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5夢を追って　2018 夏季号

平成30年度

定時総会

　一般社団法人新潟馬主協会平成30年度定

時総会がANAクラウンプラザホテル新潟を

会場に2月28日に開催されました。定款第16条

に定めるとおり飯塚会長が議長席につき議事

が進行されました。

　はじめに第1号議案「平成29年度事業概

況報告並びに収支決算」について審議が行わ

れ議案は承認されました。引き続き第2号議

案「平成30年度事業計画案並びに収支予算

案」では新規に中山競馬観戦会を実施するな

ど会員親睦行事を中心とした予算案が承認さ

れました。

　第3号議案では右記のとおり新たに須賀利

行理事、稲川一監事が推薦された役員案が満

場一致で可決され、総会は全ての議事を終了

しました。

　総会終了後にはJRA新潟競馬場の小林場

長をはじめとする管理職の皆様をお招きして

懇親会が開催されました。懇親会では今回の

役員改選で理事を退任された村木篤名誉顧

問に慰労記念品が授与され、引き続き第78回

菊花賞をキセキ号で優勝された石川達絵参与

と第34回マイルチャンピオンシップをペルシア

ンナイト号で優勝された㈱G１レーシング吉田

正志代表に飯塚会長より記念メダルが授与さ

れました。

決 議 事 項

平成30年度  定時総会  議事次第 一般社団法人　新潟馬主協会

役員一覧
委員会委員　

他団体選出委員　

第1号議案

自平成29年1月1日　至平成29年12月31日
事業概況報告の件
自平成29年1月1日　至平成29年12月31日
収支決算の件
第2号議案

自平成30年1月1日　至平成30年12月31日
事業計画案 並びに 収支予算案の件
第3号議案

理事・監事補充選任について
第4号議案

その他

委員会名 委員長 委員

総 務 委 員 会 飯塚 吉田（晴）、松岡
会 員 親 睦
委 員 会 松岡 棚網、村木（隆）、猪熊、阿部

（イベント部会） 松岡 稲川、程田、山本、田中
予 算 委 員 会 松岡 村木（隆）、堀江
馬 場 事 故
防 止 委 員 会 村木（隆） 笠原、花野、村木（克）

資 源 委 員 会 棚網 阿部、須賀、笠原、藤田、橋詰
程田

福 祉 委 員 会 堀江 村木（隆）、村木（克）
広 報 委 員 会 棚網 松岡、原、吉田（正）、橋詰

日本馬主協会連合会

理　事
飯塚　知一
吉田　晴哉
松岡　雅昭

（1）企画・予算委員会 飯塚　知一
（2）総務委員会 松岡　雅昭
（3）競走馬資源委員会 飯塚　知一
（4）労務・預託委員会 松岡　雅昭
（5）渉外・事故防止委員会 吉田　晴哉
（6）社会貢献・広報委員会 棚網　基己

東日本馬主協議会
理　事 飯塚　知一

（公財）中央競馬馬主社会福祉財団
監　事 飯塚　知一

中央競馬馬主相互会
評議員 阿部　雅英

会 長 理 事 飯塚　知一　　　
副 会 長 理 事 吉田　晴哉　　　
常 務 理 事 松岡　雅昭　　
理 事 棚網　基己　
理 事 村木　隆
理 事 猪熊　広次　　　
理 事 原　　 子　　　
理 事 阿部　雅英　
理 事 須賀　利行（新任）

監 　 　 事 堀江　貞幸　
監 　 　 事 田畑　利彦　
監 　 　 事 稲川　一（新任）　
最 高 顧 問 百々　猛　　　
名 誉 会 長 臼倉　勲　　
名 誉 顧 問 村木　篤※　　
相 談 役 笠原　幸六　
相 談 役 平田　修※　　
参 与 里見　治　　　
参 与 林　　進
参 与 大谷　正嗣　
参 与 石川　達絵　
参 与 吉田　正志
参 与 二木　英徳（新任）

参 与 橋本　征道（新任）
※は役員異動

ペルシアンナイト号GⅠ優勝
記念メダル授与

村木名誉顧問
慰労記念品授与

キセキ号GⅠ優勝
記念メダル授与



中山馬主協会
西川会長ご挨拶 

観戦風景
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平成30年度
行事報告

　3月17日（土）に中山競馬場を会場としては初めて
となる観戦会を開催しました。当日参加の会員・ご
家族は35名。飯塚会長からは「本日も多くの会員ご
愛馬が出走となりますので全員で応援し大いに懇親
を深めましょう」と挨拶があり、引き続き中山馬主協
会西川賢会長からご挨拶を賜りました。
　当日のメインレース第32回フラワーカップ（ＧⅢ）
では石川達絵参与のご愛馬カンタービレ号が見事
優勝。会場内は大いに盛り上がり
ました。
　初めての行事の開催にあたりご
協力いただきました中山馬主協会
並びに中山競馬場の皆様本当に
有難うございました。

　平成30年6月1日に渋谷「セルリアンタワー東急ホテル」にて会員ご家族
に参加頂き、馬主家族懇親会を開催致しました。
　懇親会開催前にJRA競走部番組企画室の奥田裕之調査役より「世界
の競馬と日本の競馬」をテーマに講演頂きました。講演では各国の競馬開
催の特色や格付けの世界基準とそれに伴い日本でも新たに導入される「リ
ステッド格付け」について分かりやすく講義頂きました。
　講演終了後の懇親会は飯塚会長の開催挨拶、東京馬主協会森会長と
JRA上野競走部長の来賓ご挨拶に続き中山馬主協会西川会長の乾杯の
ご発声により開宴となりました。
　また、会の半ばでは新入会員の皆様からの自己紹介の挨拶とJRAブリー
ズアップセールで購入した協会管理の共有馬「トルべルボヌール」号の共有
代表者の田中義明会員とメンバーの皆様にも登壇頂き、トルベルボヌール
号が現在ゲート試験に合格し田中博康厩舎でデビューに向け調教を進め
ている旨報告されました。

　翌日は東京競馬場フジビュースタンドのダービールームで観戦会を実施。
飯塚会長の開催挨拶に続き、東京馬主協会森会長、新潟競馬場からお越し
いただいた小林哲也場長にもご挨拶を頂戴し和やかな雰囲気のもと会員
相互でご愛馬の現況や今後の予定などの馬談義で会場は大いに盛り上が
りました。
　素晴らしい環境で観戦させて頂くようご手配頂きました東京馬主協会並
びにJRA東京競馬場の皆様有難うございました。

平成30年度馬主家族懇親会・東京競馬観戦会

中山競馬観戦会開催

観戦室内

馬主研修会

飯塚会長開催挨拶

東京馬主協会森会長
ご挨拶

新潟競馬場小林場長
ご挨拶

飯塚会長挨拶

観戦テラス

中山馬主協会西川会長乾杯のご発声

JRA上野競走部長ご挨拶フラワーカップ表彰式
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　今年春の欧州の競馬を振り返ると、改めて認識させ

られたのが、『名牝』と呼ばれる存在の影響力だった。

　例えば、６月２日にエプソムで行われた第239回英

国ダービー（芝12F6y）を制したマサー（牡３）に深く関

わっているのが、遡ること25年前の1993年に行われ

た第72回凱旋門賞（芝2400ｍ）の勝ち馬アーバンシー

である。具体的には、最新の英国ダービー馬はアーバン

シーの３×４というインブリードを内包しているのだ。

　デビューから無敗の４連勝でＧ１英二千ギニー（芝８

Ｆ）を制した日本産ディープインパクト産駒のサクソン

ウォリアー（牡３）が、オッズ1.8倍という圧倒的1番人気

に推されていたことで、我が国でもかつてないほど高

い注目を集めたのが今年の英国ダービーだった。日本

調教馬が出走していたわけではなく、従って日本におけ

る馬券発売はなかったにも拘わらず、グリーンチャンネ

ルで生中継されたので、ライヴで御覧になった方も多

数おられると思う。週前半にかなりの降雨があり馬場

状態が懸念されたが、幸いにして週後半は天候が持ち

直し、当日の馬場はGoodまで回復。ディープ産駒特有

の切れを活かせる舞台になったと期待は更に高まった

のだが、サクソンウォリアーは勝負どころで伸びを欠き

４着に敗退。その一方で、直線で力強い末脚を繰り出

し差し切ったのがマサーだった。

　同馬の２走前、後続に9馬身差をつけたＧ３クレイヴ

ンＳ（芝８Ｆ）があまりにも鮮やかだったことから、同馬を

マイラーと見限った筆者は不明を恥じるばかりだ。父

ニューアプローチは10年前の第229回英ダービー勝ち

馬だから、産駒がこの舞台で活躍しても全く不思議では

ないが、あのタフなエプソムの直線で同馬が発揮したス

タミナと底力の背景には、極悪馬場の凱旋門賞を快勝

したアーバンシーの存在が色濃く影響していると思う。

　Ｇ３オークストライアルＳ（芝11F133y）2着馬アレ

グレッタに、Ｇ１サラマンドル賞（芝1400ｍ）勝ち馬ミ

スワキが交配され、89年2月18日に生まれたアーバン

シーは、90年のエージェンシーフランセーズ（現在のア

ルカナ）・ドーヴィル１歳セールに上場番号32番として

登場。中堅調教師ジャン・ルボルデに28万フラン（当

時のレートで約550万円）で購買され、香港を拠点と

する実業家で欧州でも馬を持っていたデヴィッド・ツ

イ氏の所有馬となった。２歳時から５歳時まで23戦

した同馬は、Ｇ１凱旋門賞を含めて4重賞を制した他、

ロイヤルアスコットのＧ２プリンスオヴウェールズＳ（現

在はＧ１、芝9F212ｙ）で２着となるなど、立派な競走成

績を残している。ちなみに同馬は、93年にＧ１ジャパン

Ｃ（芝2400ｍ）に参戦しているのだが、428キロの馬

体重で登場したパドックでの印象はそれほど芳しいも

のではなく、結果も８着に終わっている。

　アーバンシーが本当の凄さを発揮したのは繁殖牝

馬となってからで、14年にわたった繁殖生活で11頭の

産駒をもうけた中、未出走に終わった２頭以外の9頭

すべてが、少なくとも重賞入着以上の成績を挙げたの

である。同馬が産んだ４頭のＧ１勝ち馬を列記すると、

98年に産んだ3番仔がＧ１英ダービー、Ｇ１愛ダービー

（芝12Ｆ）に加えてＧ１キングジョージ6世＆クイーンエ

リザベスＳ（芝11F211y）を制したチャンピオンホース

のガリレオ（父サドラーズウェルズ）で、99年に産んだ

４番仔がＧ１タタソールズＧＣ（芝10Ｆ１１０ｙ）など２

つのＧ１を制したブラックサムベラミー（父サドラーズ

ウェルズ）。02年に産んだ７番仔がＧ１ダイアナＳ（芝９

Ｆ）を制したマイタイフーン（父ジャイアンツコーズウェ

イ）で、06年に産んだ10番仔がＧ１英ダービー、Ｇ１凱

旋門賞など６つのＧ１を制したチャンピオンホースの

シーザスターズ（父ケイプクロス）である。

　マサーの３代母が、アーバンシーが97年に産んだ

２番仔で、重賞は勝てなかったものの、Ｇ１愛オークス

（芝12F）２着、Ｇ１英オークス（芝12F6y）３着の成績

を残したメリカー（父ラムタラ）だ。そして、マサーの父

ニューアプローチの父がガリレオであるゆえ、マサー

はアーバンシーを父系3代目と母系４代目に保持して

いるのである。

　性別を問わずにこれだけ多くの後継馬を残している

上に、マサーという傑出した競走馬が出現したことで、

今後はアーバンシーのインブリードを意図的に創出し

ようとする生産者が、増加する可能性がありそうだ。

　Ｇ１英ダービーが行われた前日のエプソムで施行さ

れた、牝馬によるＧ１英オークスで、２着以下に4.1/2馬

身という決定的な差をつけて優勝したのが、フォーエ

ヴァートゥゲザー（牝３、父ガリレオ）であった。

   特集

欧州競馬から‐2018年春
合田直弘

European
    h o r s e  r a c i n g  r e p o r t

2018 vol.1

Masar Forever Together

合田直弘 ごうだ なおひろ
1959年、東京に生まれる。中学で馬術部に入ったのが、
馬との最初の接近遭遇。大学卒業後、テレビ東京に入
社し「土曜競馬中継」等の制作に携わる。1988年にテ
レビ東京を退社し、有限会社リージェントを設立。海外
競馬関係企業の日本におけるマーケティング事業を展
開する傍ら、メディアで海外競馬の解説を務める。

©racingfoto©racingfoto
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　２歳の10月にデビューした同馬にとって、英オークス

は４戦目の実戦だったのだが、２着に敗れた前走のＬ

Ｒチェシェアオークス（芝11F75y）を含めて、ここまで

の３戦で勝ち星は１つもなく、つまりは初勝利がオーク

スというクラシック競走になったことで、おおいに話題

になった馬である。そのフォーエヴァートゥゲザーが内

包しているのが、スペシャルという牝馬の４×４という

インブリードだった。

　Ｇ１オブザーヴァーGC（芝８Ｆ）勝ち馬アパラチーを

含めて４頭の重賞勝ち馬の母となった名繁殖牝馬モカ

シンや、フロリダダービー（d9F）など、その後重賞に格

付けされる主要競走を4勝したライダンらの全妹にあ

たるソングに、アルゼンチンの年度代表馬フォルリが交

配され、69年３月28日にケンタッキーで生まれたのが

スペシャルである。

　スペシャル自身はマイナーなレースに1勝したのみ

で競走生活を終えたが、同馬にノーザンダンサーが交

配されて77年に生まれた３番仔が、競走成績３戦２勝

（２勝はいずれも重賞で、1度の敗戦は1着入線後に降

着になった英二千ギニー）で現役を退いた後、種牡馬と

して大成功したヌレイエフだった。

　また、スペシャルが75年に産んだ2番仔のフェア

リーブリッジ（父ボールドリーズン）が、繁殖入りした

後、Ｇ１・３勝馬にして大種牡馬となったサドラーズウェ

ルズ（父ノーザンダンサー）の母となっている。そして、

スペシャルが79年に産んだ5番仔のナンバー（父ニジ

ンスキー）は、Ｇ２ヘムステッドＨ（d9F）など3重賞を制

した後、母となってＧ１グラングリテリウム（芝1600ｍ）

勝ち馬ジェイドロバリー（父ミスタープロスペクター）を

産んでいる。

　更に言えば、スペシャルの弟や妹がまた豪華な顔触

れで、同馬の1歳年下の全弟が、Ｇ１サセックスＳ（芝８

Ｆ）など４重賞を制したサッチで、2歳年下の全妹が、Ｇ

２コロネーションＳ（現在はＧ１、芝7F213y）など2重

賞を制したリサデルで、3歳年下の半弟が、Ｇ１オークツ

リー招待Ｈ（芝10F）など４重賞を制したキングペリノア

であった。

　一般的には、前出のライダンやモカシンの母を祖と

する「ラフショッド系」と呼ばれるこのファミリーは、世

界中に枝葉を広げているのだが、この系統に属する牝

馬のインブリードを創出する試みはこれまでにもなさ

れており、その代表的な例が、20世紀終盤に出現した

名馬エルコンドルパサーだった。

　同馬の母サドラーズギャルは、スペシャルの全妹に

あたるリサデルを祖母に持ち、なおかつ同馬の父はサ

ドラーズウェルズだったから、サドラーズギャルが既に

フォルリの3×４とソングの3×４を内包した馬だった。

ラフショッド系の牝馬を探していた馬主の渡辺隆氏

が、92年のタタソールズ繁殖セールのカタログに記載

されていたサドラーズギャルに着目し、欠場となった同

馬を繋養先の愛国まで追いかけて手に入れたのは、北

米で供用されていたキングマンボとの配合を実現した

いがためだったというのは、有名な逸話である。

　キングマンボの母の父はヌレイエフで、すなわちサド

ラーズギャルにキングマンボを交配すると、スペシャル

の４×４が構成され、なおかつ、ソングの5×5×4、更に

はノーザンダンサーの3×4が構成されるのだ。この凝

りに凝った配合が、Ｇ１サンクルー大賞（芝2400ｍ）な

ど３つのＧ１を制し、Ｇ１凱旋門賞でモンジューの半馬

身差２着に入った、傑出した競走馬を生み出したので

ある。

　英オークス勝ち馬フォーエヴァートゥゲザーの父ガ

リレオの父がサドラーズウェルズで、その2代母がスペ

シャルだ。一方、フォーエヴァートゥゲザーの母の父は

シアトリカルで、その父ヌレイエフがスペシャルの直仔

である。かくして、フォーエヴァートゥゲザーはスペシャ

ルの４×４を保持し、なおかつこの配合は、ノーザンダ

ンサーの３×４も構成しているという、エルコンドルパ

サーに近似した、趣向の凝らされた配合となっているの

である。

　フォーエヴァートゥゲザーの出現で、生誕から半世

紀が経過しようとしている牝馬スペシャルのクロスに、

改めて脚光があたることになりそうだ。

　今年春の欧州戦線で、抜群の存在感を示したもう1

頭の名牝が、80年代に欧米を股にかけ10ものＧ１を制

したミエスクだった。

　英ダービーの６日前に愛国のカラで行われたＧ１愛

千ギニー（芝８Ｆ）を制したアルファセントーリ（牝3、父

マスタークラフツマン）が、ボトムラインの３代目にミエ

スクを持つ馬で、更に英ダービーの翌日に仏国のシャン

ティーで行われたフランス版ダービーのＧ１ジョッケク

ルブ賞（芝2100ｍ）を制したスタディオヴマン（牡３、

父ディープインパクト）が、ボトムラインの２代目にミエ

スクを持つ馬だったのである。

　仏国を拠点に11戦４勝の成績を残した牝馬パサダ

ブルに、フォーエヴァートゥゲザーの項目で御紹介し

た種牡馬ヌレイエフが交配され、84年3月14日にケン

タッキーで生まれたのがミエスクだ。生産者スタヴロ

ス・ニアルコス氏が所有し、仏国の伯楽フランンソワ・

ブータンが管理した同馬は、2歳時から４歳時にかけ

て16戦し、12勝、2着3回、3着1回という、ほぼ完璧な

競走成績を挙げた。連覇を果たしたＧ１ジャックルマ

ロワ賞（芝1600ｍ）を含めて7つのＧ１を制した仏国

では、３年連続で牝馬チャンピオンとなった他、Ｇ１英

千ギニー（芝8F）を制した3歳時には英国でも牝馬チャ

ンピオンとなり、なおかつ、3歳時・4歳時にはG1BCマ

イル（芝8F）を連覇し、米国でも2年連続で芝の牝馬

チャンピオンの座に輝いている。

　ミエスクは母としても偉大で、ミスタープロスペク

ターを交配されて90年に産んだ初仔が、Ｇ１仏二千ギ

ニー（芝1600ｍ）、Ｇ１セントジェームスパレスＳ（芝

7F213y）、Ｇ１ムーランドロンシャン賞（芝1600ｍ）と

３つのＧ１を制した後、種牡馬としても大成功したキン

グマンボである。

　また、91年に産んだ２番仔が、母娘制覇となったＧ１

ジャックルマロワ賞を含めて３つのＧ１を制したイース

トオヴザムーン（父プライヴェートアカウント）だ。

　更に、94年に産んだ５番仔のモネヴァッシア（父ミ

スタープロスペクター）は、現役時代は未勝利に終わっ

た後、Ｇ１モイグレアスタッドＳ（芝7F）など２つのＧ１を

制したランプルスティルトスキンの母となっている。

　そして、ミエスクが02年に産んだ12番仔のセカンド

ハピネス（父ストームキャット）が、現役引退後に日本に

渡り、ディープインパクトを受胎していた14年秋に欧州

に戻って、15年4月に愛国で出産したのが、最新の仏

ダービー馬スタディオヴマンである。

　ちなみに、ミエスクの5番仔モネヴァッシアにストー

ムキャットを交配して生まれた牝馬ラヴズオンリーミー

が、16年のＧ１ドバイターフ（芝1800ｍ）勝ち馬リアル

スティール（父ディープインパクト）の母だから、リアル

スティールとスタディオヴマンの血統構成は酷似して

いる。

　そして、イーストオヴザムーンの8番仔アルファルーピ

（父ラーヒ）が、18年の愛千ギニー勝ち馬アルファセン

トーリの母となった。

　スペシャルが50年近い歳月を隔て、アーバンシーが

30年近い時を経て、現在の競馬に大きな影響力を行

使しているのと同様、ミエスクもまた生誕から30有余

年を経てなお、自らの存在を世界の生産界で誇示し続

けている。
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　　馬の伝来

　南部馬や木曽馬といった日本の歴史を彩る馬たちは、そ
もそも何処から来たのであろうか。諸説あるものの、家畜用
の蒙古馬が４世紀の古墳時代前期に、モンゴルから朝鮮半
島を経て九州に渡来したとの説が有力らしい。そこから本
州に渡り北上し岩手、青森では南部馬に。あるいは南下し
て鹿児島、沖縄の島々へ、そこで土着しトカラ馬、宮古馬、与
那国馬となっていく。因みに、日本最古級の在来馬が見つ
かっているのは山梨県甲府市の塩部遺跡。４世紀後半と
される1頭分の馬の歯が出土している。
　一方、日本のサラブレッド生産の98％を占め、今も日本
在来馬として最大頭数を有する道産子（どさんこ）や、ばん
えい競馬でお馴染みの重種馬も多く繋養される北海道。し
かし、切手で描かれている馬は、2004年（平成16年）のふる
さと切手 「北海道」の網走国定公園ワッカ原生花園の観
光馬車だけ 1 。
　北海道には古くから馬が群棲していると思われがちだ
が、もともとこの地に馬は存在しない。アイヌ語にも「ウマ」
に当たる表現はなく、南部地方などと同じ「ウンマ」が用いら
れている。では道産子、道産馬とも呼ばれる北海道和種馬
はいつ頃登場したのだろうか。松前藩の歴史を記した「信
羅之記録」によると、1615年（慶長20年）に南部馬を初め
て北海道に移入したと記されている。但し、15～16世紀の
馬の骨は発見されているので、その頃には、限られた形で何
頭かの馬は海峡を渡ったのであろう。
　大量に持ち込まれ出したのは江戸時代の終わり頃から。
松前藩が鰊（にしん）漁の漁場を置いた際、漁師として出か

けたのは南部藩の人が多かった。鰊を荷駄として運ぶ南部
馬も一緒に海を渡った。漁期が終わる秋になると漁師たち
は郷里へ帰るのだが、翌年も来るからということで馬は現
地に放したままにした。馬たちは前脚で雪を掘ってササとか
枯れ草、あるいは海岸に打ち寄せられた海藻を食べ厳しい
冬を凌いだ。熊やオオカミなどの外敵からも身を守り必死
に生きた。このように苦しい試練に耐え、代を重ねていった
のが我慢強く持久力に富む道産子。

　南部馬を祖（牝系）とする馬に、青森県の寒立馬（かん
だちめ）もいる。マグロで有名な大間の近く、下北半島尻
屋崎の地で粗食と寒さに耐え１年中放牧されている元農
用馬。厳冬のなか只々立ったままで風雪に耐えている姿
は、観る者の人生観まで変えさせてしまうという。レンガ
造りの白亜の尻屋埼灯台を望みがら生息する寒立馬は
2002年、「寒立馬とその生息地」という名称で青森県天
然記念物に指定された。2010年のふるさと切手（地方自
治法施行60周年）では「寒立馬と尻屋埼灯台」として意
匠になった 2 。一時は10頭を割り込み絶滅も危惧された
が、保護活動に力が注がれ現在は30頭前後が維持されて
いる。

　　「馬のような馬」

　現存する純粋な日本在来馬は「道産子」「木曽馬」「野間
馬」「対州馬」「御崎馬」「トカラ馬」「宮古馬」「与那国馬」の８
馬種。明治時代、わが国には150万頭の馬がおり、アラブ、
中国馬、マニラ馬などもいたが、その９割は日本在来馬とさ

れる。しかし現在は1,000頭を僅かに超える程度にまで激
減した。宇治川の先陣争いをした佐々木高綱の「生食（い
けづき）」、梶原景季の「磨墨（するすみ）」などでお馴染みの
南部馬、郷土玩具「三春駒」でも有名な三春馬、明治天皇
の御料馬「金華山」として知られる仙台馬、また新潟の地に
生息していた信濃馬なども姿を消した。
　これらの馬の純粋な血脈が途絶えていくのは明治時
代の終わりから。これは日清、日露戦争で日本の軍馬（騎
兵乗馬、砲兵輓馬など）が諸外国より体格、資質とも著し
く劣っていることが明らかになったことによる。そこで国是
として馬匹改良に取り組む。日露戦争が終わった翌年、
1906年（明治39年）以降、サラブレッド、アラブ、アング
ロ・アラブ、アングロ・ノルマン、トロッター、ハックニー、ペル
シュロンなどの種牡馬が精力的に輸入される。日本在来
馬の体高(き甲までの高さ)は概ね100～140㎝程度。軍
馬はその中でも大きい馬が選ばれていたが、それでも145
㎝に満たない。まさにポニーである。一方、当時のドイツや
フランスの軍馬は160㎝前後。駈歩の速度もドイツ馬が１
分間で480ｍ走るのに対し、日本馬は300ｍ。サラブレッ
ドでいえばダクを踏んでいるようなもの。司馬遼太郎の

「坂の上の雲」では、日本の軍馬を見た西洋人が「馬のよ
うな馬」と笑ったという件が載っている。切手では、1999
年に発行された20世紀デザイン切手シリーズの第１集に

「日露戦争」がテーマとなっており、その中に軍馬が描かれ
ている 3 。もっとも図柄は戦争シーンそのものではなく、
柳蛙によって描かれた錦絵「日露戦争大日本赤十字野戦
病院負傷者救療の図」の一部であるが、馬が小さいのは見
てとれる。

　ところでポニーは、大人になっても体高が14.2ハンド
（凡そ145㎝）に満たないウマの総称。従ってサラブレッド
の仔馬は小さくてもポニーではない。
　「ぶり、はまち、元はいなだの出世魚」という川柳がある
が、馬の英文名称も年齢と共に出世？していく。学校で
習ったホースは５歳以上の牡馬を指すもの。釈迦に説法
だが、イヤリング、即ち１歳馬を対象に行われるセリはイヤ
リングセールであり、喋りにくい阪神ジュベナイルフィリー
ズは２歳牝馬のレースとなる。

　馬匹改良のためには競馬が振興され、当時国内法で
は認められていなかった馬券の発売も「黙許」される。黙
許とは公認ではなく、黙認するという意味合い。この日本
人による最初の馬券発売を伴う洋式競馬の競馬開催に
尽力したのが「安田記念」に名を残す安田伊左衛門ら。
1906年、東京競馬会による池上競馬（東京府下荏原郡
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〈第3回〉

日本在来馬
                      鈴木慈雄

1 サロマ湖の観光馬車 2 尻屋崎の寒立馬

4 対馬の対州馬

5 都井岬の御崎馬3 日露戦争時代の馬

2004 2010 1999

1970

1991

日独仏軍馬比較（1893年 陸軍、農商務両省による調査）　

日本 ドイツ フランス

騎兵乗馬の体高（cm）　 141.6 159.6 155.1

砲兵輓馬の体高（cm） 142.2 162.6 157.5

速歩（ｍ／分） 210 240 240

速歩での連続 10km 走行 不可 可 可

駈歩（ｍ／分） 300 480 440

馬齢と英文名称

当歳馬 　 Foal

１歳馬  Yearling

２歳馬 Juvenile

４歳馬以下 Colt（牡）  Filly（牝）

５歳馬以上 Horse（牡）　Mare（牝） 
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池上村）の開催を皮切りに、全国16ヶ所で競馬会が組織
される。新潟においても1908年、遊佐競馬会が誕生し第
１回競馬が関屋競馬場で開催。これが新潟における近代
競馬のあけぼのとなる。

　　 現存する日本在来馬

　本年３月、与那国島を訪れた天皇陛下は与那国馬を撫で
られ「やはり、小さいですね」と話されたという。古来、日本で
は馬を品種改良するという概念は存在しなかった。それど
ころか、時代が下るごとに小型化する傾向があった。
　例えば愛媛県今治市に今も生息する野間馬。江戸時代
前期、伊予松山藩主松平家は野間（乃万）地区の農民に馬
の生産・飼育を委託、大きい（体高121㎝以上）馬は農民に
報奨金を支払い軍馬に、それ以下の小型の馬は農民に無
償で払い下げた。しかし野間馬は粗食に耐え、70㎏程度の
ミカンも楽 と々運ぶことができるため、農民は日々の暮らし
と密着した小さい馬を生産することが多くなっていく。
　現存する日本在来馬が題材として登場する最初の切手
は、1970年（昭和45年）に発行された国定公園切手、長崎
県の 「壱岐対馬」で「浅茅湾と対州馬と豆酘（つつ）娘」と
して描かれた対州馬 4 。背に籠を担いだ若い女性が対州
馬に跨っており、もう一人の女性が手綱を曳いている。当
時の女性の平均身長は150㎝あるかないかであり、切手の
馬の体高は120～130㎝程度であることが窺える。この対
州馬、その性格は温順にして剛健。元寇（1274年および
1281年）の際は、対馬国の武将たちを背に懸命に領土を守
り抜いた。また側対歩のため上下動が少なく、女性でも100
㎏を超える荷駄を背負わせ山道を歩くことが出来る。山間
部が９割近くを占める対馬では、対州馬は生活には須要の
存在だった。

　宮崎県の都井岬に群棲する御崎馬は、緑の丘が連なる
景勝地に、野生状態で放牧されているので多くの人の知る
ところ。1953年（昭和28年）には国の天然記念物に指定

され、1991年のふるさと切手「宮崎県」では「都井岬と野
生馬」が意匠化された 5 。この都井岬の牧は1697年（元
禄10年）、高鍋藩主秋月家により軍馬育成のため、藩営牧
場として始まった。御崎馬の体高は130cm程度で体重は
300kg前後。当然ながら御崎馬も、明治政府により洋種
馬の血統導入が図られる。
　都井岬には、父がアメリカントロッター種の内国産、母は
道産子と南部馬の雑種である「小松号」が北海道から連れ
てこられた。この「小松号」は、御崎馬の保存を望む声が考
慮され、御崎馬と比較的似た和種で、かつ種牡馬としては
小柄な馬だった。そのため影響は限られたものにとどまっ
たが、御崎馬では現れない栗毛や白徴といった「小松号」
の影響が出た馬も誕生。これらの馬は、近年では御崎馬本
来の特徴を守るという趣旨のもと文化財から除外され、御
崎馬混血とも呼ばれる「ただの御崎馬」として馬生を過ご
す。この「ただの御崎馬」は、牡馬は去勢されるが希望する
観光牧場や個人農家などに提供、都井岬の御崎馬は純粋
度の高い血脈を維持している。
　そうした中で2011年（平成23年）、JRA宮崎育成牧場の
乗用馬が馬伝染性貧血（伝貧）に感染していることが確認さ
れた。伝貧といえば法律により殺処分が求められる重篤な
疾患。……長年の競馬ファンは、桜花賞馬ワカクモ（その仔
にテンポイント）の母となるクモワカの誤診？事件を思い出す
……。この馬が都井岬生まれの「ただの御崎馬」だったから
大変。都井岬の御崎馬でも12頭の感染が確認され、御崎馬
は80頭余まで減ってしまった。なお、その後の関係者の努力
により2016年には100頭を超すまでに回復している。

　　 祭りと馬

　ふるさと切手では、馬が主役の祭りも題材となっている。
広く知られる岩手県の「チャグチャグ馬コ」は1998年に発
行された 6 。岩手県中部・北部から青森県東部に至る南部
地方といえば南部馬のふるさと。江戸時代後期に入ると、
旧盛岡藩領、特に盛岡市周辺や遠野盆地では、馬は家族

の一員として「南部曲り家」と呼ばれる人の住む母屋と馬の
いる厩（うまや）が「Ｌ（エル）字」になって繋がり一体となっ
た同じ屋根の下で暮らすようになった。
　こうした馬を慈しむ文化から旧暦の５月５日端午の節句
には、馬の息災延命を祈る祭日として、どこの家でも愛馬を
華やかな装束で纏い、岩手山麓滝沢村にある馬の守護神・
駒形（蒼前）神社にお参りをした。馬につけた大小の鈴の
音が朝空にチャグチャグと鳴り渡るこの行列は「チャグチャ
グ馬コ」といわれるようになる。今では毎年６月の第２土曜
日に祭りとして賑わいをみせている。
　因みに東京競馬場では震災年の2011年に岩手県応援
スペシャルデーとして、また天皇皇后両陛下が行幸された
翌2012年の天皇賞デーにも、伝統馬事芸能としてチャグ
チャグ馬コが披露された。

　福島県の「相馬野馬追」もふるさと切手の題材として
1999年に選ばれている。また1965年のお祭りシリーズで
もテーマとなっている 7 。一千余年の歴史を誇る相馬野馬
追は日本を代表する伝統であり文化といえるだろう。相馬
氏の祖である平将門が（当初は千葉県で）野馬懸（のまがけ）
といわれる敵兵に見立てた原野に放した野馬（野生の馬）
を追い込み、素手で捕らえる軍事訓練を行い、捕らえた馬を
神前に奉納したことに由来する。 
　先の天覧時においても「相馬野馬追」は披露されたが、
大井競馬場においては1977年以来イベントとして催され
ている。相馬民謡「相馬流れ山」に続き、白鉢巻を締めた若
武者たちが本馬場を疾走、華麗な甲冑競馬を繰り広げる。

　ふるさと切手関連では、1996年に愛知県の「名古屋
まつり」、2001年に石川県の ｢金沢百万石まつり｣、2011
年に福岡県の「博多どんたく」でも馬が登場する 8 。また
1999年には神奈川県「源頼朝」として、富士山をバックに
材木座海岸を馬で走る頼朝が描かれている 9 。同県と頼
朝との関わりでは２０１２年、「鶴岡八幡宮と流鏑馬」も題
材となっている。
　流鏑馬は現在も全国の寺社で神事として催されている
が、新潟県でも金峯神社（長岡市）や度津神社（佐渡市）の
例祭などで奉納されている。

7 相馬野馬追 8 ふるさとの祭と馬 9 源頼朝と馬

東京競馬場での「チャグチャグ馬コ」、
同「相馬野馬追」（下）

6 チャグチャグ馬コ

1998 1965/1999 1999/20121996/
2001/
2011

鈴 木 慈 雄  SHIGEO SUZUKI 

1951年「幻の馬 トキノミノル」がダービー優勝後に夭逝した
翌日に誕生。1970年東京競馬場で馬券発券アルバイト。
1974年東ソー㈱入社。東ソー総合サービス㈱社長など歴任。
1983年社台ダイナースサラブレッドクラブ入会。2001年
NAR個人馬主資格取得。2015年JRA個人馬主資格取得、
同年新潟馬主協会入会。
2012年「馬は世につれ、世は馬につれ」で「優駿エッセイ賞」
次席受賞。2016年『にっぽん！馬三昧』上梓。週刊競馬ブック

「おもひでの名勝負」などでも執筆。
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第157回 天皇賞（春）（ＧⅠ）

第13回 ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

第 3 回京都　平成30年4月29日 3200m 芝

第 2 回東京　平成30年5月13日 1600m 芝

重賞レース優勝馬

会員優勝馬紹介

レインボーライン
牡5　タイム3分16秒2

ジュールポレール
牝5　タイム1分32秒3

ステイゴールド  サンデーサイレンス 
ゴールデンサッシュ 

レーゲンボーゲン フレンチデピュティ 
レインボーファスト 

ディープインパクト  サンデーサイレンス  
ウインドインハーヘア 

サマーナイトシティ エリシオ 
ダイアモンドシティ 

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

三田  昌宏
岩田  康誠
浅見  秀一
安平  ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱Ｇ１レーシング
幸　英明
西園　正都
白老 （有）社台コーポレーション
白老ファーム

本年の春の天皇賞でレインボーライン号は、
10度目のＧ１挑戦で初戴冠の栄誉を頂きました。春の
天皇賞というレースは私にとって最も思い入れのある
レースで、歴代の数々 の名馬と同じ天皇賞馬という栄光
の一角を占めさせて頂くのは何物にも代えがたい栄誉
であると考えております。
　入線後に故障を発生し、残念ながら引退という結果
になりましたが、優駿ステイブルで種牡馬として第2の人
生を歩むことになりました。今はレインボーライン号の子
どもたちが全国の競馬場を疾走する姿を夢見ています。
　関係者の皆様、誠に有難うございました。

レース前は先行するという話をしていたので、出遅れて
しまい後ろからの競馬となってしまいどうなるかと思いました。
しかしスッと外に出して、ロスなく馬場のいいところを走り、これ
以上早くても差されるし、遅くても届かないとういう絶妙なタイ
ミングでの追い出しでした。幸騎手の手綱捌きも光りました。
　育成時代から能力を感じつつも脚元に難しいところがあり、
去年までは蹄の不安もありましたが、西園調教師をはじめ厩舎
スタッフの方々 がうまくケアして、いい状態に持ってきてくれまし
た。出走決定順がフルゲート18頭の18番め、登録直前では出
られないかもと聞いていたくらいでしたから、運が良く全てがう
まくいきました。夏は追分ファームリリーバレーで英気を養い、
秋はマイルチャンピオンシップを目標にしていきます。

喜びの声

喜びの声

重賞レース優勝馬

会員優勝馬紹介

第52回 報知杯フィリーズレビュー（ＧⅡ）

第53回 読売サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

第66回 阪神大賞典（ＧⅡ）

第 1回阪神　平成30年3月11日 1400m 芝

第 2 回東京　平成30年4月22日 2000m 芝

第 1回阪神　平成30年3月18日 3000m 芝

㈲社台レースホース
北村  友一
高野  友和
千歳  社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホースカンパニー
Ｍ.デムーロ
角居  勝彦
日高  下河辺牧場

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

三田  昌宏
岩田  康誠
浅見  秀一
安平  ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

リバティハイツ
牝3　タイム1分21秒5

サトノワルキューレ
牝3　タイム1分59秒5

レインボーライン
牡5　タイム3分03秒6

GⅠ

GⅠ

GⅡ

GⅡ

GⅡ
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重賞レース優勝馬

会員優勝馬紹介

第66回 京都新聞杯（ＧⅡ） 第 3 回京都　平成30年5月5日 2200m 芝

㈲社台レースホース
藤岡  佑介
矢作  芳人
千歳  社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

ステイフーリッシュ
牡3　タイム2分11秒0

第49回 読売マイラーズカップ（ＧⅡ） 第 3 回京都　平成30年4月22日 1600m 芝

㈱G1レーシング
福永  祐一
浅見  秀一
安平  追分ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

サングレーザー
牡4　タイム1分31秒3

重賞レース優勝馬

会員優勝馬紹介

第32回 フラワーカップ（ＧⅢ）

第35回 エプソムカップ（ＧⅢ）

第23回 ユニコーンステークス（ＧⅢ）

第58回きさらぎ賞（ＧⅢ）

第 2 回中山　平成30年3月17日 1800m 芝

第 3 回東京　平成30年6月10日 1800m 芝

第 3 回東京　平成30年6月17日 1600m ダート

第 2 回京都　平成30年2月4日 1800m 芝

石川  達絵
Ｍ.デムーロ
角居  勝彦
浦河  三嶋牧場

㈱サトミホースカンパニー
戸崎  圭太
池江  泰寿
安平  ノーザンファーム

㈱サトミホースカンパニー
古川  吉洋
南井  克巳
新ひだか  フジワラファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱G1レーシング
Ｍ.デムーロ
萩原　清
白老　㈲社台コーポレーション
白老ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

カンタービレ
牝3　タイム 1分49秒2

サトノアーサー
牡4　タイム 1分47秒4

ルヴァンスレーヴ
牡3　タイム 1分35秒0

サトノフェイバー
牡3　タイム 1分48秒8

GⅡ

GⅡ GⅢ

GⅢ

GⅢ

GⅢ



初富士ステークス 大牟田特別

ごぎょう賞 千里山特別

中京スポニチ賞 ポラリスステークス

北山ステークス 館山特別

フリージア賞 淡路特別

紅梅ステークス 大島特別

祗園特別 ゆきやなぎ賞

頌春賞 トリトンステークス

洛陽ステークス アネモネステークス

橿原ステークス 豊橋特別
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特別レース優勝馬

会員優勝馬紹介

特別レース優勝馬

会員優勝馬紹介

㈱サトミホース
   カンパニー
横山　典弘
的場　均
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

ライオンレース
ホース㈱
小崎　綾也
牧田　和弥
むかわ  真壁  信一

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
古川　吉洋
南井　克巳
新ひだか
フジワラファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
Ｍ.デムーロ
角居　勝彦
日高  下河辺牧場

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
Ｍ.デムーロ
松田　国英
日高  下河辺牧場

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
Ｍ.デムーロ
松田　国英
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
柴山　雄一
藤沢　和雄
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
Ｃ.ルメール
藤原　英昭
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
Ｒ.ムーア
池江　泰寿
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
石橋　脩
古賀　慎明
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
武　豊
音無　秀孝
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

サトノスティング 〔牡7〕 ピナクルズ 〔騸5〕

マニクール 〔牝3〕 スティッフェリオ 〔牡4〕

サトノプライム 〔牡4〕 サトノファンタシー 〔牡5〕

ロイヤルパンプ 〔牡6〕 フリージングレイン 〔牡4〕

ギベオン 〔牡3〕 スプマンテ 〔牡4〕

モルトアレグロ 〔牝3〕 ターゲリート 〔牡5〕

ロライマ 〔騸5〕 サトノワルキューレ 〔牝3〕

マテラスカイ 〔牡4〕 スターオブペルシャ 〔騸5〕

サトノアーサー 〔牡4〕 ハーレムライン 〔牝3〕

マテラスカイ 〔牡4〕 グランドボヌール 〔牡4〕

第1回中山
平成30年1月13日

1800m 芝

第1回小倉
平成30年2月17日

1200m 芝

第1回中京
平成30年1月14日

1200m ダート

第1回阪神
平成30年3月3日

2000m 芝

第1回中京
平成30年1月20日

1900m ダート

第1回阪神
平成30年3月10日

1400m ダート

第2回京都
平成30年1月27日

1800m ダート

第2回中山
平成30年3月11日

2000m 芝

第1回東京
平成30年2月17日

2000m 芝

第1回阪神
平成30年3月11日

2400m 芝

第1回京都
平成30年1月14日

1400m 芝

第1回東京
平成30年2月18日

1400m ダート

第1回京都
平成30年1月20日

1400m 芝

第1回阪神
平成30年3月10日

2400m 芝

第1回中山
平成30年1月21日

1200m ダート

第2回中京
平成30年3月10日

1400m 芝

第2回京都
平成30年2月10日

1600m 芝

第2回中山
平成30年3月11日

1600m 芝

第2回京都
平成30年2月17日

1200m ダート

第2回中京
平成30年3月18日

1400m 芝

吉田　千津
M.デムーロ
武井　亮
米Town And Country Horse 
Farms,LLC&Frank&Kim Taylor

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱Ｇ１レーシング
福永　祐一
戸田　博文
白老 （有）社台コーポレーション
白老ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

大野　剛嗣
武　豊
森　秀行
米 Lynch Bages 
LTD

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

大野　剛嗣
武　豊
森　秀行
米 Lynch Bages 
LTD

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

吉田　千津
大野　拓弥
田中　清隆
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

石川　達絵
川田　将雅
池江　泰寿
日高  下河辺牧場

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

田畑　利彦
城戸　義政
鈴木　孝志
新ひだか  片岡 博

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

吉田　千津
川田　将雅
友道　康夫
平取　稲原牧場

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

寺田　寿男
北村　友一
大久保　龍志
新ひだか
千代田牧場

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／



明石特別 富嶽賞

白鷺特別 朱雀ステークス

桑折特別 麦秋ステークス

上賀茂ステークス 駒ヶ岳特別

日吉特別 豊中特別

野島崎特別 欅ステークス

梅田ステークス 稲村ケ崎特別

谷川岳ステークス 加古川特別

カーネーションカップ 北斗特別

鳳雛ステークス 清里特別
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特別レース優勝馬

会員優勝馬紹介

特別レース優勝馬

会員優勝馬紹介

㈱サトミホース
   カンパニー
四位　洋文
矢作　芳人
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

ライオンレース
ホース㈱
坂井　瑠星
矢作　芳人
米 Colts Neck 
Stables LLC

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
北村　宏司
藤原　英昭
白老 （有）社台コーポレーション
白老ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
戸崎　圭太
矢作　芳人
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
丸山　元気
須貝　尚介
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
杉原　誠人
藤沢　和雄
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
北村　宏司
松田　国英
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈲社台
  レースホース
丸山　元気
音無　秀孝
千歳　社台ファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

サトノグラン 〔牡4〕 イーグルバローズ 〔牡4〕

ヒシマサル 〔牡4〕 オールポッシブル 〔牝4〕

エレクトロニカ 〔牝4〕 ユラノト 〔牡4〕

アンデスクイーン 〔牝4〕 マスターコード 〔牡4〕

レイダー 〔牡4〕 ストーミーバローズ 〔牡3〕

アッフィラート 〔牝5〕 ドリームキラリ 〔牡6〕

ストロングバローズ 〔牡5〕 サトノグラン 〔牡4〕

スターオブペルシャ 〔騸5〕 オメガパフューム 〔牡3〕

ゴージャスランチ 〔牝3〕 スティッフェリオ 〔牡4〕

ハーベストムーン 〔牡3〕 ルッジェーロ 〔牡3〕

第2回阪神
平成30年4月1日

2000m 芝

第2回東京
平成30年5月26日

1400m ダート

第2回阪神
平成30年4月7日

2400m 芝

第3回京都
平成30年5月26日

1400m 芝

第1回福島
平成30年4月22日

2000m 芝

第3回東京
平成30年6月2日

1400m ダート

第3回京都
平成30年5月6日

1800m ダート

第1回函館
平成30年6月16日

2600m 芝

第2回東京
平成30年5月20日

1300m ダート

第3回阪神
平成30年6月23日

1800m ダート

第3回中山
平成30年4月7日

1800m 芝

第2回東京
平成30年5月26日

1400m ダート

第2回阪神
平成30年4月8日

1800m ダート

第3回東京
平成30年6月2日

2000m 芝

第1回新潟
平成30年4月29日

1600m 芝

第3回阪神
平成30年6月10日

1800m ダート

第2回東京
平成30年5月19日

1800m 芝

第1回函館
平成30年6月17日

1800m 芝

第3回京都
平成30年5月20日

1800m ダート

第3回東京
平成30年6月24日

1400m ダート

吉田　千津
横山　典弘
鹿戸　雄一
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

三田　昌宏
鮫島　克駿
浅見　秀一
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

原　 子
Ｍ.デムーロ
安田　翔伍
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

猪熊　広次
Ｃ.ルメール
石坂　正
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

村木　隆
柴田　善臣
鹿戸　雄一
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱グリーンファーム
松若　風馬
西園　正都
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

阿部　雅英
四位　洋文
角田　晃一
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

石川　達絵
藤岡　康太
堀　宣行
安平　追分ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

猪熊　広次
田辺　裕信
堀　宣行
米  Fox Straus KY

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

猪熊　広次
石橋　脩
堀　宣行
米 C.Kidder & N.Cole

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱Ｇ１レーシング
松山　弘平
高橋　亮
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱Ｇ１レーシング
勝浦　正樹
吉村　圭司
白老 （有）社台コーポレーション
白老ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／
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特別レース優勝馬

会員優勝馬紹介

子安　裕樹
柴田　善臣
田村　康仁
平取　清水牧場

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

原　 子
Ｍ.デムーロ
安田　隆行
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

新馬レース優勝馬

メイクデビュー京都

メイクデビュー京都

メイクデビュー小倉 メイクデビュー阪神

メイクデビュー東京

メイクデビュー中山

メイクデビュー京都

サトノフェイバー 〔牡3〕

オメガパフューム 〔牡3〕

ダンサール 〔牝3〕 トラベリング 〔牡3〕

ジョディー 〔牝2〕

エッピクスター 〔牡3〕

エイカイキング 〔牡3〕第1回京都
平成30年1月14日

1800m ダート

第1回京都
平成30年1月6日 2000m 芝

第1回小倉
平成30年2月18日

2000m 芝

第1回阪神
平成30年2月24日

1200m ダート

第3回東京
平成30年6月2日

1600m 芝

第1回中山
平成30年1月13日

1600m 芝

第1回京都
平成30年1月20日

1800m ダート

会員優勝馬紹介

二木　英徳
Ｃ.ルメール
藤原　英昭
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

小濱　忠一
武藤　雅
戸田　博文
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

マテラスカイ 〔牡4〕 第3回阪神
平成30年6月24日

1200m ダート

㈱グリーンファーム
Ｃ.ルメール
高橋　亮
千歳　社台ファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

大野　剛嗣
武　豊
森　秀行
米 Lynch Bages 
LTD

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱サトミホース
   カンパニー
古川　吉洋
南井　克巳
新ひだか
フジワラファーム

馬　主 ／

騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

㈱Ｇ１レーシング
木幡　巧也
須貝　尚介
安平 ノーザンファーム

馬　主 ／
騎　手 ／
調教師 ／
生産者 ／

開催 日付 レース 距離 コース 馬名 性年 馬主 騎手 調教師 生産者

中山 第1回

1/7 3歳未勝利 1600 芝 ハーレムライン 牝3 吉田　千津 大野　拓弥 田中　清隆 千歳　社台ファーム

1/7 3歳未勝利 1200 ダート アメリカンツイスト 牡3 ㈱グリーンファーム 松岡　正海 中舘　英二 千歳　社台ファーム

1/13 4歳上500万下 1800 ダート ポップアップスター 牡4 ㈲社台レースホース 田辺　裕信 金成　貴史 千歳　社台ファーム

1/14 4歳上1000万下 1800 ダート ソレイユドパリ 牡4 吉田　千津 石橋　脩 堀　宣行 米 Stone Farm

1/14 4歳上1000万下 2200 芝 ユニゾンデライト 牡5 ㈲社台レースホース 木幡　初也 小島　茂之 千歳　社台ファーム

1/21 4歳上500万下 1800 ダート インザバブル 牡5 ㈱Ｇ１レーシング 蛯名　正義 新開　幸一 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

京都 第1回

1/7 4歳上1000万下 1600 芝 ブランドベルグ 騸6 ㈱グリーンファーム 藤岡　佑介 牧田　和弥 千歳　社台ファーム
1/8 4歳上1000万下 1200 ダート ハニージェイド 牝4 吉田　和子 Ｍ.デムーロ 鮫島　一歩 米Jhon P Hicks,William D Hart 

Dr.Jerry Bilinski & Jhon Murdza

1/13 3歳未勝利 1800 ダート ルリジオン 牡3 ㈱Ｇ１レーシング 浜中　俊 石坂　正 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

1/20 4歳上500万下 1600 芝 グランドロワ 牡4 田畑　利彦 松山　弘平 鈴木　孝志 浦河　浦河日成牧場

中京 第1回

1/14 3歳未勝利 1600 芝 リバティハイツ 牝3 ㈲社台レースホース 北村　友一 高野　友和 千歳　社台ファーム
1/21 4歳上500万下 1400 ダート ウィズエモーション 牝5 ㈲社台レースホース 松山　弘平 栗田　博憲 千歳　社台ファーム

1/27 3歳未勝利 1200 ダート マイウェイアムール 牝3 田畑　利彦 坂井　瑠星 矢作　芳人 日高　モリナガファーム

1/27 4歳上500万下 2200 芝 ファスナハト 牡5 ㈲社台レースホース 藤岡　康太 庄野　靖志 千歳　社台ファーム

1/28 3歳未勝利 1400 ダート ナイトスプライト 牝3 ㈲社台レースホース 富田　暁 浅見　秀一 安平　追分ファーム

東京 第1回

1/27 3歳未勝利 1800 芝 シャドウアイランド 牝3 飯塚　知一 Ｃ.ルメール 藤沢　和雄 新ひだ　前川　正美
2/4 3歳未勝利 1400 ダート ピオレドール 牡3 ㈱グリーンファーム 大野　拓弥 小笠　倫弘 栃木　恵比寿興業株式会社

那須野牧場

2/11 3歳未勝利 1600 芝 ゴージャスランチ 牝3 吉田　千津 横山　典弘 鹿戸　雄一 千歳　社台ファーム

2/12 3歳未勝利 1600 ダート フロリアヌス 牡3 ㈱グリーンファーム 戸崎　圭太 武藤　善則 千歳　社台ファーム

2/17 3歳未勝利 1600 ダート スパイスマジック 牡3 ㈲社台レースホース 内田　博幸 杉浦　宏昭 千歳　社台ファーム

2/17 3歳500万下 1600 芝 ハーレムライン 牝3 吉田　千津 大野　拓弥 田中　清隆 千歳　社台ファーム

京都 第2回

1/27 3歳未勝利 1800 芝 カンタービレ 牝3 石川　達絵 Ｍ.デムーロ 角居　勝彦 浦河　三嶋牧場
1/28 3歳未勝利 1800 ダート ハーベストムーン 牡3 三田　昌宏 武　豊 浅見　秀一 安平　ノーザンファーム

2/10 3歳未勝利 1800 ダート ストーミーバローズ 牡3 猪熊　広次 Ｍ.デムーロ 石坂　正 安平　ノーザンファーム

2/10 4歳上障害未勝利 2910 芝・ダート ヨカグラ 騸5 ㈲社台レースホース 林　満明 中竹　和也 千歳　社台ファーム

2/18 4歳上障害オープン 3170 芝・ダート ヨカグラ 騸5 ㈲社台レースホース 林　満明 中竹　和也 千歳　社台ファーム

小倉 第1回

2/18 4歳上500万下 1000 ダート トキワ 牝6 田畑　利彦 松若　風馬 西村　真幸 新ひだか　上村　清志

2/18 4歳上500万下 1700 ダート ヘヴントゥナイト 牡4 ㈲社台レースホース 松若　風馬 杉山　晴紀 千歳　社台ファーム

2/24 3歳未勝利 1700 ダート ピッパ 牝3 飯田　正剛 松若　風馬 杉山　晴紀 新ひだか　千代田牧場

2/25 4歳上500万下 1200 芝 オルロフ 牡6 寺田　寿男 丸山　元気 鮫島　一歩 新冠　株式会社ノースヒルズ

3/3 4歳上500万下 1700 ダート ハリケーンバローズ 牡5 猪熊　広次 Ｄ.バルジュー 角居　勝彦 米　Dr.Naoya Yoshida & 
Broadbent

3/3 4歳上500万下 2000 芝 ドロウアカード 牝4 ㈱Ｇ１レーシング Ｄ.バルジュー 角田　晃一 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

3/4 3歳未勝利 1800 芝 マハヴィル 牡3 ㈲社台レースホース 松山　弘平 池江　泰寿 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

中山 第2回

2/24 3歳未勝利 1800 芝 ヒシヴィクトリー 牡3 阿部　雅英 勝浦　正樹 牧　光二 新冠　飛渡牧場
2/25 4歳上500万下 1600 芝 アルトリウス 牡4 ㈱Ｇ１レーシンググ 武藤　雅 藤沢　和雄 安平　追分ファーム

3/4 3歳500万下 1600 芝 ラムセスバローズ 牡3 猪熊　広次 Ｃ.ルメール 木村　哲也 米 Stonestreet Thoroughbred 
Holdings LLC

3/11 3歳未勝利 2200 芝 エストスペリオル 牡3 ㈲社台レースホース 石橋　脩 堀　宣行 千歳　社台ファーム

3/17 3歳未勝利 1800 ダート マイントラウム 牝3 ㈲社台レースホース 石橋　脩 尾関　知人 千歳　社台ファーム

3/17 3歳未勝利 1200 ダート サトノユニゾン 牡3 ㈱サトミホースカンパニー 北村　宏司 古賀　慎明 新ひだか　グランド牧場

3/17 3歳未勝利 1600 芝 シュバルツリッター 牡3 ライオンレースホース㈱ Ｍ.デムーロ 伊藤　大士 千歳　社台ファーム

3/18 4歳上500万下 2000 芝 スパイラルダイブ 牡4 ㈱Ｇ１レーシング Ｃ.ルメール 古賀　慎明 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

阪神 第1回

2/24 4歳上500万下 1400 ダート デロングスター 牝4 ㈲社台レースホース 川田　将雅 藤原　英昭 千歳　社台ファーム
3/4 3歳500万下 1800 ダート オメガパフューム 牡3 原　 子 Ｍ.デムーロ 安田　翔伍 千歳　社台ファーム

3/4 4歳上1000万下 2000 ダート ソリティール 牡5 ㈱Ｇ１レーシング Ｍ.デムーロ 斉藤　崇史 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

3/10 3歳未勝利 1800 芝 サトノシリウス 牡3 ㈱サトミホースカンパニー Ｍ.デムーロ 藤原　英昭 千歳　社台ファーム

中京 第2回

3/10 3歳未勝利 1900 ダート サトノエメラルド 牡3 ㈱サトミホースカンパニー 北村　友一 安田　隆行 千歳　社台ファーム
3/10 4歳上500万下 1400 ダート レイダー 牡4 石川　達絵 藤岡　康太 堀　宣行 安平　追分ファーム

3/10 4歳上500万下 1200 芝 ロックオン 牡5 石川　達絵 松若　風馬 藤岡　健一 日高　下河辺牧場

3/11 4歳上500万下 1400 芝 ファミーユボヌール 牝4 原　 子 Ｃ.ルメール 松永　幹夫 新ひだか　岡田スタッド

3/17 4歳上500万下 1600 芝 アッフィラート 牝5 ㈲社台レースホース 北村　友一 藤原　英昭 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

3/25 4歳上500万下 1800 ダート エジステンツァ 牡4 ㈲社台レースホース 大野　拓弥 田中　博康 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

中山 第3回

3/24 4歳上500万下 1800 ダート ブライトリビング 牝5 ㈲社台レースホース 大野　拓弥 久保田貴士 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

3/31 4歳上500万下 1800 ダート ベラポーサ 牝5 吉田　和子 石橋　脩 堀　宣行 米 Gainesway Thoroughbreds 
Ltd.

4/1 3歳未勝利 1800 ダート サトノディード 牡3 ㈱サトミホースカンパニー 北村　宏司 国枝　栄 千歳　社台ファーム

4/8 3歳未勝利 1800 ダート オワゾードール 牡3 viridian keiba club 内田　博幸 久保田貴士 千歳　社台ファーム

414 4歳上500万下 1800 ダート ボールドアテンプト 牝5 ㈱Ｇ１レーシング 北村　宏司 古賀　慎明 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

阪神 第2回 3/25 4歳上1000万下 1800 ダート ハリケーンバローズ 牡5 猪熊　広次 Ｄ.バルジュー 角居　勝彦 米　Dr.Naoya Yoshida & 
Broadbent

ウィナーズサークル
一般レース本会会員優勝馬

平成30年1月7日（日）〜平成30年6月24日（日）
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順位 調教師 所属 1着 勝率 2着 連対率 3着 3着内率 出走回数

1 矢野　英一 美 3 30.0% 1 40.0% 2 60.0% 10

2 中尾　秀正 栗 3 21.4% 1 28.6% 0 28.6% 14

3 尾関　知人 美 3 27.3% 1 36.4% 0 36.4% 11

4 山内　研二 栗 3 15.8% 0 15.8% 2 26.3% 19

5 小野　次郎 美 3 20.0% 0 20.0% 0 20.0% 15

第１回新潟競馬開催概況（4月28日～5月20日）

上位ジョッキー成績

調教師成績

順位 騎手 所属 1着 勝率 2着 連対率 3着 3着内率 騎乗回数

1 丸山　元気 美 12 21.1% 10 38.6% 9 54.4% 57

2 北村　友一 栗 6 17.6% 3 26.5% 3 35.3% 34

3 丸田　恭介 美 5 12.2% 7 29.3% 5 41.5% 41

4 富田　暁 栗 5 14.3% 2 20.0% 2 25.7% 35

5 三浦　皇成 美 4 21.1% 6 52.6% 1 57.9% 19

天候 競走数 出走頭数 入場人員 売得金

１日目 4月28日（土） 晴 12 169 12,266 100.0% 3,935,808 95.8%

２日目 4月29日（日） 晴 12 176 19,462 105.2% 4,877,199 102.2%

３日目 5月 5日（土） 曇後晴 12 167 18,223 168.2% 4,125,424 96.7%

４日目 5月 6日（日） 晴 12 182 16,835 98.0% 6,171,805 109.7%

５日目 5月12日（土） 晴一時曇 12 179 9,660 122.0% 3,697,177 104.9%

６日目 5月13日（日） 雨後曇 12 163 12,242 97.8% 3,815,708 95.8%

７日目 5月19日（土） 曇後雨 12 173 8,646 97.0% 3,569,864 101.2%

８日目 5月20日（日） 晴 12 184 14,895 100.4% 4,699,118 106.1%

計 96 1,393 112,229 109.0% 34,892,103 101.9%

（千円）（対前年比）

重賞競走結果

記録達成・特記事項

第40回 新潟大賞典（ＧⅢ）〔1回新潟4日〕

 優勝馬　スズカデヴィアス号（三浦 皇成 騎手）
 発売金　 2,636,147,200円（対前年比 117.9%）

◎記録達成      
○梅田 智之調教師（栗東）　JRA通算200勝達成（第6日9Ｒ⑨サイモンミラベル号）

◎制裁（騎乗停止）       
○第5日8Ｒ：富田暁（12位入線）、４コーナーで内斜。9日間・開催4日の騎乗停止（5月19日～27日） 

◎その他       
○第3日 ファミリーを対象とした「フリーパスの日」を実施。 対象者5,354名。
　総入場人員は18,223名、前年比168.2%と大幅に増加。

平成30年1月7日（日）〜平成30年6月24日（日）ウィナーズサークル
一般レース本会会員優勝馬

開催 日付 レース 距離 コース 馬名 性年 馬主 騎手 調教師 生産者

阪神 第2回
3/31 3歳500万下 1800 ダート ハーベストムーン 牡3 三田　昌宏 福永　祐一 浅見　秀一 安平　ノーザンファーム

4/14 3歳未勝利 2000 芝 アドラータ 牝3 ㈲社台レースホース 小崎　綾也 大久保龍志 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

4/14 3歳未勝利 2200 芝 スヴァルナ 牡3 ㈲社台レースホース Ｍ.デムーロ 池江　泰寿 千歳　社台ファーム

福島 第1回

4/7 3歳未勝利 1150 ダート コケット 牝3 堀　祥子 津村　明秀 竹内　正洋 千歳　社台ファーム
4/8 4歳上障害未勝利 2750 芝 パッシングブリーズ 牡7 三田　昌宏 難波　剛健 浅見　秀一 千歳　社台ファーム

4/8 3歳未勝利 1800 芝 デクレアラー 牡3 ㈱Ｇ１レーシング 川又　賢治 鮫島　一歩 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

4/21 4歳上500万下 1700 ダート セータコローナ 牝5 ㈱Ｇ１レーシング 秋山真一郎 武　幸四郎 千歳　社台ファーム

4/22 4歳上障害未勝利 2770 芝 ユアーザワン 牡6 花野　友象 高野　和馬 高橋　文雅 日高　下河辺牧場

東京 第2回

4/22 3歳未勝利 1600 芝 ラカージュ 牡3 ㈱Ｇ１レーシング Ｍ.デムーロ 大竹　正博 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

4/22 3歳未勝利 2400 芝 ゼーゲン 牡3 ㈱Ｇ１レーシング Ｍ.デムーロ 堀　宣行 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

4/22 4歳上500万下 1600 ダート フィビュラ 牝5 ㈱Ｇ１レーシング 田辺　裕信 萩原　清 安平　ノーザンファーム

4/28 4歳上500万下 1400 ダート エレクトロポップ 牡5 ㈲社台レースホース Ｃ.ルメール 田村　康仁 千歳　社台ファーム

4/28 4歳上500万下 1600 芝 キングリッド 牡4 吉田　安惠 Ｃ.ルメール 池上　昌和 安平　追分ファーム

4/29 3歳未勝利 2000 芝 タンタフエルサ 牡3 ㈱Ｇ１レーシング 戸崎　圭太 国枝　栄 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

5/5 4歳上1000万下 1400 芝 グランドボヌール 牡4 田畑　利彦 戸崎　圭太 鈴木　孝志 新ひだか　片岡　博

5/6 3歳未勝利 1300 ダート ポートナイトサイト 牝3 ライオンレースホース㈱ Ｍ.デムーロ 伊藤　大士 浦河　三嶋牧場

5/6 3歳未勝利 1800 芝 グレンフィナン 牡3 ㈱Ｇ１レーシング 浜中　俊 鹿戸　雄一 千歳　社台ファーム

5/12 3歳未勝利 1800 芝 レジーナドーロ 牝3 ㈱Ｇ１レーシング 石橋　脩 堀　宣行 安平　追分ファーム

5/19 3歳未勝利 1600 ダート ポルカシュネル 牝3 ㈲社台レースホース 石橋　脩 畠山　吉宏 千歳　社台ファーム

5/19 3歳未勝利 1400 ダート サノノタテヤマ 牡3 佐野　信幸 田辺　裕信 中舘　英二 日高　豊洋牧場

5/20 3歳未勝利 1400 ダート シングシングシング 牝3 ㈱グリーンファーム Ｃ.ルメール 新開　幸一 栃木　恵比寿興業株式会社
那須野牧場

5/20 3歳500万下 1400 ダート エピックアン 牡3 ㈱TURFILS 田辺　裕信 大和田　成 日高　有限会社グッドラック・
ファーム

5/27 3歳未勝利 1,400 ダート トークフレンドリー 牡3 吉田　千津 勝浦　正樹 田島　俊明 千歳　社台ファーム

京都 第3回

4/21 3歳未勝利 1900 ダート トワイライトタイム 牡3 三田　昌宏 浜中　俊 五十嵐忠雄 千歳　社台ファーム
4/28 3歳未勝利 1400 ダート エイカイマドンナ 牝3 二木　英徳 松若　風馬 藤原　英昭 千歳　社台ファーム

5/5 3歳未勝利 1800 ダート サトノグリッター 牡3 ㈱サトミホースカンパニー 岩田　康誠 吉村　圭司 新ひだか　千代田牧場

5/12 3歳未勝利 1200 芝 シーサイドロマンス 牝3 吉田　千津 高倉　稜 宮本　博 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

5/19 3歳未勝利 1800 芝 アイネバーフェイル 牝3 飯田　正剛 藤岡　佑介 中内田充正 新ひだか　千代田牧場

5/20 3歳未勝利 1800 芝 サトノガーネット 牝3 ㈱サトミホースカンパニー 坂井　瑠星 矢作　芳人 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

5/20 4歳上1000万下 1800 ダート ヘヴントゥナイト 牡4 ㈲社台レースホース 浜中　俊 杉山　晴紀 千歳　社台ファーム

5/26 4歳上500万下 2200 芝 シャドウブリランテ 牡4 飯塚　知一 Ｃ.ルメール 藤岡　健一 日高　藤本ファーム

5/26 4歳上1000万下 1200 ダート ヒップホップスワン 牝4 吉田　和子 川又　賢治 石坂　正 米　Dr.H.Steve Conboy

5/27 4歳上500万下 1800 ダート ジャストコーズ 騸5 ㈲社台レースホース 和田　竜二 岡田　稲男 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

新潟 第1回

5/5 3歳未勝利 1400 芝 リビングマイライフ 牝3 ㈱Ｇ１レーシング 吉田　隼人 久保田貴士 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

5/5 3歳未勝利 2000 芝 ルックスマート 牡3 平田　修 横山　武史 小島　茂之 日高　ヤナガワ牧場

5/5 4歳上500万下 1200 ダート ジオラマ 牡5 ㈱G１レーシング 富田　暁 西園　正都 千歳　社台ファーム

5/6 3歳未勝利 1800 芝 ラヴファンシフル 牝3 ㈲社台レースホース 丸田　恭介 奥村　武 千歳　社台ファーム

5/6 4歳上500万下 1800 ダート アルスフェルト 牝5 ㈱G１レーシング 勝浦　正樹 尾関　知人 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

5/12 3歳未勝利 1800 芝 バレーノロッソ 牡3 ㈲社台レースホース 川又　賢治 石坂　正 千歳　社台ファーム

5/12 4歳上500万下 1200 ダート ストロボフラッシュ 牝5 吉田　和子 菱田　裕二 加藤　征弘 米 Doug Branham & Felicia 
Branham

5/19 4歳上500万下 1200 ダート タンゴ 牝4 石川　達絵 丸田　恭介 奥村　武 安平　ノーザンファーム

5/20 4歳上500万下 1800 ダート アドラメレク 牡4 ㈱G１レーシング 北村　友一 石坂　正 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

東京 第3回

6/2 3歳上500万下 1600 芝 アルトリウス 牡4 ㈱Ｇ１レーシング 木幡　育也 藤沢　和雄 安平　追分ファーム
6/9 3歳上500万下 2400 芝 エストスペリオル 牡3 ㈲社台レースホース 石橋　脩 堀　宣行 千歳　社台ファーム

6/10 3歳未勝利 2100 ダート サノサン 牡3 佐野　信幸 蛯名　正義 尾形　和幸 日高　豊洋牧場

6/17 3歳上500万下 1800 芝 ウラヌスチャーム 牝3 ㈱Ｇ１レーシング 戸崎　圭太 斎藤　誠 安平　ノーザンファーム

6/23 3歳上500万下 1400 芝 ウインドライジズ 牡4 平田　修 石橋　脩 牧　光二 新冠　川島牧場

6/24 3歳未勝利 1600 ダート シャンボールナイト 牡3 ㈱グリーンファーム 横山　典弘 武井　亮 栃木　恵比寿興業株式会社
那須野牧場

阪神 第3回

6/2 3歳未勝利 2600 芝 サトノグロワール 牡3 ㈱サトミホースカンパニー 川田　将雅 池江　泰寿 安平　ノーザンファーム
6/3 3歳上障害未勝利 2970 芝・ダート サトノアッシュ 牡6 ㈱サトミホースカンパニー 林　満明 中竹　和也 日高　下河辺牧場

6/9 3歳上500万下 1400 ダート デロングスター 牝4 ㈲社台レースホース 川田　将雅 藤原　英昭 千歳　社台ファーム

6/10 障害3歳上オープン 3110 芝・ダート ヨカグラ 騸5 ㈲社台レースホース 林　満明 中竹　和也 千歳　社台ファーム

6/23 3歳上500万下 1400 芝 グランドロワ 牡4 田畑　利彦 松山　弘平 鈴木　孝志 浦河　浦河日成牧場

6/24 3歳未勝利 1800 ダート ディキディキ 牡3 ㈲社台レースホース Ｍ.デムーロ 松田　国英 千歳　社台ファーム

6/24 3歳未勝利 1600 芝 ミエノウインウイン 牡3 里見　美惠子 福永　祐一 高橋　亮 白老  ㈲社台コーポレーション
白老ファーム

函館 第1回
6/16 3歳上500万下 1000 ダート ブレイヴバローズ 牡4 猪熊　広次 菱田　裕二 角田　晃一 日高　下河辺牧場
6/23 3歳未勝利 1800 芝 ブライテストリング 牝3 飯田　正剛 国分　恭介 高橋　亮 新ひだか　千代田牧場
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　社会福祉法人さくら園「南さくら工房」では重症心身

障がい者と強度行動障がい者を中心とした生活介護事

業、重症心身障がい児の放課後等デイサービスを行って

います。　

　当工房では日常生活支援の他、電子小型部品の解体、

空き缶リサイクル、紙工などの作業に加え、ミュージッ

クケア、歩行、体操教室などに取り組んでいます。また行

事は、外食訓練や調理実習、果物狩り、スノーレクリエー

ションなどがあります。

　障がい特性は様々ですが、皆元気に工房に通ってきて

います。そして、活動の中で溢れでる笑顔が、南さくら工

房の宝です。

　そんな南さくら工房へ通うために、欠かせない支援が

送迎。特に重症心身障がい児・者の車椅子は個々に合わ

せたオーダーメイドで折り畳みができず、車椅子のまま

乗り込める車両が必須です。開設以来使用してきた、車

椅子２台固定タイプの車両が老朽化し更新の検討をして

いたところ、助成を決定していただきました。

　助成を受け購入した車両は、車椅子が４台固定できる

タイプ。送迎できる人数も増え、安心・安全・スムーズな

送迎が行えるようになりました。

　利用者をはじめ保護者の皆様からも「新しい車、すご

くいいね」と喜びの声が聴かれました。

　福祉施設を取り巻く環境は厳しいものがありますが、

長年にわたる貴協会と貴財団様の助成が私どもの様な福

祉施設にとって、大きな力となり、地域で暮らす障がい者

の支えとなっていますことを、あらためて感謝申し上げ

ます。また、貴協会、貴財団の関係者の皆様のますますの

ご活躍をお祈り申し上げます。

　ありがとうございました。

南さくら工房
社会福祉法人　さくら園

助 成 先 福 祉 施 設 紹 介

助 成 年 度

事 業 名

助 成 金 額

平成30年度

福祉車両購入

1,320,000円

副場長

坂
さ か

田
た

　一
か ず

行
ゆ き

①平成２年入会
②本部法務部上席調査役
③３月１日付で、新潟競馬場副場長を拝命いたしま

した坂田一行でございます。新潟馬主協会の会
員の皆様におかれましては平素より中央競馬な
らびに新潟競馬場の運営にあたり、ご理解とご協力を賜りますこと心
より感謝申し上げます。

 先ず自己紹介でございますが、私は平成２年に入会しこれまで主に経
理及び契約に係る業務に携わってまいりました。また競馬場での勤務
は９年ぶりとなります。

 新潟競馬場は４月下旬に「こども広場」がグランドリニューアルいたしま
す。これによりファミリー向けの施設がさらに充実し、来場されるお客
様の増加が見込まれます。もちろん施設だけを改良しても直接お客様
と接する我々スタッフの意識や案内等の体制が向上しなくては見かけ
だけで終わってしまう恐れもあります。私も含めて新潟競馬場にご来
場いただいたお客様に、より快適に競馬を楽しんでいただけますようホ
スピタリティの向上にも努めることでハードとソフトの両面を整えてま
いりたいと考えております。

 何かと経験不足でございますが今後も皆様のご期待に応えられるよう
努力を重ねてまいりますので、飯塚会長をはじめ新潟馬主協会の会員
の皆様方より格別のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

施設担当専門役

飯
い い

田
だ

　哲
て つ

也
や

①平成16年入会
②本部　施設部　整備課　係長
③入会後は設備の維持・改修に係る業

務を行ってきました。競馬場での勤
務は福島、京都に次いで３箇所目と
なります。

 引き続き新潟競馬場でも整備に関す
る業務となりますので、来場されたお
客様により快適な環境で１日楽しん
でいただけるよう努めてまいります。

 　 新潟競馬場管理職の人事異動

◉個人会員 138名
◉法人会員   15名
◉組合会員     1名
◉総会員数 154名
 （平成30年7月10日現在） （敬称略）

共有馬参加募集について

　毎年、新潟馬主協会資源員会ではJRAブリーズアップ
セールで2歳馬を購入し、10名の会員で共有しています。
また、この10名の中から共有代表者が抽選で選出され、
代表者に選出された会員名、勝負服でJRAの登録となり
ます。
　参加募集は毎年２月にご案内が発送されますので、詳
細については事務局までお問い合わせください。

キングズベスト  Kingmambo  
Allegretta 

セイウンクノイチ サンデーサイレンス  
アンカースティーム 

平成30年度共有馬
トルベルボヌール

竹
た け

内
う ち

　仁
ひとし

平成30年1月22日入会

ジャコモ合同会社

代表　馬
う ま

越
こ し

　邦
く に

彦
ひ こ

平成30年7月5日入会

荒
あ ら

井
い

　城
し ろ

志
し

平成30年4月2日入会
杉
す ぎ

岡
お か

　弘
ひ ろ

和
か ず

平成30年5月15日入会
是
こ れ

枝
え だ

　浩
こ う

平
へ い

平成30年5月28日入会
荒
あ ら

木
き

　崇
た か

志
し

平成30年7月4日入会

新 会 紹入 員 介
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日付 会議名
2月23日 理事会・評議員会

協会活動報告

本会の各委員会及び会議

日本馬主協会連合会の委員会及び会議

（公財）中央競馬馬主社会福祉財団

中央競馬馬主相互会

日付 会議名 主な議案 出席者

1月25日 監事監査 平成29年度監事監査 堀江

2月2日 第1回理事会 平成29年度収支決算及び
平成30年度予算（案）について 他

飯塚  吉田（晴）  棚網  原  阿部
堀江

2月28日 第2回理事会 平成30年度定時総会について 他 飯塚  吉田（晴）  松岡  棚網
村木（隆）  猪熊  原  阿部  堀江

2月28日 平成30年度定時総会
平成29年度収支決算及び
平成30年度予算（案）について
役員改選について 他

2月28日 第3回理事会 会長理事、副会長理事、常務理事選任
について

飯塚  吉田（晴）  松岡  棚網
村木（隆）  猪熊  原  阿部  須賀
堀江

4月6日 第１回資源員会 共有馬購入について
棚網  阿部  須賀  藤田  程田
橋詰

〈オブザーバー〉  飯塚  田中

4月11日 第1回助成事業推薦委員会 平成30年度推薦施設選定について 堀江  村木（隆）  村木（克）

4月21日 第1回馬場事故防止委員会 馬場視察 他 村木（隆）  笠原  花野  村木（克）

4月23日 第1回広報委員会 会報夏季号編集内容について 棚網  松岡  原  吉田（正）  橋詰

5月18日 第4回理事会 平成30年度行事予定について 飯塚  吉田（晴）  松岡  棚網
村木（隆）  原  須賀  堀江  稲川

6月1日 第5回理事会 平成30年度行事予定について 飯塚  吉田（晴）  松岡  棚網
原  須賀  堀江

6月6日 第2回助成事業推薦委員会 平成30年度推薦施設選定について 堀江  村木（隆）  村木（克）

7月19日 第2回馬場事故防止委員会 馬場視察 他 村木（隆）  笠原  花野  村木（克）

日付 会議名

2月7日 競走馬資源委員会

2月8日 会長会議

2月9日 労務・預託委員会

3月22日 理事会

3月23日 競馬振興特別委員会

4月20日 競馬振興特別委員会

4月26日 企画・予算委員会

5月10日 労務・預託委員会

5月30日 企画・予算委員会

6月4日 会長会議

6月8日 競馬振興特別委員会

6月12日 競走馬資源委員会

東日本馬主協議会の委員会及び会議
日付 会議名

1月13日 6単協会長会議
1月31日 東西預託正副委員長会議
2月14日 美浦・預託委員会
3月7日 6単協会長会議

3月22日 6単協会長会議
4月26日 定時理事会
5月24日 美浦・預託正副委員長会議
6月7日 美浦・預託正副委員長会議

日付 会議名
2月16日 理事会
3月22日 定時評議員会・理事会
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軽種馬せり市場日程
※

平成30年度

行事予定 愛馬会ゴルフ大会
10/15（月）　美浦ゴルフ倶楽部10月

October

会員研修旅行
11/9（金）～11/10（土）  京都競馬場11月

November

残暑見舞い申しあげます。
今号より新たな連載として、競馬ジャーナリストの合田
直弘さんによる「EUROPEAN～HORSE RACING 
REPORT～」がスタートしました。
また、今年度の新潟馬主協会の共有馬トルベルボヌー
ル号がデビューし、ターフを駆け抜けております。
これからも愛馬会ゴルフ大会、京都競馬観戦会など
皆様との交流の場が計画されております。皆様の参加
をお待ちしております。

橋詰　弘一

編 集 後記

編集委員

製作　株式会社　幻冬舎

印刷　近代美術株式会社

編集委員長
編 集 委 員

棚 網　 基 己
松 岡　 雅 昭
原　 　 子
吉 田　 正 志
橋 詰　 弘 一

当歳・1 歳部門

開催予定日 市場名 年齢 開催場所 主催者

8/20（月） 北海道サマープレミアムセール 1歳 北海道市場 日高・胆振・十勝軽種馬農協

8/21（火）～ 24（金） 北海道サマーセール 1歳 北海道市場 日高・胆振・十勝軽種馬農協

10/1（月）～ 3（水） 北海道オータムセール 1歳 北海道市場 日高・胆振・十勝軽種馬農協

開催予定日 市場名 年齢 開催場所 主催者

10/24（水） ジェイエス繁殖馬セール・秋 繁殖 北海道市場 株式会社ジェイエス

繁殖馬部門

※
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