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新年のご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　会長　田 中  準 市

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、清々しく新年をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。
　さて、当協会の会員数も安定して 600 を維持し、我々役員・職員一同、多数
の会員の皆様へのサービスを常に意識しながら尽力させていただいています。特
に、奨励馬事業と事故共済事業の充実に向け、神奈川県川崎競馬組合と粘り強く

予算交渉を継続しています。
　我々の本拠地であります川崎競馬場は、ここ数年毎年レコードを更新しており、平成４年度も、
さらにレコードを更新する勢いです。また、コロナ禍に川崎競馬を休むことなく施行していた
だき、主催者並びに関係各位に対し、衷心より感謝を申し上げる次第です。そして、全国の地
方競馬場が好調を維持し、未来永劫、安定して施行されることを願ってやみません。
　依然として、新型コロナウイルスの感染が止まらず、油断ができない状況ですが、いずれ共
存する時が来ることを願い、そして心に夢を抱きながら、協会運営に粛々と努めてまいりたい
と考えています。
　最後になりますが、今年の一年が、皆様にとって、干支の如く飛躍し、実りある健やかなと
きであります様お祈りし、私の年頭の挨拶とします。

ご挨拶         　　　　神奈川県川崎競馬組合　管理者　武井　政二

　新年明けましておめでとうございます。
　神奈川県馬主協会会員の皆様におかれましては、川崎競馬の開催にあたりま
して、日頃より多大なるご理解、ご協力を賜り心から御礼申し上げます。
　昨年は、１月６日の降雪による一部競走取り止めはありましたが、新型コロ
ナウイルス感染防止対策として入場制限を実施しながら、ファンの皆様をお迎

えして開催を継続することができました。安心・安全に競馬開催を継続させることができまし
たのも、皆様のご理解とご協力によるものと、深く感謝申し上げます。
　コロナ禍が長期化する中、今年度の川崎競馬の開催実績は、在宅投票の伸びを受け、売得金
が前年度比 14．５％増と、引き続き好調を維持しております。これも貴協会をはじめとする競
馬関係者の皆様や競馬ファンなど多くの方々のご支援の賜物であり、改めて厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、11 月 28 日には地方競馬主催者や日本中央競馬会などにより「全日本的なダート競走
の体系整備について」として、芝とダートを両輪とする日本競馬の発展を目指し、地方競馬が
主体となってダート競走の体系整備を行うことを発表いたしました。この中では、ダートグレー
ド競走の体系整備及び魅力向上に向けた取組のほか、全てのダートグレード競走の国際競走化
へ向けた取組を地方競馬一丸となって進めることが示されております。
　新型コロナウイルスの感染状況はまだまだ先行きが不透明な状況です。これからも感染症対
策にしっかりと取り組みながら、多くの皆様に楽しんでいただけるよう川崎競馬を盛り上げて
まいります。
　結びに、今年１年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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　『市場取引馬奨励金』（変更があります）

　令和５年度より、応募方法を変更します。
　応募の受付は、抽選に参加を希望される会員ご本人（共有の場合は代表者）からの応募のみとします。
　令和５年４月に送付します市場取引奨励金応募要項の中に、「応募はがき」を同封致しますので、住所・
氏名をご記入の上、指定する期日までに送付してください。（詳細につきましては、応募要項に記載致し
ます。）
　また、令和５年度より、平等性を保つため（購入、未購入にかかわらず）当選された方は、翌年度は応
募できないことに変更します。ご理解とご協力をお願いします。

　『２歳新馬奨励金』（変更はありません）

　例年通り、事前申請でのみ受け付けます。
　令和５年度一般 2 歳新馬奨励金事前登録の締め切り日　　　令和５年 2 月 28 日（火）17 時
　　　※　必要書類（血統登録証明書、売買契約書（仔分の場合は不要）ともに写）を預託予定調教師
　　　　　経由または直接事務局に提出してください。
　　　※　共有馬の場合は、共有予定者名（共有者全員会員のみ申請可）もお申し出ください。　　　　　　
　　　※　事前登録後、馬体検査の前に馬主変更をした一般２歳馬については、支給対象外となります。
                         （事前登録制度は、馬ではなく馬主に権利を与えるものであるため）

　応募は１会員２頭まで（市場取引奨励金当選し、購買された方は１頭）です。
　共有馬は、共有者全員が１頭分の権利を行使したことになります。

令和５年度の新馬奨励金交付事業についてのお知らせ

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（但し、減量重量３Ｋｇ以上に限る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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11 月 野村　茂雄 スイス
横井　良明 北海道
鈴木　大輔 神奈川県
茂木　国久 埼玉県
( 有 ) ヘラクレスファンタジー 神奈川県
扇原　毅士 東京都
相川　てる 千葉県
池田　俊道 東京都
西村　豊 北海道
齋藤　秀昭 東京都
楊　明翰 東京都
大塚亮一（株） 大阪府

12 月 高村　晶彦 神奈川県
亀岡　和彦 東京都

１月 佐々木　均 青森県
( 有 ) 龍光 東京都
井上　達也   （共有） 東京都
尾花　龍一   （共有） 東京都
五百川　雅規（共有） 東京都

出走日 レース 馬名 馬主名 調教師
2022. ７.27

（大井） 第 29 回　マイルグランプリ競走　 ゴールドホイヤー 岡田　初江　 岩本　洋

2022.10.19
（浦和）  第 32 回 　埼玉新聞栄冠賞 ライトウォーリア （有）キャロットファーム 内田　勝義

2022.12.8
（大井）

第 14 回　勝島王冠　 ライトウォーリア （有）キャロットファーム 内田　勝義

重賞制覇！　関係者の皆さま おめでとうございます！　　　　　　　　　　（＊敬称略）

新会員紹介　　（＊敬称略）

７月 金野　博幸 神奈川県
加藤　春次 神奈川県

８月 （株）YGG ホースクラブ 東京都
濱本　泰彰 北海道
山藤賢（株） 東京都

９月 （有）フロンティア 北海道
薪浦　英稔 兵庫県
KAJIMOTO ホールデイングス（株）東京都
栗嶋　豊明 富山県
鈴木　道隆 神奈川県
野田　善己　 大阪府

（株）マルベリーコーポレーション 東京都

10 月 高野　英彦 東京都
野島　修 東京都

　令和４年度「馬頭観世音菩薩大祭」
並びに「関係物故馬慰霊祭」

　令和４年 10 月６日（木）に、「馬頭観世音菩薩大祭」並
びに「関係物故愛馬慰霊祭」を執り行いましたので、ご報
告致します。
　本年度も、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため
縮小開催とし、関係団体の代表の方を中心に、ご参列いた
だきました。
　あいにくの小雨模様のお天気でしたが、現役愛馬達の無
事故や競馬事業の成功を祈念するとともに、併せて、この
１年の間に物故した愛馬達のご冥福をお祈りし、供養を行

いました。
　お忙しい中ご参列いただきました方々に、厚くお礼申し
上げます。（献杯並びに法要後の直会は、今年度も中止とさ
せていただきました。） 

2022.10.8 川崎競馬　第 22 回ローレル賞　
優勝　マカゼ号
馬主　鈴木　基容　  騎手　矢野　貴之  　調教師　髙月　賢一　

（写真撮影：真鍋　元）
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■ Jocky Life 〜町田直希〜

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 12 回にご

登場いただくのは町田直希（まちだ・な

おき）騎手。

デビューから今年で 18 年。２年目でダー

ビージョッキーの栄冠に輝き、その 18

歳３ヶ月という最年少記録はきっと破ら

れることはないでしょう。面倒見の良さ

も制裁なしのフェアプレイも後輩たちの

目標となる兄貴分です。

【金子】栃木県出身だったよね。

【町田】昭和 63 年に栃木県小山市で生ま

れました。

【金子】親父さんが公務員だったのに、

なんで騎手になろうと思ったの？

【町田】運動が好きだったのでそれを生

かした仕事をしたいと思った。じいちゃ

んが競馬が好きだったんですよね。だか

ら、他のスポーツ選手は考えになく、騎

手一択でした。

【金子】じいちゃんの影響（笑）。

【町田】動物が好きだったのもあるかな。

家ではいろんな動物飼っていたし。

【金子】じゃあ、馬に乗ったのは地方競

馬教養センターに入所してから？

【町田】はい。運動神経には自信があっ

たから何とかなるだろうと思ってまし

た。中央競馬と地方競馬があるのも知

らなかったから地方を受けることになっ

て。

【金子】2005 年にデビューするんだけど、

そもそも川崎所属になった経緯は？

【町田】一般公募で入ったから最初は宇

都宮所属になる予定だったんですが、廃

止が 決まって。だから所属が決まった

のはセンターに入って１年後くらいでし

た。講師に来ていた佐々木竹見さんが声

を掛けてくれて川崎所属が決まりまし

た。

【金子】秋山先生は昔気質の人だから厳

しかったんじゃない？

【町田】そう周りは言うんですけどきち

んと教えてくれる先生でした。

【金子】初騎乗は覚えてる？

【町田】佐々木仁厩舎のシダグレース。

ずっと最内通ったのを覚えてます。９着

でしたけど。

【金子】次の日に初勝利をあげてるもん

ね。

【町田】河津裕昭厩舎のスフィーダ。48

キロで格上挑戦でした。今のように減量

騎手はなかなか乗せてもらえなくて、最

初の開催では７鞍くらいでした。

【金子】当時を考えれば、それでも乗せ

てもらった方だよ。

【町田】デビュー

時 は 体 重 が 45

キロくらいしか

な く て 軽 か っ

た。いろんな考

え方の先生がい

るんですけど、

秋山先生は鉛

は馬に背負わせ

るな、自分で背負えって。けっこう背負

いましたね。

【金子】デビュー年で 31 勝。NAR グラ

ンプリで新人賞をもらったんだよね。

【町田】はい。うれしかったですね。ただ、

デビュー年の年末には重賞を乗るために

減量特典を自分から返しました。東京２

歳優駿牝馬で自厩舎のアーペレーヌに乗

るのに当時のＧⅠ（現表記はＳⅠ）は減

量騎手ではダメだったんです。それなら

返上しようと減量解除を申し出ました。

【金子】それで翌年には東京ダービーを

ビービートルネードで勝っちゃうんだも

んね。町田の代名詞と言えばなんたって

最年少ダービージョッキー。〝昭和最後

の大物〟なんてマスコミからも言われて

たよね。

【町田】最年少ダービージョッキーにな

れたのも秋山先生の教えがあったからだ

と思ってます。無理に仕掛けて行くな、

あわてて行くなって。

【金子】ダービーでも内でじっと我慢し

ていたら内が開いて勝てたんだよね。

来年から南関東のクラシックがダートグ

レード化するとなれば、この先 18 歳３ヶ

月のダービー制覇の記録は破られること

はないだろうね。初重賞勝ちが東京ダー

ビーってすご過ぎる。

【町田】すごいことやったんだと実感は

じわじわときましたね。ビービートル

ネードは賞金的にもギリギリ出走できた

んです。ハナの後ろにつけて、跳びの大

きな馬だから３コーナーで置かれるんで

すけど、直線で前が開いた。もう必死に

追いました。

撮影：小川慎介
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【金子】俺なんてダービー勝った後は２、

３ヶ月ポワンとしていたよ（笑）

中央馬の枠が４頭といっても来年から南

関東馬が東京ダービーを勝つことは難し

くなるかもしれないよね。

18 年目で騎乗数が 18000 鞍っていうの

もすごいことだよ

【町田】ケガで休んだ時期もありますけ

ど、おかげさまでけっこう乗せてもらっ

てます。

【金子】2021 年に年間 100 勝超えすると、

2022 年はさらに勝ち鞍伸ばしてる。

【町田】去年は調子良かったですね。

【金子】南関東リーディングでは昨年は

川崎トップの成績上げている。リーディ

ングの順位にこだわったりするほう？

【町田】ぜんぜん気にしません。もっと

貪欲になった方がいいですかね（笑）　

【金子】町田は後輩の面倒見のいいとこ

ろから、目標の騎手に名前が出されてる

ことも多いけど。

【町田】今の減量騎手たちは恵まれてる

し、頑張ってるよね。斤量の恩恵は大き

いから今のうちにしっかり力をつけてお

かないと。

【金子】３キロ減、４キロ減は大きいよね。

【町田】それに頼るだけでなく、先々の

ために頭を使った乗り方もしていかない

とね。

【金子】町田は思ったことをはっきりい

うから、損することもあるんじゃない？

【町田】今は変わってきてますよ。若い

先生も増えて、いい所はいい、悪い所は

ダメってはっきり言った方が改善できる

ところもありますから。

【金子】デビューから 18 年。今ホント公

私ともに充実してるよね。

【町田】子供がしゃべり始めたところで、

黄色い人がパパってわかってるみたい。

競馬から遅く帰っても寝ないで待ってる

んですよ。そこでスイッチが変わります。

留守の時間が多いから子供の面倒を引き

受けてくれる嫁さんには感謝してます。

【金子】朝は何時から仕事？

【町田】４時から９頭くらい乗ってます。

【金子】けっこう乗ってるね。毎日のよ

うに競馬乗ってそれはきついんじゃない

の？　

【町田】ナイターで最終レースに騎乗す

ると帰ったら 10 時、11 時で、すぐには

眠れないし、少し夫婦で晩酌して。体力

的にうまく寝る時間を取らないといけな

いですね。

【金子】話は変わるけど、町田は勝負強い、

というか何か持ってるものがあるよね。

たしか推薦枠で出場した竹見カップでも

優勝したよね。

【町田】そうなんですよ、あの時は本命

馬を引き当てて。よく覚えてます。

【金子】人気馬に乗るとプレッシャーと

かあるほう？

【町田】まったくないんですよね。こな

いだ１. ０倍だったときはむしろ燃えま

した（笑）

【金子】レースは事前に組み立てて乗る

タイプ？

【町田】めっちゃ何パターンも組み立て

ていきます。オッズも見ますよ。

初めて乗る馬は映像見たり、以前に乗っ

てた人に癖とか聞いたり。

【金子】あれだけ短いアブミで乗ってて、

まったくぶれないけど体幹がすごくいい

んだな。

【町田】強靱な肉体で産んでくれた親に

感謝です。

【金子】追わせる馬はアブミが短いとし

んどいよ。年を取ってくればなおさら。

【町田】今んところ大丈夫ですが、年齢

と共に調節は必要かもしれません。

調教やレース騎乗が体幹トレーニングに

なっているのかも。

【金子】最近の南関東は毎回の馬場差が

すごくあるよね。10 月の船橋はみんな

外を回るなんてこともあったよね。

                     

【町田】あれ、あれって３日目くらいか

らああなったんです。毎日乗ってると今

日は馬場状態はこうだとか騎手同士で話

もするし、自分でも感じて馬場に合わせ

て乗るようになりますね。

【金子】時計が速いとか、前残りとか傾

向もあるし。

【町田】今は浦和コースが一番、傾向が

変わります。船橋の新しい砂はすごくい

いですね。どんな雨降ってもくっ付かな

い。厩務員さんも手入れがラクだって。

【金子】川崎も同じよみうりランドなん

だからオーストラリアの白い砂に替えて

ほしいね。

【町田】そのうち替えるみたい。いずれ

は砂が潰れていくからメンテナンスが大

変でしょうけど。

【金子】秋山先生が選んでくれた黄色一

色の勝負服は気に入ってる？

〝このジョッキーに注意しろ〟って意味

があるみたいだけど。

撮影：真鍋元
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【町田】自分で勝負服の柄を考えとけっ

て言うから森下さんの赤を青にした勝

負服にしようと思っていたんですよ。そ

れを先生に言う前にこれにしろって先

に言われてしまった（笑）　ハイって二

つ返事です。

【金子】勝負服って一生ものだもんね。

【町田】今では目立って良かったと思い

ます。

先生は引退されてからもテレビで騎乗

を見て連絡をくれることもありました。

【金子】昨年亡くなったのは寂しいけれ

ど、ずっと見守ってくれてると思うよ。

騎乗する上で大事にしていることやこ

だわりはある？

【町田】フェアプレイですね。以前に１

回くらいありましたけど、そこから６

年制裁がなくて、昨年もない。心がけ

ひとつだと思うんです。道中厳しい場

面になる時もあるけどフェアに乗りた

いんです。

【金子】町田は道具にこだわりを持って

いるよね。

【町田】いつも綺麗できちんとした道具

でレースに臨まないと失礼だと思うの

で。

【金子】道具を大切にしないヤツはいい

仕事はできない。そういう姿勢も後輩

が慕ってくる理由なんだろうね。

新年も始まったばかりだけど、今後の

目標は？

【町田】とにかくケガに気をつけること

ですね。自分で気をつけて防げるケガ

もあるので。

リーディングも目指したいけどそれば

かりでガツガツするのは嫌かな。重賞

を勝ちたいですね。

【金子】なるほど！

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

特別レース優勝馬 

★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。

　出走日 レース 　　　　　レース名 　　　　馬　名 　　　　馬　主 調教師

2022.7.4 2 カブトムシ特別 トミサンペガサス 富田　公一 鈴木　義久
2022.7.4 3 ライトニング賞 ブレイクアンドキル 山口　裕介 髙月　賢一
2022.7.4 4 赤翡翠特別 キョウエイメジャー 田中　晴夫 佐々木　仁
2022.7.4 10 さくらんぼ特別 ライジングサミット （有）武田興業 田島　寿一
2022.7.4 11 江戸切子特別 ニヨドスマイル 西森　鶴 岩本　洋
2022.7.5 5 トウザヨリ賞 サンドビューティ 谷岡　真喜 山崎　尋美
2022.7.5 8 ルビーフラワー賞 サツキスカイ 小野　博郷 山崎　裕也
2022.7.6 2 ランボ特別 ヤマイチステート 坂本　肇 池田　孝
2022.7.7 5 アゲハチョウ特別 ジョイトリップ 松谷　翔太 山崎　裕也
2022.7.7 10 七夕賞 グランギフト 川原　輝雄 山崎　尋美
2022.7.7 11 橘オープン ラッキードリーム ＳＲＥ（同） 池田　孝
2022.7.7 12 天の川賞 ミナミン 井手　慶祐 内田　勝義
2022.7.8 2 ブリクスム特別 ルリール 山住　勲 林　隆之
2022.8.1 4 ヒグラシ賞 タツノプリンセス 三河　辰巳 田邊　陽一
2022.8.1 5 オニヤンマ特別 ピクシーワルツ 小沼　一成 鈴木　義久
2022.8.1 10 蝉時雨特別 サンエイウルフ 鈴木　雅俊 髙月　賢一
2022.8.1 11 快刀乱麻賞 マッドシェリー 大越　徹朗 山田　質
2022.8.2 2 クワガタムシ特別 キャッツライズ 吉岡　寛行 平田　正一
2022.8.2 3 オオムラサキ特別 マジデ 岡本　真二 加藤　誠一
2022.8.2 4 こだま賞 グリーリー 西森　鶴 岩本　洋
2022.8.2 5 ライジングサン特別 スノーフォックス 鈴木　雅俊 髙月　賢一
2022.8.2 10 オーガストスター賞 リーチアディール 山本　将司 加藤　誠一
2022.8.2 11 アルタイル特別 フワトロ 佐久間　拓士 林　隆之
2022.8.3 2 モルゲンロート特別 ミッドナイトバード （有）レッドマジック 髙月　賢一
2022.8.3 10 三浦すいか特別 レディオガガ 飯田　正剛 髙月　賢一
2022.8.4 2 川蝉特別 エムオークリスタル 大浅　貢 髙月　賢一
2022.8.4 10 表丹沢ホームページ OMOTAN公開記念 ヴァヴィロフ 鈴木　基容 髙月　賢一
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　出走日 レース 　　　　　レース名 　　　馬　名 　　　　　馬　主 調教師

2022.8.4 11 高津オープン ファルコンビーク 吉田　勝己 内田　勝義
2022.8.5 1 シュテルン賞 サンダーゼウス 谷岡　真喜 髙月　賢一
2022.8.5 5 仏法僧特別 ユキグニ （有）住宅データ 鈴木　義久
2022.8.5 11 川崎競輪けいりんバケーション CUP記念 ギンザロッソ 小谷野　次郎 佐々木　仁
2022.8.25 2 ひかり賞 ハイブリッジライト 高橋　文男 田邊　陽一
2022.8.25 3 鶫特別 カルラファクター 村山　忠弘 河津　裕昭
2022.8.25 4 鶺鴒特別 ディーエスフランク 秋谷　壽之 佐々木　仁
2022.8.25 5 シャイニングメモリー賞 ユキグニ （有）住宅データ 鈴木　義久
2022.8.25 10 秋風月特別 ヴァヴィロフ 鈴木　基容 髙月　賢一
2022.8.26 3 オオクワガタ特別 マインドユアミモザ 鈴木　教弘 河津　裕昭
2022.8.26 4 笹五位特別 ムーディナイル 吉田　照哉 内田　勝義
2022.8.28 2 ツクツクボウシ特別 アメリカンライト 吉岡　泰治 加藤　誠一
2022.8.28 10 天下無双賞 ギンザロッソ 小谷野　次郎 佐々木　仁
2022.8.29 1 アキアカネ特別 ホヌ 小池　啓補 髙月　賢一
2022.8.29 2 ギンヤンマ特別 ナガタエース 紙透　一雄 岩本　洋
2022.8.29 3 ヴェルトラオム賞 モンゲーアラシ 須山　悟至 鈴木　義久
2022.8.29 7 カノープス賞 リーチアディール 山本　将司 加藤　誠一
2022.8.29 9 宮前スプリント 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
2022.8.29 11 法師蝉特別 ジェイケイマクフィ 小谷野　次郎 佐々木　仁
2022.9.12 1 ウマオイ特別 ラインウォリアー 西森　鶴 岩本　洋
2022.9.12 2 キリギリス特別 ナリノルル 成塚　清志 内田　勝義
2022.9.12 4 ステッラ特別 エントシュピール 保坂　和孝 山崎　裕也
2022.9.12 11 涼秋特別 トップザビル （株）レックス 山崎　裕也
2022.9.13 9 ケンタウルス賞 リーチアディール 山本　将司 加藤　誠一
2022.9.14 2 のぞみ賞 シントーツバキ 中野　辰三 平田　正一
2022.9.14 3 アステール特別 ミラーレイク （有）スピードファーム 甲田　悟史
2022.9.14 4 梟特別 マナリンリイ （株）リアライズ 久保　勇
2022.9.14 5 シャイニングトレジャー賞 コンプラドール 三木　康史 鈴木　義久
2022.9.14 9 日和風特別 ナチュラルボーン 吉田　照哉 内田　勝義
2022.9.15 4 エストレージャ特別 ハロサン 乙訓　史樹 鈴木　義久
2022.9.16 11 かわさきジャズ 2022開催記念 ジェイケイマクフィ 小谷野　次郎 佐々木　仁
2022.10.10 4 ランチャ特別 エレウテリア 酒井　孝敏 田邊　陽一
2022.10.10 5 シュペーア特別 ビジョガー 宮城　寛也 佐藤　博紀
2022.10.10 6 小町特別 キャッツライズ 吉岡　寛行 平田　正一
2022.10.10 10 ねんりんスマイリングフェスタ開催記念杯 キットサクラサク 黒岩　初美 田邊　陽一
2022.10.10 11 ねんりんピックかながわ 2022 開催記念 リーチアディール 山本　将司 加藤　誠一
2022.10.11 3 グラスホッパー特別 トワキ 鈴木　基容 髙月　賢一
2022.10.11 4 鴛鴦特別 ウインオワーズ （同）JPN 技研 髙月　賢一
2022.10.11 9 薄紅葉特別 ヴァヴィロフ 鈴木　基容 髙月　賢一
2022.10.12 1 アロー賞 ティーケークロス 富岡　直博 八木　仁
2022.10.12 9 ヤングジョッキーズ TR 川崎　第 2 戦 リボーンヴィグラス 井手　慶祐 内田　勝義
2022.10.13 1 はやて特別 ハーモニーアルゴル 日下部　勝徳 髙月　賢一
2022.10.14 4 木菟特別 ベアビリーブ 熊木　浩 鈴木　義久
2022.10.14 11 小六月特別 ミッキーハッスル 佐久間　拓士 林　隆之
2022.11.7 1 トノサマバッタ特別 ビーチセイバー 栗山　正 林　隆之
2022.11.7 2 ムギワラトンボ特別 デーレーノヴァ 久松　朋史 鈴木　義久
2022.11.7 5 フレッチャ特別 ミスルーマー 西村　健 平田　正一
2022.11.8 1 ヴェロス特別 ペイシャガン 北所　拓也 岩本　洋
2022.11.8 2 四十雀特別 コスモブライヤー 酒井　孝敏 村田　順一
2022.11.8 9 初霜特別 ソウルストライク （株）レッドマジック 髙月　賢一
2022.11.8 10 時雨空特別 ファルコンソード 栗山　正 田邊　陽一
2022.11.10 10 「ご縁の国しまね」特別 エレガンテヴァイゼ 橋本　雅彦 髙月　賢一
2022.11.11 4 かもめ賞 タイムオブハート 吉武　章 村田　順一
2022.11.11 10 疾風怒濤賞 マッドシェリー 大越　徹朗 山田　質
2022.12.12 3 スパイダー特別 エオリエンヌ ( 有）キャロットファーム 内田　勝義
2022.12.12 11 川崎競輪の絶対エース！郡司浩平記念 フレイムウィングス 鈴木　雅俊 髙月　賢一
2022.12.13 2 スコーピオン特別 ブレバ 神田　宏治 山田　質
2022.12.13 3 あさま賞 グリーリー 西森　鶴 岩本　洋
2022.12.13 6 雉鳩特別 ヴィヴエアー 楠　昌史 内田　勝義
2022.12.13 11 スパーキングオールスターチャレンジ フォルベルール 八嶋　長久 久保　秀男
2022.12.14 1 ティング賞 キタノブルーアレツ 北所　拓也 岩本　洋
2022.12.14 2 クロシェット特別 ビービードルチェ （有）坂東牧場 武井　和実
2022.12.15 5 カンパネッロ特別 リオシャンパーニュ 大塚　亮一 山崎　裕也
2022.12.15 9 川崎ジュニアオープン ナガタエース 紙透　一雄 岩本　洋
2022.12.15 10 稲富たまにはやってるよ ブラックネロ 岡田　初江 岩本　洋
2022.12.16 6 ジングルベル特別 ボルドーグリフォン シグラップ・マネジメント（株） 安池　成実
2022.12.16 10 かながわ畜産物フェア 2022 賞 カネショウルーイ 清水　正裕 鈴木　義久
2022.12.16 12 44th ホワイトクリスマス賞 コスモブライヤー 酒井　孝敏 村田　順一
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 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！　（12 月開催まで＊敬称略）

　出走日　 レース　　　　馬　名 　　　父　母　　　　　 　馬　主　 　調教師 　騎　手

2022.7.7　 3 チハヤ　　　　 ミッキーロケット　
グランドゲルニカ　　　　

浦野　和由　　 加藤　誠一　　 森　泰斗

2022.7.7　　4 ロンバルディ　　　 エスポワールシチー　
ハレイワクィーン　　　　

前田　良平　　 髙月　賢一　 森　泰斗

2022.7.8　 3 アイノパンテール　　 ホッコータルマエ　
グリマープリンセス　　　

會田　浩史　 内田　勝義　　 山崎　誠士

2022.7.8　 4 ウィスティンガー　 タイセイレジェンド　
タイセイビビット　　　

鈴木　康弘　　 山田　質　　 山崎　誠士

2022.7.8　 5 マイカグラ　　　　 ノボジャック　　　
デルマオコマ　　　　　

曽根　正　　 平田　正一　　 笹川　翼

2022.8.4　 3 シンキングキャロル　　パゴ　　　　　　　
シンキングカミユ　　　　　　　　　

佐藤　雄司　 内田　勝義　 町田　直希

2022.8.4　 4 タイムオブハート　 ネロ　　　　　　　
エコパン　　　　　　　　　

吉武　章　　 村田　順一　　 池谷　匠翔

2022.8.5　 3 テイコク　　　　　 エ ス ポ ワ ー ル シ チ ー　
ルーマードダイヤ　　

吉田　郁実　 髙月　賢一　 森　泰斗

2022.8.5　 4 ディーエスフランク　　ホッコータルマエ　
レディシアトル　　　　　

秋谷　壽之　 佐々木　仁　 和田　譲治

2022.8.28　 3 マンジュ　　　　　 マクフィ　　　　　
エンプレスボード　　　　　　

野路　一治　　 岩本　洋　　 野畑　凌

2022.8.28　 4 シルバーハート　　　 シルバーステート　
コスモハート　　　　

二宮　幸三　　 村田　順一　 和田　譲治

2022.9.15　 1 デアベーゼブリック　　エスポワールシチー　
ブイアスカ　　

吉岡　大樹　　 平田　正一　 山崎　誠士

2022.9.15　 2 ハーモニーアルゴル　 マジェスティックウォリアー　　　　　　　　　
セイウンメモリー　

日下部　勝徳 髙月　賢一　 本田　正重

2022.9.16　 1 アタッシュマン　　　 アメリカンペイトリオット　　　　　　
イガノポポー　

吉岡　廣樹　　 平田　正一　 西　啓太

2022.9.16　 2 エンジェルリッター　 ファインニードル　　
スズカエンジェル　　　　

岡本　真二　　 内田　勝義　 今野　忠成

2022.10.14   1 サンエイヴィクター　 ラブリーデイ　　　
フウコウメイビ　　　　

鈴木　雅俊　　　高月　賢一　 森　泰斗

2022.10.14　2 インナースティール　　リアルスティール　　
ナターレ　　　

吉田　晴哉　　　内田　勝義　 町田　直希

2022.10.14  3 ネロディセッピア　　　ルーラーシップ　　
ネロディアマンテ　　　

吉田　千津　　　山崎　裕也　 山崎　誠士

2022.11.11 1 ナナドリーム　　　 ダノンシャーク　
パールレディ　　　　　

ＳＲＥ（同）　　 池田　孝　　 新原　周馬

2022.11.11　2 アークウォリアー　　 マジェスティックウォリアー　　　　　　　
ウエスタンイヴ　

アークフロンティア（株）　 平田　正一　 山崎　誠士

2022.12.16　1 リトルジーニー　　　 サトノアラジン　
ユーリトミクス　　　

吉田　照哉　　 甲田　悟史　　　山崎　誠士　

2022.12.16  2 エスプリイガラシ　　 フリオーソ　　　
テールバインダー　　　　　

依田　泰雄　　 久保　秀男　　　今野　忠成

2022.12.16  3 ゴールドラッドマン　　 ヘニーヒューズ　
タイニーダンサー　　　

宮崎　俊也　　 内田　勝義　　　笹川　翼

社会福祉事業の実施について

　神奈川県馬主協会の重要事業として、児童養護施設へクリスマスプレゼ
ントをお届けしました。
　【新日本学園】【川崎愛児園】【ル・プリぽらいと・えき】の 3施設へ商品
券をお送りしました。
　施設の皆さんから、たくさんのお礼のお手紙や色紙をいただきました。
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中川明美の川崎競馬EYE

　競走馬はアスリートだ。血統背景や体型から適性距離が長くなっ

たり短くなったりもするし、運動量によって摂取した方がいい食事量

も変わってくる。そこで登場するのが馬糧屋。アスリートの食事面を

支える縁の下の力持ちである。

　具体的にはどんな役割をしているのか馬糧屋として独立して６年目

になる根岸馬糧（株）の根岸雄太代表に話を聞いた。

「馬はにんじんしか食べないと思っている人もいるでしょうが、そもそ

も馬はにんじんを食べません。牧場時代は与えませんし、慣らさない

と食べない。食べさせているうちにおやつになります。馬糧屋は馬の

ごはん屋ですね。教えなくても馬が食べるのは草とエン麦。最近は各

社特徴ある配合飼料を与えるようになっています」と根岸さん。

　配合飼料とは、麦やビタミン、ミネラルなどの競走馬が必要とする

栄養素がすべて入っている総合栄養食。かつて飼い葉といえば草、麦、

ふすま、塩がメインだったが、最近は主たる草や麦に配合飼料加える

のが主流になっている。草にもヘルシーでたくさん食べさせることの

できるチモシーや、美味しいぶんカロリーやたんぱくが高いルーサン

があり、そのほかサプリメントや油を与えるケースもあるなど飼料面も

時代と共に変化している。

　「草には産地がいくつもあって、品種の違いもあるし、種から育成

方法が違う。コロンビア川からスプリンクラーで一気に水をまいて育

てると青くてきれいだけど硬いし、自然

な雨で育てると柔らかいけど色味が良

くない。僕は自然な方を選ぶことが多

い。直接見に行って買い付けることも

あるんですが、単位が１スタックで体

育館くらいの大きさがある。手に取っ

て軟らかさを確かめて、匂いを嗅いで、

口に含んで実際に自分でも食べてみる。

それでも実際に与えてみると馬が食べ

ないなんて大失敗もあります（笑）」

　根岸さんは神奈川県逗子市出身の40歳。幼稚園から小学６年生

まで柔道を習い、逗葉高校では野球部のキャプテンを務めたが、その

時にSAVASの栄養士さんがついていて栄養学に興味をもった。北海

道酪農大学に進学。馬術部に入ったが膝にケガを負い馬に乗れなく

なってしまった。そんな時に見たのが競馬雑誌の馬糧特集。

〝これだ！〟と逆リクルートで日本競馬飼料に入社した。そして12年

務めて６年前に独立。根岸馬糧（株）を起業した。現在は川崎競馬

を中心に大井、船橋、浦和と南関東中心に馬糧全般をおさめている。

「ダビスタ世代なので競馬の楽しさを知ったのはゲームからです。血

統もダビスタで学びました。小学４年生の時に親父に競馬場に連れて

行ってもらいレースを見ていたら目の前で競走中止する場面を見てし

まった。こうならない馬を作りたいと子供心に思いましたね。だから、

〝できるだけ故障馬を出したくない。できるだけ美味しいごはんを食べ

てほしい〟というのが今の仕事をしている大前提。調教師さんからど

ういうタイプに仕上げたいのか、どういうフォルムにもっていきたいの

かなどの希望を聞いて、それ

ならこれを与えてみたらどうで

すかとアドバイザー的な役割

をしています。これを使って

みてほしいと我がまま言うこと

もあります。これを使ったら故

障率が下がると思うからって。

それを理解してくれる調教師さんはありがたいですね」と馬それぞれ

に飼い葉の設計図を描いていく。レース直後にジョッキーが話してい

たことも次へのヒントにするそうだ。

　「サプリメントも確立して、欧米寄りになってきていますね。ここ10

年、15年での変化を勉強したいと、大手牧場に入っているコンサル

タントやＪＲＡの講義を受けて知識を蓄えています。職人として感覚

重視だった時代から世界水準とは何かを知って飼い葉の与え方は大

きく変わっていますね。全国的なネットワークでアンテナを張り連携し

合っています。最近は他場から移籍して来ることが多くなって以前の

調教から新たな調教量に変わるためのチューニングを求められること

も多くなりました。そういうときはビタミン、ミネラルは低くて甘くて食

べやすいエサから始める調教師さんが多いですね。川崎競馬は、調

教師さん、厩務員さん方と頭を悩ませながらお互いに意見を出し合っ

て１頭の馬づくりができる競馬場だと思います。結果が出た時は本当

にうれしいですね」。

　今では小向トレセンの半数の厩舎が根岸馬糧と取引があるまでに

なった。早朝から厩舎に来て、調教師と相談している根岸さんの姿

を見かけることも多い。

栄養士さんが付いてボ

ディーコンディションを

チェックするとは、まるで

人間のアスリートと同じ

扱いに競走馬がなってき

ているのを感じる。　

（文・中川　明美　写真・真鍋　元）

厩舎の馬糧庫でオリジナルの配合をする

食いが細いコーラルツッキーには甘いエン麦やサプリを使っ
て食べさせていた。宇佐見厩務員と共に。
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　あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろ
しくお願いします！

～２名の新人調教師が誕生！～

　昨年、地方競馬全国協会より、令和４年度第２回調教師・
騎手免許試験の新規合格者が発表されました（12 月１日
付の免許）。川崎は、酒井忍（さかいしのぶ）騎手と髙橋
宏征（たかはしひろゆき）調教師補佐が、調教師試験に
合格。（厩舎開業時期については、主催者から後日発表が
あります）

　～酒井忍調教師～

　酒井調教師は、新潟競馬場から川崎競馬場へ移籍して
約 22 年。2002 年の東京ダービーは、木曽敏彦オーナー
のキングセイバー（八木仁厩舎）とのコンビで制しました。
地方通算 22854 戦 2053 勝。　

　ずっと続けたいと思っていた騎手の仕事から調教師に
転身したのは、数年前に首の骨折をしたことや、馬自体
も好きなので、そういう目線で見た時に、調教師の仕事
にも興味を持つようになったそうです。「新潟時代の所属
だった河内義昭調教師（河内洋調教師の叔父）はとても
厳しい方で、騎手をしながら、河内調教師と毎日一緒に
馬の世話もしました。朝２時前から厩舎作業をして、３
時から 10 時まで調教に乗り、11 時から昼飼いや午後運
動、16、17 時頃に終わって、20 時頃に夜飼い。本当に
つらかったですが、今となっては、大事なことを教えて
くれていたんだなぁと感謝しています」。

　騎手時代の酒井調教師は、レースを終えた馬たちを愛
しい目で優しくなでる姿も印象的で、そんな姿が好きな
関係者もたくさんいました。「『ありがとう』と『かわい
いな』っていう気持ちです。競馬を嫌いになって欲しく
ないので、『競馬は楽しいんだよ』と、そういう思いも込
めています。一生懸命に走っても着順が後ろの馬はいる
し、勝っても一生懸命走っていない馬もいますけど（苦
笑）。走った後の馬の顔って、すごくかわいいので、つい
触りたくなります」。

　川崎競馬場を代表する騎手の１人だった酒井調教師が、
今度はどんな厩舎を作り上げていくのでしょうか。

　「馬に一番いい方に向かっていける厩舎にしたいです
ね。厩務員さん、装蹄師さん、獣医師さん、みんなが常
に思ったことを言い合える環境を作りたいです。勝ちた
いのはもちろんですが、馬が楽しく競馬で走れるように、
常にいい状態で使えるようにしたいです」。

　～髙橋宏征調教師～

　大分県出身の髙橋宏征調教師は、関西の大学時代に競
馬に興味を持つようになり、この世界へ。最初は牧場か
ら始めたものの、サラリーマンも経験してみたいと、一
度はこの業界から離れ、薬関係の営業職へ。その後は馬
に乗りたいと再び牧場へ。髙橋調教師の詳細な経歴を書
くと、ここでは文字数が足りなくなるために割愛させて
頂きますが、おおまかにお伝えすると、園田競馬場で厩
務員や調教師補佐として 11 年働き、牧場を経由し、川
崎競馬場で厩務員 10 年、調教師補佐２年。神奈川県調
教師会の会長も務める山崎尋美調教師の下で学んできた
12 年を生かし、第二のステージに進みます。

　「（酒井調教師と調教師の同期になることについて）教
養センターで３週間、調教師になるための勉強を一緒に
やって来ているので、ライバルというよりは仲間意識の
方が強いです。これからは、馬主さん、馬たち、厩務員
さん、騎手の間にいる人間として、全体を見渡さなくて
はいけません。自分が上にいるというよりも、真ん中に
いるイメージで、バランスを取るようにしたいです。み
んなが納得して満足のいく厩舎を作っていきたいですね。

酒井忍調教師

　髙橋宏征調教師
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目の前の１頭１頭を真面目にコツコツとやっていくこと
だと思っています」（髙橋調教師）。

～レディスジョッキーズシリーズに出場！～

　昨年 11 月 22 日の盛岡競馬場では、地方競馬の女性騎
手によるレディスジョッキーズシリーズが、第１戦と第
２戦で行われました。川崎からも神尾香澄（かみおかすみ）
騎手と小林捺花（こばやしなつか）騎手の２人が出場。

　ここでは第１戦
を振り返ると、神尾
香澄騎手騎乗の４
番人気エクシード
スターが優勝。道
中は後方を追走し、
最後の直線で猛追
すると、ゴール前
に差し切ったシー
ンは圧巻でした。小
林捺花騎手はプレストルーチェに騎乗し、惜しくも３着。
盛岡の戦いを終え、神尾騎手が暫定２位、小林騎手は暫
定４位。この後は、３月２日に川崎競馬場で行われるレ
ディスジョッキーズシリーズで、総合優勝が決定します。

　今年２度目の出場だった神尾騎手は「前回が総合２位
で悔しい結果だったので、今回は優勝するぞという気持
ちで臨んでいます。普段会えない先輩や同期に会えるの
はとても新鮮で、いつも楽しみにしています。主戦場が
違うので、乗り方の癖があったり、レース展開は難しい
ですね。（１戦目について）スタートして前が速いと感じ
たので、後ろで脚をためました。４コーナーで外に出し
た時、いい加速をしてくれたので届くなという思いでし
た。とても気持ちよかったです。（２戦目は５着でしたが）
自分が思ってるよりも離れすぎていたので、見てる人に
は申し訳なかったですが、2 戦とも馬を考えた乗り方が
できたのはよかったです。（川崎に向けては）レースは精

一杯乗るまでで
すが、地元開催
ですし、いつも
応援してくれる
方の目の前で優
勝できたらうれ
しいです」とコ
メント。

　
　初出場だった小林騎手は「名古屋の宮下瞳さんをはじ
め、普段お会いできない方と話せるのは楽しかったです。
盛岡はうまく乗れなくて悔しい思いしかないので、川崎

は盛岡以上にう
まく乗れるよ
うに頑張りま
す。騎手になる
前に観客で川崎
競馬場へ来てい
た頃、レディス
ジョッキーズシ
リーズを見た記

憶はありません。そういう限定のレースに乗ることがで
きるのはうれしいですし、ウイナーズサークルでインタ
ビューができたら最高です。優勝目指します 」と話しま
した。

　なお、川崎競馬場名物のコスプレ誘導馬は、新年から
笑顔をいっぱい届けてくれています。今年初登場したの
は干支の卯年にちなんで、うさ耳（笑）。「かわいい」と
SNS上でも大好評です。モデルは2006年の東京ダービー
馬ビービートルネード。今年もいろんな装いを楽しみに
しています！

　2023 年、川崎の人馬にハッピーな出来事がたくさん
ありますように！　　
　
　　　　　　　　　　　　　（文・写真　高橋　華代子）

協会 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

　神尾騎手（右）と小林騎手（左）

撮影：真鍋元

神尾香澄騎手

撮影：真鍋元

小林捺花騎手

撮影：真鍋元

　うさ耳をつけたコスプレ誘導馬
( 東京ダービー馬・ビービートルネード）
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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

　12 月 14 日に川崎競馬場で行われた、第 73 回全日本

２歳優駿（1600m）は、JRA 所属のデルマソトガケ号が

直線外から鋭く伸び、惜しくも 2 着になった兵庫ジュニ

アグランプリ勝馬で、こちらも JRA 所属馬のオマツリオ

トコ号とのゴール前の大接戦をアタマ差制し、見事 Jpn 

1 勝利馬となりました。この本年の全日本２歳優駿を終

え、2 つのことを改めて認識しました。

　まずは上位 5 頭中 4 頭が JRA 所属馬で、それも 1 〜 3

着を JRA 勢が独占したことです。昨年までの過去 3 年間

に JRA 勢が上位 3 頭を独占したことはなく、また 2 年前

の 2020 年には船橋所属のアランバローズ号が、3 年前の

2019 年には川崎所属のヴァケーション号が優勝してい

ました。再来年 2024 年からは羽田盃、東京ダービーが

JRA 所属馬に開放され、1 着賞金も大幅に増額されるこ

とから、ダート界の勢力分布が大きく変化することも想

定され、南関東所属馬、さらには川崎所属馬にも新たな

展開が必要になってくると思われます。

　もう一つは、デルマソトガケ号の父マインドユアビス

ケッツが今年の 2 才新種牡馬であることです。マインド

ユアビスケッツは社台スタリオン繁養で 2013 年生まれ、

現役時代はドバイゴールデンシャヒーンを鋭い差し脚で

連覇した名スプリンターで、1 年早く社台スタリオンで

繁養され、昨年初年度産駒がフィーバーしたドレフォン

と同級生になります（マインドユアビスケッツとドレフォ

ンは 2017 年に同じ G1 競争に出走し 1 勝 1 敗でした）。

マインドユアビスケッツ産駒は総じて仕上がりが早く 2

才戦での活躍が目立ち、勝ち上がり率も高いこともあっ

て、先日発表された来年の種付料が今年の 2 倍となる

400 万円に跳ね上がりました。ドレフォンが本年、300

万円から 700 万円に引き上げられたことを考えますと、

来年の 2 才陣が本年と同じような活躍を見せれば、まだ

上げ余地があるような気もしています。

　さて種牡馬に目を転じますと、11 月の後半から各種馬

場の来年度の種付料が発表され、このほど全て出揃いま

した。ダート系種牡馬で見ますと、横綱格のヘニーヒュー

ズが 500 万円、シニスターミニスターが 500 万円と双璧

なものの、共に 20 才と高齢なため種付数は限定されると

思われます。毎年、ダートの重賞戦線を賑わしているパ

イロと先に紹介しましたマインドユアビスケッツが 400

万円、供用 3 年目（2023 年の 1 才競りに初登場）のルヴァ

ンスレーヴと、2 年目（2023 年に初産駒が誕生）のクリ

ソベリルが同じ 300 万円でこれらが大関格、パイロはダー

レースタリオン、他の 3 頭は社台スタリオン繁養ですの

で、産駒数だけではなく、良質な繁殖との配合も行われ

ているため、これら種牡馬の産駒の中からデルマソトガ

ケ号に続く活躍馬の輩出が見込まれます。さらに、エス

ポワールシチー、ゴールドドリームがマジェスティック

ウォーリアに追いつき 180 万円で三役格に上がってきま

した。前出のパイロ同様、長くにわたって活躍馬を輩出

してきたエスポワールシチーをゴールドドリームが脅か

すことになるのか、ゴールドアリュール産駒種牡馬の覇

権争いにも目が離せません。

　このようにダート系種牡馬のラインナップもかなり層

が厚くなり、絶対的な存在が定まらない中、角界同様、

平幕からの一気の台頭も十分に考えられ、生産者もどの

種牡馬との配合を選択するか腕の見せどころになるで

しょう。2024 年以降の新たなダート系路線で主役に躍り

出るのは一体どの種牡馬の産駒なのか非常に興味深いと

ころであり、またこうした中から川崎所属のエースが出

てくることを期待してやみません。

（注）パイロの種付料は生後条件、他は受胎条件です。

　
          
          神奈川県馬主協会　
　　　理事 広報委員長　杉浦和也

令和５年度より新規入会審査が変更になります

　現行では「毎月」行われております入会審査ですが、令
和５年度より４月、６月、10月、１月の年４回に変更に
なります。
従いまして、新規入会時期は５月、８月、11月、２月の
年 4回になりますので、入会をご希望される方をご紹介
賜る際はご留意いただきますようお願い致します。


