
M.デムーロ JRA）（ （大井） 　真島　大輔 （JRA） 戸崎　圭太

山崎　誠士 川崎）（ （愛知） 　岡部　　誠 （大井） 坂井　英光
繁田　健一 浦和）（ （大井） 　的場　文男 （高知） 赤岡　修次

�e 17th
S a s a k i  Ta k e m i  C u p

Januar y  29,2019

佐々木竹見カップ

■佐々木竹見さんの語る注目ポイント

■第 9レース＞＞マイスターチャレンジ（1500m）15：00発走　

■第11レース＞＞ヴィクトリーチャレンジ（1600m）16：10発走

■得点ルール

1着 50点 5着 22点 9着 8点 13着 3点

2着 38点 6着 16点 10着 6点 14着 2点

3着 33点 7着 13点 11着 5点

4着 27点 8着 10点 12着 4点

■得点配分

レース名
騎手名

9R 11R 得点計着順 得点 着順 得点
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■得点集計表

区分 優勝 第2位 第3位
第１回 ）51H（ 見澤　譲治 ）和浦（ 岩田　康誠 ）庫兵（ ）井大（ 男文　場的
第２回 ）61H（ 鮫島　克也 ）賀佐（ 菅原　　勲 ）手岩（ ）井大（ 幸博　田内
第３回 （H17） 石崎　隆之 ）橋船（ ）知愛（ 誠　　部岡 ）崎川（ 成忠　野今
第４回 ）81H（ 酒井　　忍 ）崎川（ ）井大（ 幸博　田内 ）井大（ 男文　場的
第５回 ）91H（ 武　　　豊 ）ARJ（ ）ARJ（ 弘典　山横 ）道海北（ 樹冬嵐十五
第6回 ）02H（ 菅原　　勲 ）手岩（ ）知愛（ 誠　　部岡 ）井大（ 太圭　崎戸

第8回 ）22H（ 町田　直希 ）川崎（ ）兵庫（ 　　木村　　健 ）岩手（ 　菅原　　勲

第10回 繁田　健一 ）浦和（ ）大井（ 　　戸崎　圭太 ）船橋（ 　森　　泰斗

第7回 （H21） 内田　博幸 ）ARJ（ ）知愛（ 誠　　部岡 ）沢金（ 人寛　原吉

昭和35年のデビューから平成13年に現役を引退するまでに
通算7,153勝をあげ、“鉄人”と呼ばれた川崎競馬の至宝、佐々木竹見騎手。
同騎手が築き上げた数々の記録、記憶に残る素晴らしい騎乗を讃え、

引退の翌年度（平成15年1月）に創設されたのが、「佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ」です。
JRAを含めた各競馬場のトップジョッキーを集めて、

2レースの総合成績で順位を競う“騎手の祭典”は今年で17回目を迎えます。

繁田　健一
森　　泰斗
矢野　貴之
瀧川寿希也
桑村　真明
山本　聡哉
吉原　寛人
佐藤　友則
岡部　　誠
吉村　智洋
赤岡　修次
山口　　勲
戸崎　圭太
C.ルメール

（浦和）

（船橋）

（大井）

（川崎）

（北海道）

（岩手）

（金沢）

（笠松）

（愛知）

（兵庫）

（高知）

（佐賀）

（JRA・美浦）

（JRA・栗東）

佐々木竹見カップ
　ジョッキーズグランプリとは…

 1,600ｍで争われるヴィクトリーチャレンジ。馬の脚質にもよりますが、レースを有利に進めるためにはある程度前につけた方が
良いです。道中の位置取りが鍵となります。今回もどのような展開になるかわかりませんが、全国から集まったジョッキーたちによる
レースの駆け引きに注目です。
　JRAからは、6年連続の出場となる戸崎圭太騎手と、JRAの年間最多勝記録を更新したC. ルメール騎手。
　昨年南関東で最多勝鞍をあげた船橋の森泰斗騎手や地元川崎から初出場の瀧川寿希也騎手など、トップジョッキーたちがどのような
レースを見せるのか楽しみです。

・9R と 11R の着順に基づき与えられた点数を合計し、順位を競います。
・順位ごとの得点は下表のとおり。
・総合成績が同点の場合は、11Rヴィクトリーチャレンジ競走の着順上位者を

優先します。
・同着の場合は、その着順以下同着となった騎手の数に相当する着順までの

点数の合計を、同着となった人数で等分した点数となります。
・失格等本人の責による場合は、得点なしとなります。
・出走取消、競走除外、競走中止等本人の責によらない場合は、その競走に

出走した馬が全て入線するとした場合の最下位の点数となります。
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第9回 （H23） 戸崎　圭太 大井）（ （川崎） 　今野　忠成 （JRA） 内田　博幸
（ ）42H 

第11回（ ）52H

山崎　誠士 川崎）（ （大井） 　御神本訓史 （佐賀） 山口　　勲第13回（ ）72H

繁田　健一 浦和）（ （兵庫） 　下原　　理 （川崎） 山崎　誠士第15回（ ）92H

前年マイスターチャレンジ優勝馬：マイネルアクスト　矢野貴之騎手

前年ヴィクトリーチャレンジ優勝馬：
ラーゴブルー　戸崎圭太騎手

第10回 繁田　健一 ）浦和（ ）大井（ 　　戸崎　圭太 ）船橋（ 　森　　泰斗（ ）42H 

第12回（ ）62H

過去16年の成績

第14回（ ）82H

矢野　貴之 大井）（ （北海道） 　桑村　真明 （JRA） 戸崎　圭太第16回（ ）03H

ジョッキーズグランプリ



⑨今年もこの競走に出られることに
なり光栄に思っています。
他のメンバーに負けないよう頑張り
ます。

⑧昨年以上の成績を残したいです。

⑨１番上の台に登れるようにがんばり
ます！！

⑧今年もケガのないようがんばり
ます！！

⑨今年も全国でがんばるので、応援
よろしくお願いします！！

⑧佐々木竹見カップは優勝したこと
がないので優勝したいです。
後は、重賞で呼んでもらえることを
持続したいです。

　北海道・桑村騎手が逃げて、大井・矢野騎手のマイネル
アクストが控えた2番手から4コーナー過ぎにとらえて1着。
3番手の内、絶好位につけた兵庫・下原騎手が最後、半馬身
まで差を詰めるも2着。3着は、4コーナーで上手く外に
持ち出した金沢・吉原騎手。

　逃げたのは愛知・岡部騎手。JRA・戸崎騎手のラーゴ
ブルーが3番手の外につけ、最後の直線で抜け出して1着。
2着、3着は中団を追走していた馬たちの追い比べ。道中
5番手外目につけた北海道・桑村騎手が2着。その後ろに
つけた川崎・山崎騎手は3着となった。

①瀧川 寿希也
た き が わ じ ゅ き や

②川崎
③1995.8.2　O型
④172勝　⑤476勝
⑥追い込み　⑦初出場

⑨明らかに一人若くて未熟ですが、
地元川崎代表として頑張ります。

⑧2年連続リーディング。

①繁田　健一
し げ た け ん い ち

②浦和
③1981.1.11　O型
④91勝　⑤1372勝
⑥先行　⑦13回目

⑨今年は浦和でJBCが開催されます。
たくさんのご来場お待ちしております。

⑧JBCの成功！！

①氏名　②所属場　③生年月日・血液型　④H30年勝利数　⑤通算勝利数（H30年12月31日現在）
⑥得意な騎乗法　⑦佐々木竹見カップ出場回数　⑧今年の抱負　⑨ファンへのメッセージ
※④H30年勝利数　⑤通算勝利数について、JRA所属騎手はJRAでの成績に限り、地方競馬所属騎手は地方競馬での成績に限る。

第16回佐々木竹見カップにて

①佐藤　友則
さ と う と も の り

②笠松
③1982.3.23　AB型
④148勝　⑤1501勝
⑥先行　⑦3回目

①赤岡　修次
あ か お か し ゅ う じ

②高知
③1977.3.15　B型
④213勝　⑤3566勝
⑥先行　⑦13回目

①山口　勲
や ま ぐ ち いさお

②佐賀
③1970.3.28　A型
④232勝　⑤4375勝
⑥先行　⑦13回目

①矢野　貴之
や の た か ゆ き

②大井
③1984.8.3　A型
④239勝　⑤1218勝
⑥先行　⑦4回目

⑨連覇目指してガンバります！！

⑧来年の佐々木竹見カップに呼ばれる
成績を残したい。

①

②北海道
③1987.3.26　O型
④128勝　⑤1068勝
⑥先行　⑦3回目

⑨去年に引き続き竹見カップに参加
できうれしく思います。
昨年は２位だったので、今年は１位
目指して頑張りたいです。

⑧４年連続リーディング１位。
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佐々木竹見カップ

出場騎手プロフィール

①吉原　寛人
よ し は ら ひ ろ と

②金沢
③1983.10.26　O型
④130勝　⑤2258勝
⑥好位差し　⑦5回目

①Ｃ.ルメール
クリストフ・ルメール

②JRA・栗東
③1979.5.20　B型
④215勝　⑤957勝
⑥全部　⑦3回目

①戸崎　圭太
と さ き け い た

②JRA・美浦
③1980.7.8　B型
④115勝　⑤941勝
⑥先行　⑦11回目

⑨毎年楽しみにしているレースなの
で、精一杯頑張って優勝を目指し
ます。

⑧一戦一戦丁寧に乗って勝ち星を
増やす。

①山本　聡哉
や ま も と と し や

②岩手
③1988.1.30　B型
④206勝　⑤1557勝
⑥差し　⑦3回目

⑨昨年は禁止薬物問題で各主催者、
競馬関係者、そしてファンの皆様に迷惑を
かけてしまい、申し訳ありませんでした。
今年は応援してくれる方々のためにも
精一杯頑張ります。

⑧年間リーディング。

ⒸJRAⒸJRA

①岡部　誠
お か べ まこと

②愛知
③1977.3.3　A型
④204勝　⑤3581勝
⑥先行　⑦12回目

⑨佐々木竹見カップに選出していただき有難う
ございます。初優勝目指してがんばります！！
応援よろしくお願いします。

⑨いつも応援ありがとうございます。
ぜひ、ジョッキーズカップを楽しんでください。
優勝がんばります。

⑧大きなレースを勝ちたい！！全てのレースを
全力に。
ファンの皆が喜ぶレースを見せたい。       

①

②船橋
③1981.1.11　AB型
④285勝　⑤2435勝
⑥先行　⑦9回目

⑨いつも応援ありがとうございます。

⑧GⅠジョッキーになりたい！

 
く わ む ら ま さ あ き

①吉村　智洋
よ し む ら

②兵庫
③1976.12.26　O型
④296勝　⑤1616勝
⑥マクリ差し　⑦初出場

⑨いつも応援ありがとうございます。

⑧ケガなく一年乗り続ける。

⑨今年も佐々木竹見カップで騎乗でき、嬉しいです。
表彰台に立てるよう、一生懸命頑張りますので、
応援よろしくお願いします。

⑧今年も怪我なく、一鞍一鞍大切に騎乗して
いくこと。
結果として、ＮＡＲグランプリ最優秀勝率騎手
賞を受賞できたら、嬉しいです。

桑村　真明

昨年優勝騎手

ジョッキーズ
グランプリ

⑧全国の重賞を数多く依頼して頂いているので、
一つでも多く勝って、その中にＧⅠレースの勝利
があると嬉しいです。
記録として楽しみにしているのは、石川ダービー
二連覇中ですので、三連覇を達成したいです。

と も ひ ろ

森　泰斗
も り た い と


