
 2022年度顕彰馬記者投票名簿

番号 氏　名 所属記者クラブ 所　属

1 永井　公彦 北海道競馬記者クラブ 札幌テレビ放送

2 吉田　雅英 北海道競馬記者クラブ 北海道文化放送

3 大滝　貴由樹 北海道競馬記者クラブ 日刊スポーツ北海道本社

4 高橋　利明 福島競馬記者クラブ 福島民報社

5 近藤　丈靖 新潟競馬記者クラブ 新潟放送

6 磯村　茂昭 新潟競馬記者クラブ 新潟放送

7 鈴木　秀喜 新潟競馬記者クラブ 新潟総合テレビ

8 飛田　厚史 新潟競馬記者クラブ 新潟総合テレビ

9 高橋　知子 東京競馬記者クラブ 東京中日スポーツ

10 酒井　賢一 東京競馬記者クラブ 東京中日スポーツ

11 花岡　敦史 東京競馬記者クラブ 東京中日スポーツ

12 村上　英明 東京競馬記者クラブ デイリースポーツ新聞社

13 武山　修司 東京競馬記者クラブ デイリースポーツ新聞社

14 弥永　明郎 東京競馬記者クラブ デイリースポーツ新聞社

15 小林　正明 東京競馬記者クラブ デイリースポーツ新聞社

16 志賀　弘惟 東京競馬記者クラブ フジ新聞社

17 村瀬　信之 東京競馬記者クラブ フジ新聞社

18 秋谷　哲 東京競馬記者クラブ フジ新聞社

19 森田　実 東京競馬記者クラブ フジ新聞社

20 小宮　栄一 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

21 春木　宏夫 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

22 牧野　博光 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

23 大上　賢一郎 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

24 松末　守司 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

25 西山　智昭 東京競馬記者クラブ 報知新聞社

26 溝端　俊哉 東京競馬記者クラブ 共同通信社

27 香取　鉄平 東京競馬記者クラブ 共同通信社

28 小林　政富 東京競馬記者クラブ 共同通信社

29 野村　英俊 東京競馬記者クラブ 共同通信社

30 松沢　一憲 東京競馬記者クラブ 毎日新聞社

31 野元　賢一 東京競馬記者クラブ 日本経済新聞社

32 水島　晴之 東京競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社

33 岡山　俊明 東京競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社

34 髙木　一成 東京競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社

35 木南　友輔 東京競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社

36 松田　直樹 東京競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社

37 高橋　敦夫 東京競馬記者クラブ 日本放送協会

38 西島　大和 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

39 水戸　正晴 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

40 栗原　純一 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

41 内海　裕介 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

42 田中　直成 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

43 下村　静史 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

44 片岡　良典 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

45 和田　稔夫 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

46 加藤　隆宏 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

47 柴田　章利 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

48 漆山　貴禎 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

49 板津　雄志 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

50 阿部　裕昭 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

51 松永　昌也 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

52 鈴木　学 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社
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53 越智　健一 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

54 西村　一学 東京競馬記者クラブ サンケイスポーツ新聞社

55 鈴木　正 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

56 矢内　浩美 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

57 鳥谷越　明 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

58 小田　哲也 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

59 梅崎　晴光 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

60 浜田　公人 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

61 岡本　草太 東京競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞社

62 紺野　真 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

63 渡辺　薫 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

64 舘林　勲 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

65 松浦　浩二郎 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

66 山河　浩 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

67 山口　心平 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

68 栃木　英克 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

69 藤井　真俊 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

70 立川　敬太 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

71 河合　成和 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

72 荒井　敏彦 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

73 虎石　晃 東京競馬記者クラブ 東京スポーツ新聞社

74 星山　透 東京競馬記者クラブ 会友

75 塩崎　利雄 東京競馬記者クラブ 会友

76 若林　菊松 東京競馬記者クラブ 会友

77 西田　純一 東京競馬記者クラブ 会友

78 望月　正樹 東京競馬記者クラブ 会友

79 山岡　孝安 東京競馬記者クラブ 会友

80 今田　禎嘉 東京競馬記者クラブ 会友

81 橋本　千春 東京競馬記者クラブ 会友

82 山田　治彦 東京競馬記者クラブ 会友

83 鶴谷　義雄 東京競馬記者クラブ 会友

84 石井　誠 東京競馬記者クラブ 会友

85 田沼　亨 東京競馬記者クラブ 会友

86 加古藤　一男 東京競馬記者クラブ 会友

87 吉見　光次 東京競馬記者クラブ 会友

88 藤井　康生 東京競馬記者クラブ 会友

89 工藤　清 東京競馬記者クラブ 会友

90 横山　保雄 東京競馬記者クラブ 会友

91 浜木　俊介 東京競馬記者クラブ 会友

92 佐藤　洋一郎 東京競馬記者クラブ 会友

93 梶原　孝司 東京競馬記者クラブ 会友

94 有吉　正徳 東京競馬記者クラブ 会友

95 岡田　毅 東京競馬記者クラブ 会友

96 草野　武志 中京競馬記者クラブ 中日スポーツ社レース部

97 山田　数夫 中京競馬記者クラブ 中日スポーツ社レース部

98 黒柳　勝博 中京競馬記者クラブ 中日スポーツ社レース部

99 若原　隆宏 中京競馬記者クラブ 中日スポーツ社レース部

100 大野　英樹 中京競馬記者クラブ 中日スポーツ社レース部

101 斉藤　誠征 中京競馬記者クラブ 東海テレビ　スポーツ部

102 加藤　晃 中京競馬記者クラブ 東海テレビ　アナウンス部

103 三浦　稔 中京競馬記者クラブ 東海テレビ　スポーツ部

104 難波田　忠雄 中京競馬記者クラブ 中京スポーツ社レース部



 2022年度顕彰馬記者投票名簿

番号 氏　名 所属記者クラブ 所　属

105 清水　友哉 中京競馬記者クラブ 中京スポーツ社レース部

106 関根　慶太郎 関西競馬記者クラブ 日本経済新聞社大阪本社

107 松浪　大樹 関西競馬記者クラブ 大阪スポーツ新聞社

108 高岡　功 関西競馬記者クラブ 大阪スポーツ新聞社

109 吉田　竜作 関西競馬記者クラブ 大阪スポーツ新聞社

110 水谷　圭助 関西競馬記者クラブ フジ新聞社

111 南　庄司 関西競馬記者クラブ フジ新聞社

112 森本　治 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

113 菱田　誠 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

114 仙波　広雄 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

115 柏原　健士 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

116 寺下　厚司 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

117 古川　文夫 関西競馬記者クラブ スポーツニッポン新聞大阪本社

118 岡本　光男 関西競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社西日本

119 中村　基也 関西競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社西日本

120 伊嶋　健一郎 関西競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社西日本

121 平本　果那 関西競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社西日本

122 太田　尚樹 関西競馬記者クラブ 日刊スポーツ新聞社西日本

123 佐藤　将美 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

124 土井　高志 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

125 鈴木　康之 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

126 渡部　陽之助 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

127 斉藤　弘樹 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

128 川端　亮平 関西競馬記者クラブ サンケイスポーツ

129 和田　伊久磨 関西競馬記者クラブ 報知新聞社

130 吉田　哲也 関西競馬記者クラブ 報知新聞社

131 山本　武志 関西競馬記者クラブ 報知新聞社

132 中野　達哉 関西競馬記者クラブ 報知新聞社

133 井上　達也 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

134 松浦　孝司 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

135 矢野　幸一 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

136 野田口　晃 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

137 長﨑　弘典 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

138 大西　修平 関西競馬記者クラブ デイリースポーツ・クオリティ

139 壷井　忠 関西競馬記者クラブ 日本放送協会

140 永井　晴二 関西競馬記者クラブ 会友

141 真田　南夫 関西競馬記者クラブ 会友

142 井上　泰司 関西競馬記者クラブ 会友

143 正木　茂 関西競馬記者クラブ 会友

144 川﨑　聡 九州競馬記者クラブ テレビ西日本　アナウンス部担当部長

145 大谷　真宏 九州競馬記者クラブ テレビ西日本　アナウンス部

146 澤武　博之 中央競馬関西放送記者クラブ 株式会社京都放送

147 梶原　誠 中央競馬関西放送記者クラブ 株式会社京都放送

148 檜川　彰人 中央競馬関西放送記者クラブ 日経ラジオ

149 中野　雷太 中央競馬関西放送記者クラブ 日経ラジオ

150 来栖　正之 中央競馬関西放送記者クラブ 株式会社ＭＢＳラジオ

151 美藤　啓文 中央競馬関西放送記者クラブ 会友

152 杉本　清 中央競馬関西放送記者クラブ 会友

153 北野　守 中央競馬関西放送記者クラブ 会友

154 久保　房郎 中央競馬関西放送記者クラブ 会友

155 蜂谷　薫 中央競馬関西放送記者クラブ 会友

156 藤田　直樹 中央競馬関西放送記者クラブ 会友
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157 日比野　正吾 日本競馬新聞協会 研究ニュース

158 小宮　邦裕 日本競馬新聞協会 研究ニュース

159 永山　弘樹 日本競馬新聞協会 研究ニュース

160 坂井　直樹 日本競馬新聞協会 ケイバブック

161 西村　敬 日本競馬新聞協会 ケイバブック

162 水野　隆弘 日本競馬新聞協会 ケイバブック

163 清原　正博 民放競馬記者クラブ ＴＢＳ

164 小笠原　亘 民放競馬記者クラブ ＴＢＳ

165 小林　雅巳 民放競馬記者クラブ 日経ラジオ

166 佐藤　泉 民放競馬記者クラブ 日経ラジオ

167 木和田　篤 民放競馬記者クラブ 日経ラジオ

168 小塚　歩 民放競馬記者クラブ 日経ラジオ

169 洗川　雄司 民放競馬記者クラブ ニッポン放送

170 青嶋　達也 民放競馬記者クラブ フジテレビジョン

171 長谷川　太 民放競馬記者クラブ 文化放送

172 高橋　将市 民放競馬記者クラブ 文化放送

173 加藤　裕介 民放競馬記者クラブ ラジオ日本

174 細渕　武揚 民放競馬記者クラブ ラジオ日本

175 矢田　雄二郎 民放競馬記者クラブ ラジオ日本

176 長岡　一也 民放競馬記者クラブ 会友

177 武田　肇 民放競馬記者クラブ 会友

178 白川　次郎 民放競馬記者クラブ 会友

179 小野　浩慈 民放競馬記者クラブ 会友

180 堺　正幸 民放競馬記者クラブ 会友

181 胡口　和雄 民放競馬記者クラブ 会友

182 宮澤　隆 民放競馬記者クラブ 会友

183 渡辺　和昭 民放競馬記者クラブ 会友

184 煙山　光紀 民放競馬記者クラブ 会友

185 藤原　有貴 日本競馬新聞協会 研究ニュース

186 永楽　裕樹 日本競馬新聞協会 研究ニュース

187 京増　真臣 日本競馬新聞協会 研究ニュース

188 藤本　貴久 日本競馬新聞協会 日刊競馬新聞社

189 中西　徹 日本競馬新聞協会 日刊競馬新聞社

190 小木曽　大祐 日本競馬新聞協会 日刊競馬新聞社

191 田村　明宏 日本競馬新聞協会 ケイバブック

192 林　茂徳 日本競馬新聞協会 ケイバブック

193 吉田　幹太 日本競馬新聞協会 ケイバブック

194 小林　淳一 日本競馬新聞協会 勝馬

195 大竹　高輔 日本競馬新聞協会 勝馬

196 野口　誠 日本競馬新聞協会 勝馬

197 佐藤　直文 東京競馬新聞協会 優馬

198 小檜山　辰弥 東京競馬新聞協会 優馬

199 久光　匡治 東京競馬新聞協会 優馬

200 渡辺　芳徳 東京競馬新聞協会 競友

201 打越　達司 東京競馬新聞協会 競友

202 宮崎　敏明 東京競馬新聞協会 競友


