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開開講講ししままししたた  

                      育成調教技術者養成研修 第 28 期生 

第 28 期育成調教技術者養成研修が 4 月から始まりました。よろしくお願いいたします。 

 

第 28 期生 一覧表 

氏名 年齢 出身地 研修に向けて一言 

出津 祐貴 １８ 滋賀県 一度注意されたことを繰り返さないようにしていきたいです 

伊藤 和哉 ２４ 秋田県 全員笑顔で卒業できるようにしたいです 

今井 咲利 １８ 北海道 この１年間、学べることを全て学び馬の知識を吸収する 

岡田 健太郎 １８ 東京都 自分に負けないよう頑張ります 

貝澤 琴葉 １５ 静岡県 立派なホースマンになれるよう頑張りたいです 

覚元 翔矢 １８ 北海道 １年後、立派に卒業します 

加藤 育美 １８ 埼玉県 今は素人でも、１年後立派なホースマンになれるよう頑張りたい 

齋藤 雄太 １８ 新潟県 教えられたことをすぐ吸収し、努力を忘れない 

田中 瑛祐 ２７ 北海道 日々自己ベストを出し、挑戦していきます 

千島 幸奈 １８ 北海道 馬の仕事も人間的にも成長できるよう頑張りたいです 

塚口 渉 ２３ 千葉県 １日１日の経験を吸収し、充実した１年にしたい 

土屋 利文 ２８ 北海道 人と馬に期待され、その期待に応えられるホースマンになる 

中村 祐介 １８ 埼玉県 人との輪を大切にできるホースマンになりたいです 

西尾 友克 ２２ 大阪府 ＢＴＣの名に恥じないホースマンになります 

西岡 篤史 １８ 兵庫県 凱旋門賞を勝つ夢を叶えるために学んでいきたいです 

三谷 直也 １８ 北海道 何事にも感謝しながら頑張っていきたいです 

宮田 賢 ２７ 神奈川県 １日１日を大切に取り組んでいきたいです 

柳田 大将 ２４ 神奈川県 大好きな競馬の未来を考えられる人材になりたいと思います 

矢吹 愛美 １９ 福島県 大好きな馬を常に１番に考えられるホースマンになりたいです 

山崎 元太 １８ 大阪府 この１年で、馬に関する全ての技術を向上させたいです 

吉田 史哉 ２１ 静岡県 技術だけではなく人間性も成長できる１年間にします 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



修修了了式式をを迎迎ええてて  

                   育成調教技術者養成研修 第 27 期生 

 
「信頼されるホースマンめざして」 

笹島 智則

 
全国各地からホースマンになることを目標に集まった私達２０人は、今１年間の研

修を終え、サラブレッド達の待つ牧場でプロとしての第一歩を歩み始める段階に辿り

着くことが出来ました。 
乗馬未経験、馬に触れるのも初めてという研修生が大半を占める第２７期生にとっ

て、教官に指導を頂きながら馬について「学び」「感じ」「考える」ことができたこの

環境は、これから馬に携わる上で非常に恵まれたものであったと思います。涙を堪え、

砂まみれになりながら、馬にしがみついていた騎乗訓練。噛み付いてくる馬や、蹴っ

てこようとする馬に怯えていた検温、ボロ取り。慣れてきた頃に現場の緊張感を味わ

った牧場実習。若馬の日々の成長、変化に感動したＪＲＡ馴致・騎乗実習。そして寒

い北海道での早起き訓練（通常の研修の朝作業ですが）。これら全ての経験がこの１

年間で得た財産であり、これから始まるホースマン人生の礎となるものと思います。 
就職に際しては、大半の研修生が希望通した牧場から内定を得ることが出来ました。

これは、現場で活躍されている諸先輩方、教官を始めとするＢＴＣ関係者のおかげで

あるとともに、騎乗スタッフが不足している就労環境にも恵まれた結果かと思います。

このような時期に就職する私達は、環境が変化した時にも真に必要な人材とされるた

めにも、常に向上心を持って、騎乗技術や馬の飼養管理などの技術・知識を学んでい

かなければいけないと感じております。 
私達は「誰にも負けない」とは言いませんが、誰に対しても自信を持って「馬が好

き」と言える２０人です。この気持ちに従って真摯に馬と向かい合い、仕事に取り組

み、人からも馬からも信頼されるホースマンとなれるよう歩んでいきたいと思います。 
 
第 27 期生 一覧表 

氏 名 年齢 出身地 就労先 
阿蘇 涼介 １９ 北海道 高昭牧場 
池田 靖充 １９ 新潟県 辻牧場 
井手 勝司 １９ 大阪府 下河辺牧場 
大串 碧 ２５ 滋賀県 トウショウ牧場 
岡本 幸也 １９ 北海道 宮内牧場 
奥野 颯太 １７ 茨城県 宇治田原優駿ステーブル 
笹島 智則 ２９ 茨城県 ビッグレッドファーム 
佐藤 駿 １９ 新潟県 アクティファーム 



佐藤 拓朗 １９ 秋田県 シュウジデイファーム 
相馬 瞬 ２２ 北海道 ノーザンファーム 
高橋 一馬 １９ 群馬県 シンボリ牧場 
恒川 真士 ２１ 京都府 社台ファーム 
徳田 裕次 １９ 大阪府 ノルマンディーファーム 
長島 翔子 １９ 神奈川県 槇本牧場 
水谷 慶仁朗 １６ 大阪府 グリーンファーム八日市 
南  早穂 １９ 大阪府 森本ステーブル 
森田 雄樹 ２２ 京都府 グリーンウッドパーク 
山口 雄司 ２３ 広島県 大山ヒルズ 
横橋 みなみ １９ 東京都 畠山牧場 
渡部 佳祐 １９ 秋田県 グランド牧場 

 
「感謝」 

井手 勝司 

 
 この BTC の研修も修了を迎えました。入講当初の頃の自分と現在の自分を比べてみ

ると、馬に対する接し方や騎乗、精神面などにおいて少しは成長したのかなと思いま

す。そして、振り返ってみると、多くの方々に支えられて今の自分があります。 

 馬の世界への第一歩となるBTCの研修を受けることを納得し、応援してくれた両親。

毎日の騎乗で悩んだり、落ち込んだりした時、やさしくアドバイスをしていただいた

教官方。時にはメリハリある指導をしていただきました。ホースマンを共に目指す、

高い意識を持った第２７期生のみんな。騎乗、厩舎作業などで切磋琢磨して、共に成

長することができました。そして、私達に手入れや騎乗などの先生として、多くのこ

と教えてくれたＢＴＣの乗馬達。一頭一頭みんな違う性格をしていて考えさせられま



した。その乗馬に異常などがあると、すぐに駆けつけてくれ、診察や治療をしていた

だいた獣医さん。常に馬が健康な状態でいられました。また、学科では要点をわかり

やすく教えていただきました。１月からは JRA の２歳馬の育成に携わらせていただき

ました。乗馬と育成馬の動きの違いに戸惑いましたが、職員さんにアドバイスをたく

さんしていただきました。 

 たくさんの方々から多くのことを学ばせていただいて、充実した研修を過ごすこと

が出来ました。本当に人、環境に恵まれていると感じました。この感謝の気持ちを忘

れずにこれからも頑張っていきます。 

 
「継続は力なり」 

南 早穂 

 
 「夢、目標」人それぞれではありますが、皆それを実現するために一年間研修に励

んできました。入講当初は騎乗訓練や厩舎作業、また寮内での団体生活において、覚

えなければいけないことや慣れないことばかりで皆一生懸命でした。しかし、下半期

になると慣れてくることもあって、気持ちが切れてしまうことがあるとよく言われて

きました。そのため、日頃から向上心を高く保つことを自分に言い聞かせて今日まで

やってきました。 
「夢、目標」を実現させるには日々の継続が必要だと思います。自分の場合におい

ては、騎乗訓練で馬に暴走され、止められなかったり、同じ馬で何度も落馬するなど、

たくさんの失敗をしてきました。そのことに対して教官は、次に繋がるためのヒント

となるよう厳しくも的確なアドバイスをしてくれました。それを自分で悩みながらも

必死に考え、シミュレーターで練習し、次の騎乗に活かす。一年間この繰り返しでし

た。気が付けばもう卒業を迎え、一年前とは想像がつかない程の技術、知識、そして

精神的にも成長し、少しは「夢、目標」に近づくことができたのではないかと思いま

す。 
今自分にできること、頑張ればできそうなことを実行する。たとえできなかったと

しても課題を見つけ、克服して次に進む。日々の積み重ねがとても大事なことだと学

びました。これからは一社会人として働くわけですが、この研修で学び得たものを誇

りに思い、更に上を目指すため、常に向上心を持って頑張っていきたいと思います。 
 
 
 


