
厩舎

厩舎厩舎

厩舎 フリー

フリーフリー

フリー 厩舎

厩舎厩舎

厩舎 フリー

フリーフリー

フリー

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1969.3.15　（44歳）

1969.3.15　（44歳）1969.3.15　（44歳）

1969.3.15　（44歳） 生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1970.7.26　（43歳）

1970.7.26　（43歳）1970.7.26　（43歳）

1970.7.26　（43歳）

初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1987.3.1

1987.3.11987.3.1

1987.3.1

初騎乗日（大井）

初騎乗日（大井）初騎乗日（大井）

初騎乗日（大井）

1989.4.6

1989.4.61989.4.6

1989.4.6

初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1987.3.7

1987.3.71987.3.7

1987.3.7

初勝利日（大井）

初勝利日（大井）初勝利日（大井）

初勝利日（大井）

1989.5.7

1989.5.71989.5.7

1989.5.7

通算成績

通算成績通算成績

通算成績 17,986戦3,573勝

17,986戦3,573勝17,986戦3,573勝

17,986戦3,573勝

通算成績（ＪＲＡ）

通算成績（ＪＲＡ）通算成績（ＪＲＡ）

通算成績（ＪＲＡ）

5,672戦761勝

5,672戦761勝5,672戦761勝

5,672戦761勝

2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 497戦76勝

497戦76勝497戦76勝

497戦76勝 2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 685戦94勝

685戦94勝685戦94勝

685戦94勝

厩舎

厩舎厩舎

厩舎 田中 淳司

田中 淳司田中 淳司

田中 淳司 厩舎

厩舎厩舎

厩舎 佐藤　雅彦

佐藤　雅彦佐藤　雅彦

佐藤　雅彦

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1976.3.14　（37歳）

1976.3.14　（37歳）1976.3.14　（37歳）

1976.3.14　（37歳） 生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1986.6.30　（27歳）

1986.6.30　（27歳）1986.6.30　（27歳）

1986.6.30　（27歳）

初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1994.10.8

1994.10.81994.10.8

1994.10.8 初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 2004.4.18

2004.4.182004.4.18

2004.4.18

初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1994.10.8

1994.10.81994.10.8

1994.10.8 初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 2004.9.20

2004.9.202004.9.20

2004.9.20

通算成績

通算成績通算成績

通算成績 11,515戦1,242勝

11,515戦1,242勝11,515戦1,242勝

11,515戦1,242勝 通算成績

通算成績通算成績

通算成績 6,785戦515勝

6,785戦515勝6,785戦515勝

6,785戦515勝

2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 488戦61勝

488戦61勝488戦61勝

488戦61勝 2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 559戦42勝

559戦42勝559戦42勝

559戦42勝

厩舎

厩舎厩舎

厩舎 岡林　光浩

岡林　光浩岡林　光浩

岡林　光浩 厩舎

厩舎厩舎

厩舎 塚田　隆男

塚田　隆男塚田　隆男

塚田　隆男

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1975.5.4　（38歳）

1975.5.4　（38歳）1975.5.4　（38歳）

1975.5.4　（38歳） 生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1962.8.22　（51歳）

1962.8.22　（51歳）1962.8.22　（51歳）

1962.8.22　（51歳）

2013ダービージョッキーズスペシャル競走出場騎手紹介

第４１回北海優駿（ダービー）　　

第４１回北海優駿（ダービー）　　第４１回北海優駿（ダービー）　　

第４１回北海優駿（ダービー）　　

ミータロー号

ミータロー号ミータロー号

ミータロー号

第１５回ジャパンダートダービー　　

第１５回ジャパンダートダービー　　第１５回ジャパンダートダービー　　

第１５回ジャパンダートダービー　　

クリソライト号

クリソライト号クリソライト号

クリソライト号

第33回岩手ダービーダイヤモンドカップ

第33回岩手ダービーダイヤモンドカップ第33回岩手ダービーダイヤモンドカップ

第33回岩手ダービーダイヤモンドカップ

ヴイゼロワン号

ヴイゼロワン号ヴイゼロワン号

ヴイゼロワン号

JRA所属

高松 亮 （タカマツ リョウ）

高松 亮 （タカマツ リョウ）高松 亮 （タカマツ リョウ）

高松 亮 （タカマツ リョウ）

武　豊 （タケ ユタカ）

武　豊 （タケ ユタカ）武　豊 （タケ ユタカ）

武　豊 （タケ ユタカ）

JRA所属

北海道所属服部 茂史 （ハットリ タカフミ）

服部 茂史 （ハットリ タカフミ）服部 茂史 （ハットリ タカフミ）

服部 茂史 （ハットリ タカフミ）

船橋所属

内田 博幸 （ウチダ ヒロユキ）

内田 博幸 （ウチダ ヒロユキ）内田 博幸 （ウチダ ヒロユキ）

内田 博幸 （ウチダ ヒロユキ）

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

第８０回東京優駿（日本ダービー）　　

第８０回東京優駿（日本ダービー）　　第８０回東京優駿（日本ダービー）　　

第８０回東京優駿（日本ダービー）　　

岩手所属

兒島 真二 （コジマ シンジ）

兒島 真二 （コジマ シンジ）兒島 真二 （コジマ シンジ）

兒島 真二 （コジマ シンジ）

愛知所属

キズナ号

キズナ号キズナ号

キズナ号

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走 優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

左海 誠二 （サカイ セイジ）

左海 誠二 （サカイ セイジ）左海 誠二 （サカイ セイジ）

左海 誠二 （サカイ セイジ）

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1975.5.4　（38歳）

1975.5.4　（38歳）1975.5.4　（38歳）

1975.5.4　（38歳） 生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1962.8.22　（51歳）

1962.8.22　（51歳）1962.8.22　（51歳）

1962.8.22　（51歳）

初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1993.4.19

1993.4.191993.4.19

1993.4.19 初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1981.6.22

1981.6.221981.6.22

1981.6.22

初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1993.4.20

1993.4.201993.4.20

1993.4.20 初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1981.7.27

1981.7.271981.7.27

1981.7.27

通算成績

通算成績通算成績

通算成績 10,404戦1,392勝

10,404戦1,392勝10,404戦1,392勝

10,404戦1,392勝 通算成績

通算成績通算成績

通算成績 17,101戦2,155勝

17,101戦2,155勝17,101戦2,155勝

17,101戦2,155勝

2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 541戦72勝

541戦72勝541戦72勝

541戦72勝 2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 224戦28勝

224戦28勝224戦28勝

224戦28勝

厩舎

厩舎厩舎

厩舎 坂井　光政

坂井　光政坂井　光政

坂井　光政 厩舎

厩舎厩舎

厩舎 雑賀　正光

雑賀　正光雑賀　正光

雑賀　正光

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1973.10.18　（39歳）

1973.10.18　（39歳）1973.10.18　（39歳）

1973.10.18　（39歳） 生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1986.11.8　（26歳）

1986.11.8　（26歳）1986.11.8　（26歳）

1986.11.8　（26歳）

初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1992.4.16

1992.4.161992.4.16

1992.4.16 初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 2004.10.10

2004.10.102004.10.10

2004.10.10

初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1992.4.24

1992.4.241992.4.24

1992.4.24 初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 2004.11.28

2004.11.282004.11.28

2004.11.28

通算成績

通算成績通算成績

通算成績 10,277戦873勝

10,277戦873勝10,277戦873勝

10,277戦873勝 通算成績

通算成績通算成績

通算成績 4,955戦658勝

4,955戦658勝4,955戦658勝

4,955戦658勝

2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 635戦67勝

635戦67勝635戦67勝

635戦67勝 2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 531戦118勝

531戦118勝531戦118勝

531戦118勝

厩舎

厩舎厩舎

厩舎 東　眞市

東　眞市東　眞市

東　眞市

生年月日

生年月日生年月日

生年月日 1970.3.28　(43歳）

1970.3.28　(43歳）1970.3.28　(43歳）

1970.3.28　(43歳）

初騎乗日

初騎乗日初騎乗日

初騎乗日 1987.10.18

1987.10.181987.10.18

1987.10.18

初勝利日

初勝利日初勝利日

初勝利日 1987.11.１

1987.11.１1987.11.１

1987.11.１

通算成績

通算成績通算成績

通算成績 16,995戦3,236勝

16,995戦3,236勝16,995戦3,236勝

16,995戦3,236勝

2013年成績

2013年成績2013年成績

2013年成績 505戦160勝

505戦160勝505戦160勝

505戦160勝

ダイリングローバル号

ダイリングローバル号ダイリングローバル号

ダイリングローバル号

第５９回東京ダービー　　

第５９回東京ダービー　　第５９回東京ダービー　　

第５９回東京ダービー　　

インサイドザパーク号

インサイドザパーク号インサイドザパーク号

インサイドザパーク号

第４３回東海ダービー　　

第４３回東海ダービー　　第４３回東海ダービー　　

第４３回東海ダービー　　

ウォータープライド号

ウォータープライド号ウォータープライド号

ウォータープライド号

第１４回兵庫ダービー　　

第１４回兵庫ダービー　　第１４回兵庫ダービー　　

第１４回兵庫ダービー　　

ユメノアトサキ号

ユメノアトサキ号ユメノアトサキ号

ユメノアトサキ号

第４１回高知優駿（黒潮ダービー）　　

第４１回高知優駿（黒潮ダービー）　　第４１回高知優駿（黒潮ダービー）　　

第４１回高知優駿（黒潮ダービー）　　

アラマサシャープ号

アラマサシャープ号アラマサシャープ号

アラマサシャープ号

第５５回九州ダービー栄城賞　　

第５５回九州ダービー栄城賞　　第５５回九州ダービー栄城賞　　

第５５回九州ダービー栄城賞　　

佐賀所属山口　勲　（ヤマグチ　イサオ）

山口　勲　（ヤマグチ　イサオ）山口　勲　（ヤマグチ　イサオ）

山口　勲　（ヤマグチ　イサオ）

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走 優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

永森 大智 （ナガモリ タイチ）

永森 大智 （ナガモリ タイチ）永森 大智 （ナガモリ タイチ）

永森 大智 （ナガモリ タイチ）

通算成績・2013年成績は10月1日終了時

高知所属

優勝したダービー競走

優勝したダービー競走優勝したダービー競走

優勝したダービー競走

兵庫所属坂本 和也 （サカモト カズヤ）

坂本 和也 （サカモト カズヤ）坂本 和也 （サカモト カズヤ）

坂本 和也 （サカモト カズヤ）

ダイリングローバル号

ダイリングローバル号ダイリングローバル号

ダイリングローバル号


