一本輪』。自厩舎カラーがないため、自分の好きな色を
組み合わせたそう。

　４月４日川崎５レースで、１番人気アイディアリスト（馬
主 永谷友一郎様、池田孝厩舎）を勝利に導き、デビューか
ら２戦目で初勝利を挙げました。２番手から４コーナーで
先頭に立って押し切
る 内 容。「 す ご い 人
気馬に乗せて頂きま
したが、池田先生か
ら は、『 好 き に 乗 っ
て来い』と言って頂
いたので緊張もあま
りせずに乗ることは

小林捺花騎手

川崎競馬組合（主催者）より「開催中の駐車場のご利用について」のお知らせ

① 内馬場駐車場（７００台）　　   馬主証を提示していただければ無料でご利用いただけます。

② 正門駐車場（業務用）　　　　　正門前にて警備員に「通行証」または「馬主証」のご提示をお願い致します。

                                                         （「通行証」は競馬組合主催者開催事務所にて申請をお願いします。

満車の場合は、他の駐車場をご案内させていただきますのでご了承ください。）

＊駐車場のご利用に関してのご質問は川崎競馬組合（主催者）窓口までお問合せください。

　小林騎手の初勝利時

　新原騎手の初勝利時
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できました。まだ勝っ
た実感はわいていませ
んが、それよりも、こ
れからいっぱい活躍し
て、南関東競馬を盛り
上げていけるようにな
りたいという気持ちが
一番強いです。『新原』
ならと信頼される騎手
になりたいです」。

～野畑凌騎手～
野畑凌（のばたりょう）騎手は 2004 年 10 月 12 日生ま
れの 17 歳で、愛知県名古屋市出身。佐藤博紀厩舎所属で
す。祖父が名古屋競馬場の厩務員をしていたことがあり、
その時期に父も弥富トレセンに住み騎手を夢見ていたこと
もあったそうです。野畑騎手が初めて競馬を見たのも名古
屋競馬場、最初は周りの人たちから騎手になることを勧め
られ、中学校になると自身も本格的に騎手の道へ。勝負服
は『胴赤、白襷、袖赤、白星散』で、自分の好きな色を組
み合わせて目立つように考えたそうです。

　４月７日川崎５
レースで、野畑騎
手が騎乗した 10
番人気ボルドーア
ラン（馬主　シグ
ラップ · マネジメ
ン ト　（ 株 ） 様、
浦和 · 柘榴浩樹厩
舎）が逃げ切り勝

ちを収め、デビューから 18 戦目での嬉しい初勝利を飾り
ました。「（同期が先に勝ちましたが）ちょっと焦ってしまっ
たところはありましたが、なるべく騎乗が変わらないよう
に落ち着いて乗るようには意識しました。ゴール板を過ぎ
た時はまずホッとしましたが、これからもいろんな人たち
の想いを背負って乗っていることは忘れずに、周りから

信頼される騎手に
な っ て、 川 崎、 南
関東を代表するよ
うな騎手になりた
いです」。

～デビューから約３か月が経ち～
　デビューから約３か月が経ち、ルーキー３人はどんなこ
とを思いながら日々過ごしているのでしょうか。今の心境
を聞いてみました。

　小林騎手「まだまだ迷惑をかけてばかりなので、これか
らも馬間距離や進路をよく学びたいです。危険のないよう
に、積極的な騎乗ができるように頑張ります！」

　新原騎手「レースは慣れてきましたが、まだ経験したこ
とのないレース展開や場面になると対応に遅れることもあ
るので、次に失敗しないようにしたいです」

　野畑騎手「最初は騎手としての生活が忙しくて戸惑いま
したがやっと慣れてきたなという感じはあります。騎乗に
関してはまだまだなので、同期に負けないように頑張りま
す」

　川崎も若手騎手たちが増えてきて非常ににぎやかになり
ました。これからの川崎競馬を担っていく、小林騎手、新
原騎手、野畑騎手への応援をよろしくお願いします！

（文・写真　高橋　華代子）

野畑凌騎手　新原周馬騎手

　令和４年度神奈川県川崎競馬組合の新たな取り組みについて

　以前より当協会から要望してきました「小向きゅう舎の安全確保対策」につきましては、人馬の安
全確保のため、外壁の防水対策を実施します。一方で、今後のさらなる川崎競馬場の発展を目指し、
施設のあり方について検討が行われ、当協会としても、引き続き積極的に参画します。
　また、きゅう務員確保対策として粘り強く交渉した結果、小向きゅう舎の外に居住するきゅう務員
に対し、住居費用の一部を補助することになりました。
　賞金面では、川崎記念競走 1 着賞金が 8 千万円に、エンプレス杯競走 1 着賞金が４千万円に、関東
オークス競走 1 着賞金が３千五百万円に増額されます。

　野畑騎手の初勝利時
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つぶやき

一般社団法人 神奈川県馬主協会
電話 .044-246-5050  FAX.044-245-8090

事務局長　　   沖村　朋彦
事務　　              加藤　佳子・永本　峯子　

会報編集              粕谷　知美

WEB サイトのご案内
　馬主会ニュース、番組表、規定集等は当協会ウェブ

サイトからもダウンロードできます。

　また、随時お知らせも掲載しておりますのでご覧く

ださい。

　   www.kanagawa-bashukai.or.jp
　  Mail: owners@kanagawa-bashukai.or.jp

　　5 月 29 日に佐賀競馬場で行われた九州ダービー栄城
賞から 6月 21 日に金沢競馬場で行われた石川ダービー

まで 24日間にわたって全国 8競馬場でダービー（優駿）

競争が行われました。先ず、各地でダービー馬になられ

た関係者の皆様方にはこの場をお借りして、改めてお
祝い申し上げます。
  さて、これら 8 頭のダービー馬を見てみますと、い
くつかの傾向がわかります。第一に、これら 8 頭の
デビュー地を見ますと、実に半数の 4 頭が門別競馬
場であることがわかります。その内、3 頭は門別の２
才戦で揉まれたあとに各地に渡ってから重賞を制覇
しています。次に、これら 8 頭のダービー馬の父を
見てみますと、もちろんダートで活躍している馬の
象徴とも言えますエスポワールシチー（兵庫ダービー
馬、バウチェイサー号の父）はいるものの、オルフェー
ブル（東海ダービー馬、タニノタビト号の父）やワー
ルドエース（北海優駿馬、シルトプレ号の父）など芝
重賞で活躍した種牡馬の産駒も名を連ねています。日
本軽種馬協会の統計によりますと、令和４年度（2022
年度）に供用が予定されている種牡馬は 279 頭に及
び、まさに会員の皆さまは多種多様な特徴を持つ父の
産駒を多面的角度から吟味し、皆さまのニーズに合っ
た愛馬を手にできるチャンスがあると言えます。
  そうした中にあって、石川ダービーが行われた今月
21 日に本年最初の 1 才市場である「九州一歳市場」
が行われ、27 頭の九州産馬が上場され 13 頭が落札、
本年の１才セリがスタートしました。このあと７月に
入りますと、「八戸市場」、「セレクトセール」、「セレ
クションセール」、8 月には、日本最大の 1 才市場で
ある「サマーセール」、9 月には「セプテンバーセール」、
10 月には「オータムセール」と足掛け 5 ヵ月間にわ
たって、延べ16日間のセリが行われます。「サマーセー

ル」以降の上場馬は未発表のため、既に上場馬が発
表されています「セレクションセール」の上場馬で
今年の傾向を見ていきたいと思います。
　まず、これまで１日で行われていました「セレク
ションセール」が２日間（事前の比較展示まで含めま
すと 3 日間）になり、上場頭数も昨年の 234 頭から
311 頭に増えました。変更の理由はいくつか考えられ
ますが、頭数が増えたことによって将来の愛馬を手
にする機会が増えたと前向きに考えたいと思います。

「セレクションセール」は文字通り選抜馬ですので、
高額種付料種牡馬産駒が多く上場しているのも特徴
です。そこで種牡馬別上場頭数を見ますと、ドレフォ
ン産駒 17 頭、キズナ産駒 16 頭、エピファネイア産
駒 12 頭など、ここ最近、JRA の重賞戦線を賑わして
いる社台スタリオン繁養種牡馬の産駒も数多く見ら
れる一方で、令和２年度（2020 年度）の新種牡馬（本
年の 1 才市場に初登場）であるカリフォルニアクロー
ム産駒が 20 頭で最多上場頭数となっています。カリ
フォルニアクロームは、2011 年米国生まれの 11 才、
血統的には既に日本のダート競馬で大成功を遂げて
いるパイロと同じ Pulpit 系（A.  P.  Indy 系）、3 才時
にはケンタッキーダービーを始め G1 を 4 勝、また古
馬になってからの 5 才時にもドバイワールドカップ
などＧ１を３勝し、それぞれの年に米国年度代表馬
に選出された名馬で、静内のアロースタッドによっ
て導入されました。芝・ダートともに G1 勝ちがあり
万能型種牡馬とも言えますが、中距離ダートでは比
類ない実績があり、令和 3 年に登録された 96 頭から
選抜されたこれら 20 頭から 2 年後のダービー馬が輩
出されるか、大変興味深いところです。　
          
          神奈川県馬主協会　
　　　理事 広報委員長　杉浦和也


