
山本　聡哉 岩手）（ （北海道） 　石川　　倭 （兵庫） 吉村　智洋

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
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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）14：55発走　

■第11レース＞＞ヴィクトリーチャレンジ（1600m）16：05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

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19回目を迎えます。
※今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により南関東所属のジョッキーに限定して実施します。

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

今野　 忠成
酒井　 　忍
櫻井　 光輔
町田　 直希
山崎　 誠士
繁田　 健一
福原　 　杏
保園　 翔也
張田　 　昂
本田　 正重
森　 　泰斗
笹川　 　翼
御神本 訓史
矢野　 貴之

（川崎）

（川崎）

（川崎）

（川崎）

（川崎）

（浦和）

（浦和）

（浦和）

（船橋）

（船橋）

（船橋）

（大井）

（大井）

（大井）

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、南関のトップジョッキーたちによる
レースの駆け引きに注目です。
　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出場する山崎誠士騎手など、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当分した点数となります。
・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。
・失格等本人の責による場合は、得点なしとなります。

�e 19th

Sasaki Takemi Cup

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

戸崎　圭太（JRA） （船橋） 　森　　泰斗 （岩手） 山本　聡哉第17回（ 31）H
繁田　健一 浦和）（ （兵庫） 　下原　　理 （川崎） 山崎　誠士第15回（ ）92H

前年ヴィクトリーチャレンジ優勝馬：ビマジョ　石川倭騎手

前年マイスターチャレンジ優勝馬：
シゲルルビー　吉村智洋騎手

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18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

第18回（ 2）R

ジョッキーズグランプリ
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⑨コロナ禍の中競馬を支えていただき
ありがとうございます。

⑧全レース勝ちたい！！⑧カジノフォンテン。一つ一つ大事に
いつも進化していきたい。
⑨まだまだ未熟ですが精一杯ガンバり
ます！

⑨精一杯騎乗しますので、応援よろしく
お願いします。

⑧昨年以上の成績を残すこと。⑧一つでも多く勝てるよう頑張る。

　スタート後、出ムチを入れてインから③船橋・森が先頭
を奪うが、外から気合をつけて⑪佐賀・山口も併せていく。
　徐々に隊列が縦に長くなり、③森が先頭のまま直線へ。
途中から２番手に上がっていた⑫兵庫・吉村が直線入口で
③森に並びかけ、その勢いで押し切った。２着には直線で
ジリジリ伸びた①岩手・山本が入った。

　スタート後、インから①川崎・山崎が先頭を奪うところ、
⑩金沢・吉原が促して先頭へ。1コーナーから⑬JRA・ルメール
が⑩吉原に並びかける展開に。
　向こう正面から3コーナーにかけて馬群が凝縮し、４コーナー
で仕掛けた⑧愛知・岡部が直線半ばまで先頭を奪うも、最後は
外から鋭く伸びた⑫北海道・石川の馬の末脚に屈した。２着に
は⑨浦和・福原が入り、外差し決着となった。

①町田　直希
まちだ なおき

②川崎
③1988.3.16　A型
④92勝　⑤1031勝
⑥先行　⑦4回目

⑨１鞍１鞍丁寧に乗りたいです。

⑧ケガをせずに年間100勝したい。

①今野　忠成
こんの ただなり

②川崎
③1977.3.4　A型
④51勝　⑤2563勝
⑥差し、追い込み　⑦13回目

⑨久しぶりに出場できるので、
がんばりたいです。

⑧なんでも勝ちたいです。

①氏名　②所属場　③生年月日・血液型　④2020年勝利数　⑤通算勝利数（2020年12月31日時点）
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
※④2020年勝利数　⑤通算勝利数について、地方競馬所属騎手は地方競馬での成績に限る。

第18回佐々木竹見カップにて

①矢野　貴之
やの たかゆき

②大井
③1984.8.3　A型
④237勝　⑤1725勝
⑥先行　⑦6回目

①保園　翔也
ほぞの しょうや

②浦和
③1995.12.11　A型
④34勝　⑤158勝
⑥特になし　⑦初出場

①張田　昂
はりた あきら

②船橋
③1987.11.1　B型
④95勝　⑤444勝
⑥逃げ、先行　⑦初出場

①櫻井　光輔
さくらい こうすけ

②川崎
③1999.4.26　AB型
④31勝　⑤103勝
⑥逃げ、先行　⑦初出場

⑨沸かせる騎乗ができるように
頑張ります。応援よろしくお願い
します。

⑧去年よりも多く勝つ。

①

②川崎
③1984.7.29　O型
④114勝　⑤1512勝
⑥先行　⑦8回目

⑨昨年に引き続き佐々木竹見カップに出場させて
頂きありがとうございます。今年も地元川崎競馬
代表として、一つでも上の着順を目指してまいり
たいと思いますので応援よろしくおねがいします。

⑧怪我をせず、年間勝利数で去年を
超えたいです。

⑨コロナでみなさんに会えないのは
残念ですが、いい騎乗をみせられる
ように一生懸命頑張ります。よろしく
お願いします。

⑧ケガなく、フェアプレー賞をとりたい
です。

⑨2021年も競馬が続けられる様
応援してください。

⑧ダービー、JBCを勝ちたいです。

�e 19th
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佐々木竹見カップ

出場騎手プロフィール

①御神本 訓史
みかもと のりふみ

②大井
③1981.8.25　A型
④98勝　⑤2434勝
⑥先行　⑦3回目

①森　泰斗
②船橋
③1981.1.11　AB型
④387勝　⑤3182勝
⑥先行　⑦11回目

①本田　正重
ほんだ まさしげ もり たいと

②船橋
③1988.3.5　A型
④164勝　⑤801勝
⑥得意とかではないが、差し、追い込みは好きな騎乗法。
⑦初出場

⑨思わぬ形で初出場となったが、
表彰台を目指して頑張るので、応援
してください。

⑧去年の成績を上回る結果を出したい。

①笹川　翼
ささがわ つばさ

②大井
③1994.7.17　A型
④216勝　⑤1022勝
⑥差し　⑦初出場

①繁田　健一
しげた けんいち

②浦和
③1981.1.11　A型
④48勝　⑤1485勝
⑥先行　⑦14回目

⑨一戦一戦大切に騎乗します。

⑧一戦一戦の騎乗で一つでも多く
勝てるよう努めます。

①

②川崎
③1973.1.8　A型
④68勝　⑤1976勝
⑥差し　⑦3回目

⑨このチャンスをものにしたいと
思います。応援してください。

⑧2,000勝を目指します。全ての
レースを勝ちたいです。

 
やまざき せいじ

①福原　杏
ふくはら

②浦和
③2001.1.25　A型
④49勝　⑤111勝
⑥逃げ　⑦2回目

⑨若者らしく騎乗しますので応援
よろしくお願いします。

⑨頑張ります。

⑧重賞を一つでも勝てるといいな
と思っています。

山崎　誠士 

ジョッキーズ
グランプリ

まい

（1,500m 雨・不良）

（1,600m 雨・不良）

酒井　忍
さかい しのぶ


