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スワンステークス 

Friday, October 28th, 2011  

リディルは維持筋力がいま一つなのだが、京都コースなら信頼できる。直線坂がないため瞬発力を持続

できる。ロードバリオスは、前走も瞬発力を生かし勝ちに等しい内容。追い切りもよく、きちんと走れば１着

まである。フラガラッハは致命的な出遅れ癖があり信頼できないものの、夏の成長力は凄まじいものがあ

り差し切る可能性も十分。オセアニアボスは維持筋力がついてきたので、瞬発力も飛躍的にアップした。

ただ後方からの競馬になるので２着までか。サンカルロは１２００でも１６００でもＧ１では少しいずれの筋

肉も足りないが、１４００なら克服可能だ。ただし少し筋肉に疲れがみえる。エーシンフォワードは休みをは

さんで筋力や精神状態も回復気配だ。エアラフォンは筋肉と精神状態に疲れが見える。ただし京都コース

は瞬発力だけで勝負できるので得意。ダンツホウテイは筋肉の張りが戻ってきた。少し注意が必要。 

１． １着は リディル、ロードバリオス、フラガラッハの順 

２． ２着は上記３頭にオセアニア、サンカルロ、エーシンフオワード 

３． ３着は上記６頭にエアラフォン、ダンツホウテイを加える 

４． 買い目  リディルの単勝、リディルから１，２着候補５頭への馬単裏表流し  ３連複２頭軸リディル、

ロードバリオスからフラガラッハ、オセアニア、サンカルロ、エーシンフォワード、エアラフォン、ダンツホウ

テイに流し、３連単リディル、ロードバリオス２頭軸、上記６頭へのマルチ３６点 

５． 究極の１点勝負 

１着リディル２着ロードバリオス３着フラガラッハ 
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天皇賞 

Friday, October 28th, 2011  

―天皇賞― 

アーネストリーは、昨年より維持筋力、瞬発力筋肉ともに約１０％はアップした。理想的な追い切りができ

ていたし、精神面も充実。シャドウゲイトとシルポートが作る流れは一番有利な展開になるだろう。離れた

３番手を追走し直線半ばで抜け出して後は追撃を振り切るのみだ、悪くても２着は固い。ペルーサは瞬発

力筋力は爆発的なものを持っており、出遅れや精神的ストレスがなければＧ１も獲れる。今回の追い切り

では精神面もリフレッシュして筋力も相当アップしたようだ。１着にきてもおかしくない。ダークシャドウは維

持、瞬発力ともにこの夏最も成長した馬の１頭だ。加速する時のギアチェンジの速さは随一である。ただ

前走の疲労が取れてないように見受けられるのが気がかりだ。ミッキードリームは先行して上がりも速い

双方の筋力はかなり高いレベルであり場合によっては２着もあり得る。ローズキングダムはピッチの速い

走法で瞬発力筋力がやや見劣りするものの、先行できる強みがある。エイシンフラッシュにとってはあまり

いい展開にはならないだろう。この馬維持筋力の不足のため超スローかハイペースでなければ瞬発力も

最後ばてばてになってしまう。このペースだと３着が精一杯だろう。ブエナビスタは、筋力の衰えが激し

い。さらに精神面での疲労が取れていないようだ。悲しいかな３着が限度か。ジャガーメイルは、きちんと

追い出せば維持、瞬発力ともに上位なので東京コースは走る。ただ今回は他の馬が強すぎる。 

１、 １着は、アーネストリー、ペルーサの２頭。 

２、 ２着は上記２頭プラス、ダークシャドウ、ミッキー、ローズの５頭 

３、 ３着は上記５頭に、エイシン、ブエナ、ジャガーを加える。 

４、 買い目 アーネストリーとペルーサの単勝 アーネストリー、ペルーサから２着候補５頭への馬単、裏

表、三連複２頭軸アーネストリー、ペルーサからマルチ３着候補への６点、三連単アーネストリー、ペルー

サ軸のマルチ３６点 

５、 究極の１点勝負１着アーネストリー２着ペルーサ３着ダークシャドウ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

どんな美しい花も散る時がくる 

Friday, October 28th, 2011  

ブエナビスタのことである。あれだけの壮絶なレースを繰り広げててきた女傑にも陰りが見える。調教で見

た姿は筋肉がそげ落ち格下に遅れるという精神面での疲れが激しい。１番人気でも軸にしてはならない。

３着も危ないと見解する。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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菊花賞、富士ステークス回顧 

Thursday, October 27th, 2011  

２レースとも１着がピタリあたって気持ちいいものですが、菊花賞は馬単、３連単的中、富士ステークスは

単勝、馬単的中とまあまあの結果でした。それにしてもオルフェーブルは強いの一言、筋力評価ではディ

―プインパクトに近いとも思われます。ディ―プより更にいい点は維持筋力が勝っているため前で競馬し

ても瞬発力が落ちないことです。古馬との対決が楽しみですね。２番手評価のフレ―ルジャックはやはり

後肢の筋肉が不足しておりちょっと読み不足でしたね。富士ステークスは読み通りエイシンアポロンの柔

軟な筋肉は他を圧倒していました。今後もさらに伸びますよこの馬は。ストロングリターンの末脚不発は

読み通りでした。アプリコットは今回が最高の出来、恐らく次走は狙えないでしょう。天皇賞は凄いレース

になりそうです。楽しみですね。 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

トランセンド陣営の皆様へ 

Saturday, October 22nd, 2011  

 もしトランセンド陣営の関係者の方がご覧になっていれば、有馬記念への出走を進言いたします。私が

詳細に筋力等を医学的に評価した結果、逃げ切れる可能性はかなり高いと結論しました。 
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ジャパンカップ 

Saturday, November 26th, 2011  

―日曜日は昼間っから夢見心地で世界最高峰の走りを堪能しよう（デインドリーム）－ 

デインドリームが来年出走するならともかく、今年５３キロで出るなら負けようがない。他の牡馬との斤量

差は４キロ（ウインバリアシオンは２キロ）牝馬とは２キロ（シャレータは同斤量）のハンデがあるのだ。一

番強い馬が最軽量ハンデという特殊なレースになった。その走りは、まさに先行できるデイープインパクト

と言えるほど華麗で天馬なごとくである。これもありあまる瞬発力筋力を十分な維持筋力が制御できてい

るからである。３馬身以上で勝つかもしれない。もしデインドリームが出走しなければ間違いなく本命はエ

イシンフラッシュに打っているだろう。調教で見る限り、筋肉のはり、躍動感ともに過去最高のできに見え

た。しかもここ２レースわざわざ先行させて粘った効果がはっきりでている。決して無駄ではなかった。こ

れによって維持筋力は非常に鍛えられて今回スローペースが想定されるが少々前につけても最後瞬発

力を繰り出せるだろう。３番手はウインバリアシオン。この馬筋肉は固い割に疲労がたまりにくいことがわ

かった。追えば追うほど伸びるのだ。しかも５５キロで出れる。アンカツは狙ってますよ。シャレータは維持

筋力は世界レベルであり、十分に粘りこめる可能性は高い。単調な逃げ馬ではない。ヴィクトワールピサ

は、維持筋力は世界最高峰であるが、調教はまだまだ７割の出来で筋肉がゆるい。厳しいレースになる

だろう。トレイルブレイザーは今筋肉の伸び盛りで２０パーセントアップで考えておかないと痛い目にあう。

スローの消耗戦にははまりそうだ。サラリンクスは先行しても最後確実に伸びるので維持筋力は世界レベ

ルである。このタイプノーマークで好走することがよくある。トゥザグローリーは、維持筋力は相当なもので

G1 の消耗戦での粘りは得意である。天皇賞後もトーセンジョーダンがふらふらなのと違い筋肉疲労は少

ない。ブエナビスタは、追い切りで重心が前後、上下にぶれていた。上下はすぐに修正がきくが前後のぶ

れは深刻だ。気力だけでどこまでいくかだが、、、、、。 

１． １着はデインドリー�� 

２． ２，３着はエイシンフラッシュ、ウインバリアシオン、シャレータ、ヴィクトワールピサ、サラリンクス、トレ

イルブレイザー、トゥザグローリー、ブエナビスタ 

３． 買い目デインドリームの単勝、デインドリームから２，３着候補への馬単裏表、三連複、デインドリー

ム、エイシンフラッシュ２頭軸の流し、３連単デインドリーム、エイシンフラッシュ軸のマルチ、エイシンフラッ

シュ、ウインバリアシオン馬単の抑え 

４． 究極の１点勝負：：：１着デインドリーム２着エイシンフラッシュ３着ウインバリアシオン 
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京阪杯 

Friday, November 25th, 2011  

―ロードカナロアの美しいフォームはまるでバレリーナのようだー 

本当にロードカナロアの走るフォームは美しい。維持筋力が十二分にありながら最後余裕で瞬発力筋力

を爆発させる姿はバレリーナが音も立てずに舞い上がり踊る姿にさえ見える。まさに久々に出た短距離

の大物である。負けようがない。ミキノバンジョーは持続筋力はたっぷりあるので後はいかに瞬発力筋力

が繰り出せるかだが絶好調のようなので２着はありそう。ジョーカプチーノは基本的には維持筋力が足り

ない、でも逃げるとしぶとい。Ｇ１では少し足りなくてもこのメンバーなら逃げ残りの可能性は高い。ケイア

イアストンは単調な走りが維持筋力不足を象徴しているが２，３着候補。キョウワマグナムはためが効か

ない走りで最後拍子ぬけするが可能性はある。アーバニティは持続筋力は平均的であるが、瞬発力筋力

も並みなので意外に軽い走りができない。グランプリエンゼルはこういった混戦の時突然現れるタイプだ

から要注意である。 

１． １着ロードカナロア 

２． ２，３着ミキノバンジョ―、ジョーカプチーノ、ケイアイアストン、キョウワマグナム、アーバニティ、グラ

ンプリエンゼル 

３． 買い目ロードカナロアの単勝、ロードカナロアから２，３着候補への馬連、３連複ロードカナロア軸の６

頭マルチ、３連単１着ロードカナロア２，３着上記６頭 ３０点 

４． 究極の１点勝負＠＠＠ 

１着ロードカナロア 

２着ミキノバンジョ― 

３着ジョーカプチーノ 
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http://jin-c.com/blog/?p=45
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=45#respond


福島記念 

Saturday, November 19th, 2011  

破壊力満点の走りを期待 

アドマイヤコスモスは中距離のオルフェーブルといったら過言であろうか。それほど魅力に満ちた走りをす

る。持続筋力、瞬発力筋力ともに十分でありかつレースセンス抜群。まず間違いなく圧勝するだろう。２，３

着候補は持続筋力が足りないセイクリットバレー、瞬発力筋力が高く新潟が向きそうなバウンシーチュー

ン、全体的に筋肉の総ポテンシャルの小さいモンテェン、休み明けは筋肉が柔らかく走るマゼラン、調教

の良かったケイアイドウソジン、パワーはあるゲシュタルト、持続筋力が低いが瞬発力筋力は豊富なマイ

ネイザベル。 

１． １着アドマイヤコスモス 

２． ２，３着 上記７頭 

３． 買い目アドマイヤの単勝、アドマイヤから馬単７頭流し、３連複アドマイヤ軸の７頭流し、３連単１着ア

ドマイヤ２，３着上記７頭マルチ４２点 

４． 究極の１点勝負 

１着アドマイヤコスモス 

２着バウンシーチューン 

３着ケイアイドウソジン 
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マイルチャンピオンシップ 

Saturday, November 19th, 2011  

エイシンアポロンがついに戴冠 

Ｇ１２着２回のエイシンアポロンがついに完成し戴冠の時を迎えた。もともとその素晴らしく柔軟で太くしな

やかな筋肉とばねの利いた走りは超１級品であったがどうしてもその人柄のよさで最後譲ってしまう精神

面の弱さがあった。しかしひと夏を過ぎてその気性も一変し闘志に火がつくとねじふせるだけの勝負強さ

が加わってきた。それさえあればぐんぐん加速して目指すは優勝だ。リアルインパクトはＧ１を捕れるだけ

の総筋肉のポテンシャルを持ち持続筋力はぴか一である。内目を追走し抜け出せばエイシンアポロンと

の接戦に持ち込める。イモータルヴァースは馬群の抜け出しの時の加速がスノーフェアリー並に早く重馬

場も大歓迎である。瞬発力筋力もトップレベルであり素晴らしい馬だ。リディルはあくまで維持筋力不足の

ため軽い馬場での競馬が条件だ。しかもＧ１級になると軽い走りだけでは勝ちきれない。典型的なトライア

ルホースと判断している。ブリッツェンは維持筋力が持てば粘れる可能性を秘めている。ミッキードリーム

も同じことが言えるがこの馬はきっと重馬場がうまいはずだ。エーシンフォワードは去年の覇者であるが、

瞬発力筋力は一流だが今回の雨でどうだろう？精神面は状態アップしている。フィフスぺトルは持続筋力

が高く、瞬発力筋力もぐんぐん上がってきている。注目の１頭。サプレザは、イモータルヴァースよりも瞬

発力筋力が劣ると判断している。 

１． １着はエイシンアポロンかリアルインパクト 

２． ２着は上記２頭にイモータル、リディル、ブリッツェン、ミッキードリーム、エーシンフォワード 

３． ３着は上記７頭にフィフスぺトル、サプレザ 

４． 買い目エイシンアポロンの単勝、エイシンアポロンから２着候補への馬単裏表、３連複エイシンアポロ

ンとリアルインパクト軸の７頭流し、３連単前記２頭軸の７頭マルチ 

５． 究極の１点勝負＠＠＠ 

１着エイシンアポロン 

２着リアルインパクト 

３着イモータルヴァース 
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東京スポーツ杯２歳ステークス 

Friday, November 18th, 2011  

ディープ産駒の中でも特別の存在 

ディーププリランテは、ディープ産駒の中では馬格があり重量級である。維持筋力もたっぷりあるだけでは

なく、点火した後の加速はスポーツカーを思わせる凄味がある。このメンバーでは、次元の違う走りを期

待している。エネアドは３２秒台という驚異の上がりを記録したが、やはりディープの子供として並大抵で

はない。この瞬発力筋力がいかに維持筋力のもとに発揮できるかが見ものである。マイネルロブストはや

や一本調子の走りであるが維持筋力豊富で期待できる。クラレントは維持筋力、瞬発力筋力ともに平均

以上であるがややパンチ不足は否めない。ジャスタウエイは維持筋力の不足から東京の坂が気になる。

マデイラはレースセンスがよく瞬発力筋力豊富。フジマサエンペラーは維持筋力が豊富で東京コースは

得意かもしれない。アドマイヤリリーフは最後のためがきけば可能性あり。 

１． １着候補はディーププリランテ 

２． ２着候補はエアネド、マイネルロブスト、クラレント、マデイラ 

３． ３着候補は上記４頭にジャスタウエイ、アドマイヤリリーフ、フジマサエンペラー 

４． 買い目 ディーププリランテの単勝、ディープから２着候補への馬単、三連複フォーメーション、ディー

プ：：：２着候補４頭：：：３着候補７頭、３連単１着ディープ２着上記４頭３着上記７頭 

５． 究極の１点勝負＠＠＠＠ 

１着ディープ２着エアネド３着マイネルロブスト 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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武蔵野ステークス 

Saturday, November 12th, 2011  

ダノンカモン危うし 

トランセンドとあわやという勝負をした馬なので多分１番人気に違いないが、調教を見る限り少し黄信号が

ともる。筋肉に疲れがたまって抜けきっていないようなのだ。この馬のように維持筋力タイプの馬は疲労

がたまっていると最後の伸びにかけることが多い。危険な人気馬である。アドマイヤロイヤルは典型的な

ピッチ走法であり、東京のダートには向いている。しかも絶好調の追い切りを行っている。シルクフォーチ

ュンは維持筋力がやや不足のためいつも後方からの競馬になる。今回もやはり激闘の後なので筋肉は

疲れ気味であり不安は残るが優勝の可能性はある。オオトリオウジャは瞬発力は素晴らしいものを持っ

ており２着候補。タイセイレジェンドの先行力は脅威ではあるもののこのメンバーでは２着が精一杯か。ナ

ムラタイタンは１本調子の走りなので３着止まり。 

１． 優勝候補はアドマイヤ、シルク、ダノンカモンの順。 

２． ２着候補は上記３頭プラス、オオトリ、タイセイ 

３． ３着候補は上記５頭にナムラタイタン 

４． 買い目 アドマイヤの単勝、アドマイヤからシルク、ダノンカモン、オオトリ、タイセイへの馬単裏表、３

連複アドマイヤ、シルク軸の上記４頭流し、３連単アドマイヤ、シルク軸の４頭マルチ 

５． 究極の１点勝負＠ 

１着アドマイヤ２着シルク３着ダノンカモン 
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エリザベス女王杯 

Saturday, November 12th, 2011  

スノーフェアリーを起点に考える 

昨年のこのレースでぶっちぎり強い勝ち方をしたスノーフェアリーが参戦する。しかし去年と同じようにいく

かどうかこれははなはな疑問である。去年との違いはまず斤量が２キロ増えること、そして去年ほどの状

態にないのではないかという２点である。ただ凱旋門賞を３着したように決してずるずる負けるような馬で

はないこともわかっている。結局スノーフェアリーに先着できる可能性のある馬がどの馬かだけをチェック

すれば簡単に答えはでるかもしれない。まずはアヴェンチュラがその筆頭候補である。この馬は前につけ

ても必ず最後で弾ける筋力構成であるので、いい位置でスパートすればそのままゴールインという可能性

大だ。スノーフェアリーはこの手の馬に弱いのも過去のレースを見て検証済み。イタリアンレッドは最近の

筋力の充実ぶりは目を見張るものがあり中段からややまくり気味に進出して馬群を縫って伸びるのであ

わや１着の可能性もある。イギリス勢ではむしろダンシングレインの方が恐い。５４キロで走れるだけでな

くスライド走法（あまりピッチを叩きつけない走法）なので京都の軽い芝は向いている。しかも逃げるととて

もしぶとい。もし故障さえなければレーヴディソールが１番強いだろう。記憶に新しいが、加速んした姿は

まるでプーマかジャガーが獲物を捕えるときの走りであり決して馬ではない。柔軟性があってばねがあり

しかも持続性もある太い筋肉を持つ。ただし調教を見る限り筋力は８０パーセント程度の充填率であるが

心肺機能はまだ６０パーセントの出来に見える。しかしそれでも優勝する可能性があるほどの逸材であ

る。フミノイマージンはかなり後ろからの競馬になりそうで位置どりが後ろだと京都外回りは大外に振られ

るので届かないと見ている。アニメイトバイオも同じことが言えるがこの馬筋力アップが著明で２，３着候

補だ。グルヴェイブは維持筋力も瞬発力筋力も豊富だがどちらもやや足りない。だから勝ちきれない。し

かしこのタイプの馬は激戦の時にスーと２，３着に来ることがあるので要注意。アパパネはやや筋力の柔

軟性は戻ったが去年とメンバーが違う５．６着が精一杯だろう。ホエールキャプチャはやや疲れが見える。

この筋力なら他のメンバーに引けをとるだろう。 

１． スノーフェアリーより先着できる可能性のある馬は、アヴェンチュラ、イタリアンレッド、ダンシングレイ

ン、レーヴディソールのみ。 

２． そのあとはフミノイマージン、アニメイトバイオ、グルヴェイブ 

３． アパパネ、ホエールは３着も無理だろう。 

４． 買い目アヴェンチュラの単勝、アヴェンチュラからイタリアン、ダンシングレイン、レーヴ、スノーフェア

リー、フミノイマージン、アニメイトバイオ、グルヴェイブへの馬単裏表、３連複アヴェンチュラ、イタリアンレ

ッド軸の６頭流し、３連単アヴェンチュラ、、イタリアンレッド軸の６頭マルチ 

５． 究極の１点勝負＠ 

１着アヴェンチュラ、２着イタリアンレッド３着ダンシングレイン 
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京王杯２歳ステークス 

Friday, November 11th, 2011  

京王杯２歳ステークス 

モンストールは、やや腰の重さが気になるが、反応してからのスピードは持続性が高く相当な維持筋力を

ベースにした瞬発力筋力を持っている。このメンバーでも格段の存在である。オリービンは維持筋力も瞬

発力筋力も高くバランスがいい。エーシンブラスターは、ダートで途轍もない末脚を見せており芝でも対応

可能と思われる。ゲンテンは前走がっかりさせられたが、こういう１本調子の走りは筋肉線維が細くて疲

労物質がたまりやすいタイプに多い。このタイプは、特に坂のあるコースは苦手でスピードががくんと落ち

てしまう。ダイワインスパイアは雨で重馬場での勝利に価値があり要注意である。ナイスヘイローは差し

脚は上々で維持筋力がアップしていれば１４００の方が向いているかもしれない。レオアクティブは瞬発力

筋力の不足から勝ちきれないが２，３着の可能性はある。ネオヴァンクルは、瞬発力筋力に優れており接

戦に強い。 

１． １着候補はモンストール 

２． ２，３着候補はオリービン、エーシンブラスター、ダイワインスパイア、ナイスヘイロー、ゲンテン、レオ

アクテイブ、ネオヴァンクル 

３． 買い目 モンストールの単勝、モンストールから２．３着候補への馬単裏表、３連複モンストール、オリ

ービン軸の６点流し、３連単１着モンストール２着３着以下の７頭の流し４２点 

４． 究極の１点勝負 

１着モンストール２着オリービン３着エーシンブラスター 
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10 月の的中実績 

Wednesday, November 9th, 2011  

10 月の的中実績 

「毎日王冠」3 連単 5660 円 

「南部杯」馬連 600 円 

「秋華賞」単勝 310 円 

   馬単 4250 円 

3 連単 12680 円 

「府中牝馬ステークス」馬単 6220 円 

           3 連単 41940 円 

「菊花賞」馬単 400 円 

     3 連単 2190 円 

「富士ステークス」単勝 410 円 

         馬単 4020 円 

「スワンステークス」単勝 310 円 

仮に 1 点 100 円ずつ均等に賭けたとすると 総投資額 38400 円 

                    回収額  78990 円 

                    収支  ＋40590 円 

                    回収率  205，7 パーセント 

（買い目を指定し始めた毎日王冠からとする。）  
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みやこステークス 

Saturday, November 5th, 2011  

トウショウフリークは維持筋力、瞬発力筋力も超１流であり、新しいスターに成り得るほどの逸材である。

恐らくエスポワールシチ―が逃げる２番手追走から抜け出しを図ると思われるがゴール前脚が上がり気

味のエスポワールを捕えるとみている。ヒラボクキングはやや筋力評価は落ちるものの同タイプの走りで

もしトウショウフリークがエスポワールと競り合った場合１着の可能性を秘めている。エスポワールは、維

持筋力にやや陰りが見えるためゴール前で何らかの形で差されるだろう。ワンダーアキュートは、維持筋

力、瞬発力筋力ともの豊富であるが、今回やや８０パーセント程度の筋力充填率とみて１、２着候補に。

キングスエンブレムは維持筋力の増加によって瞬発力筋力が生かされてきた。２着候補。エイシンダッシ

ュは調教で９５パーセント以上の仕上がりで十分２着はあり得る。ゴルトブリッツは筋肉の５０－６０パーセ

ントの出来に見えるので３着どまりか。ニホンピロアワーズは調教で見る限り本来の出来にない。３着候

補。 

１． １着候補 トウショウフリーク、ヒラボクキング、ワンダーアキュート 

２． ２着候補 上記３頭にエスポワールシチ―、キングスエンブレム、エイシンダッシュ 

３． ３着候補 上記６頭にゴルトブリッツ、ニホンピロアワーズ 

４． 買い目 トウショウフリークの単勝、トウショウフリークから１，２着候補への馬単裏表、３連複トウショ

ウフリーク、ワンダーアキュート軸の２，３着候補への流し、３連単上記２頭軸のマルチ流し 

５． 究極の１点勝負 

１着トウショウフリーク２着ワンダーアキュート３着ヒラボクキング 
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有馬記念 

Sunday, December 25th, 2011  

―両雄並び立たず オルフェーブルが連に絡む確率は９０パーセント以上― 

ブエナビスタにとって引退レースとなる今回、１着以外は不要なはずだ。だから是が非でも１着をとって引

退の花道を飾りたいはず。そこにこのレースの鍵がある。目標はオルフェーブル。ブエナにとって去年１昨

年の２着の苦い経験から岩田ジョッキーもできるだけ前につけたいという精神的偏りが生まれるはず。ち

ょうど１番枠に入ったこともあっていつもより前でレースを進めるだろう。しかし馬は前につけたからその分

速くゴールできるわけではない。レース中にその分維持筋力を消費するから最後の瞬発力筋力の能力が

そがれてしまう。一昨年のブエナのように。へたをすると３着もはずす可能性すら出てくる。なんせ今年の

メンバーは史上最強とも思えるからである。ブエナがいつも通り中段より後ろに構えるとこれも厳しい。ト

ーセン、アーネスト、ヴィクトワールなどの強力な先行勢が立ちはだかりさらに後ろからオルフェーブル、ヒ

ルノダムールなどが差してくる。最内で０．１秒でも外に出すのが遅れると致命的だ。ブエナにとっては厳

しいレースになりそうだ。オルフェーブルはデイープインパクト級の筋肉構成を持ち、筋繊維が非常に太く

疲労物質がたまりにくくさらにどんなペースや位置取りでも瞬発力筋力を発揮できる。古馬との斤量差が

２キロあれば優勝可能性は高い。特にペースが緩む有馬記念は絶好の条件であろう。もし負けても２着

は確保するとみている。負けるパターンは、先行馬に残られるかだけではないかと思うが、ブエナの強襲

も少し念頭に入れておく。ヴィクトワールピサは維持筋力は非常に高くコーナーでのトルクのきいたまくり

気味の押し上げは素晴らしい。中山は大得意で前走は度外視していい。レッドデイヴィスは３歳世代では

オルフェーブルの次に強い。この馬の筋力構成は疲れを知らない維持筋力に瞬発力筋力が重厚におお

っており追っても追っても伸びる。アーネストリーは維持筋力はかなり高いのであるが、ペースがゆるむレ

ースでないと筋肉に酸素を送り込んであげれないので有馬記念はベストの条件だ。コーナーコーナーで

筋肉のミトコンドリアに酸素を供給できるので楽なのである。トーセンジョーダンは、超１級の維持筋力を

持ち耐久消耗戦向きである。でも少し筋力疲労が見えるんですね。ジャガーメイルは生涯最高の出来に

仕上がっているので要注意。ヒルノダムールは筋肉がやや硬く、瞬発力もそこそこであり、このメンバーで

はかなりきつい。ただし３着はあり得る。トゥザグローリーは維持筋力はが保たれれば相対的に瞬発力筋

力を切り出せるので中山２５００ｍはチェックが必要。エイシンフラッシュはこのペースには不向き。ローズ

キングダムは成長が見られない。ルーラーシップとキングトップガンは能力的に厳しい。 

１． 連対はオルフェーブル 

２． 次にヴィクトワールピサ、レッドデイヴィス、アーネストリー、ブエナビスタこの４頭は１着もあり得る。

そのあとにジャガーメイル、トーセンジョーダン、ヒルノダムール、トゥザグローリー 

３． 買い目オルフェーブルから８頭への馬単裏表、三連単１着固定８頭への流し、３連単フォーメーション

１着１，２，１２，１３．２着オルフェーブル３着１，２，３，７，１０，１１，１２，１３ 

４． 究極の１点勝負＠＠＠＠＠＠１着オルフェーブル２着ヴィクトワールピサ３着レッドデイヴィス 

５． みなさん素晴らしいクリスマスを。 
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ラジオＮＩＫＫＥＩ2 歳Ｓ 

Saturday, December 24th, 2011  

―センスのいい走りをするトリップー 

トリップは手前の変え方が速く、騎手の合図に瞬時に反応する伝導性のいい筋肉構成をしており今回の

レースでは負けないだろう。グランデッツァは維持筋力旺盛であるが速い時計勝負がなく瞬発力筋力は

意外と少ない可能性があり評価を下げた。エタンダールはピッチのきいた小気味よい走りで瞬発力筋力、

維持筋力ともに水準以上。エネアドは重心の低い走りでさらに闘志は上向き好調。ブライトラインは首の

振りが固いが維持筋力が高く食い込みも。ゴールドシップは瞬発力筋力が高く差してどこまでか。サンラ

イズマヌーは維持筋力、瞬発力筋力とも高く騎手の追い方にもあっていそう。シンセイレンジャーは維持

筋力は平均的 3 着の可能性はある。 

１． 優勝はトリップ 

２． 対抗エタンダール、以下エネアド、ブライトライン、ゴールドシップ、グランでッツァ、サンライズマヌー、

シンゼンレンジャー 

３． 買い目トリップの単勝、トリップから１．３．４．７．１０．１２．１３．１６への馬単裏表、3 連単トリップから

1 着固定 42 点流し 

４． 究極の 1 点勝負 1 着トリップ 2 着エタンダール 3 着エネアド 
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朝日杯 

Sunday, December 18th, 2011  

―G1 馬に足る馬は１頭もいない。ならばレオアクティブー 

残念ながらこの１６頭の中に G1 馬としての資質を備えている馬は１頭も見当たらない。１番人気のアルフ

レードにしてもスローペースの中での３２秒台の上りではあまり評価できないし、近走新潟での好走馬は

中央ではあまり評価できない傾向にある。これは新潟のコースが平坦であることだけでなく極端なトラック

バイアスを生み出し外差し有利に傾向が偏るからだろう。特殊なコースとして考えるべきだ。そんな状況

に中では瞬発力筋力がトップクラスでさらにヨコノリの奇策が炸裂しそうなレオアクテイブから狙ってみた

い。本来この馬も維持筋力がさほど高くないため G１馬の素養はないがこのメンバーなら先行馬がガシガ

シしそうな展開で大外一気もありうる。たぶんヨコノリもそういう思惑で騎乗するだろうしはまる可能性も高

い。２番手はやはりアルフレードだが、この馬思っているほど強くない可能性も高く消耗戦には向いていな

いのではないかとの懸念もある。トウケイヘイローは瞬発力筋力では１，２を争うが問題は距離が持つか

どうか。首の振りが中山向きのマイネルロブストは食い込みも。叩いて叩いてやっとというダローネガや明

らかに消耗戦に不向きなクラレント、兄のリディルと同じは決して勝ちきれるものではない。ならば勝負根

性のあるネオヴァンクルや筋肉のバランスのいいショウナンラムジや持続筋力豊富なハクサンムーンや

瞬発力筋力があなどれないヒシワイルドのほうが上だろう。 

１． 優勝はレオアクティブ 

２． ２着候補はアルフレード、トウケイヘイロー、マイネルロブスト、ショウナンラムジ、ハクサンムーン、ネ

オヴァンクル、ヒシワイルド、ダローネガ、ニンジャまで。 

３． レオアクテイブの単勝、レオアクティブから３．４．５．８．９．１２．１３．１４．１６への馬単裏表、３連単

レオアクティブ、アルフレード軸のマルチ上記８頭流し。 

４． 究極の１点勝負＠＠＠＠１着レオアクティブ２着アルフレード３着トウケイヘイロー 
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愛知杯 

Sunday, December 18th, 2011  

―中を割る精神力と瞬発力筋力を身につけた（アスカトップレディ）― 

アスカトップレディは、惜しいレースが続いていたがこの夏を過ぎ馬体重が急激に増加してから一気に成

長した。３走前の大原ステークスでアドマイヤコスモスにレコードで引っ張ってもらってから瞬発力筋力と

持続筋力が鍛えられたようだ。このレースに出ていた馬はいずれもその後いいレースをしていることから

も大原ステークス組は要注意だろう。アスカトップレディは更に中で我慢して割って差せる精神力も成長

がみられる、今の小倉の馬場では大外一気より中を割っての差しが有効だろう。シースナイプも同様のこ

とが言えるがやはり大原ステークス組で前走は鋭い瞬発力であと一歩まで迫った。明らかに瞬発力筋力

の増強が見られるが大外に入ったのが若干の割引材料。レーヴデソールは総合筋力は圧倒的に抜けた

存在であるが、追い切りを見る限りまだ筋力が戻っていないのではないかと判断。ハンデ戦でもあり軸に

するには危険。コスモネモシンは維持筋力が高くあと少し瞬発力筋力がつけばもっと勝てる。それにはも

う少し時間が必要だろう。フミノイマージンは素晴らしく成長した馬の１頭だがやや疲労がたまってきた感

じだ。ワルキューレはバランスがとれた筋力構成をしておりいい走りを期待できる。バウンシーチューンは

瞬発力筋力は相当なものを持っており展開によっては。ラフォルジュルネは小倉は得意。エスピナアスー

ルは維持筋力豊富で逃げ残りに注意。 

１． 優勝はアスカトップレディ、シースナイプ 

２． 次の候補はレーヴデソール、コスモネモシン、フミノイマージン以下ワルキューレ、バウンシーチュー

ン、ラフォルジュルネ、エスピナアスールと続く。 

３． 買い目アスカトップレディの単勝、アスカトップレディから３．５．１０．１１．１２．１３．１５．１６へ馬単裏

表、アスカトップレディとシースナイプ軸の３連単７頭へのマルチ 

４． 究極の１点勝負＠＠＠＠ 

５． １着アスカトップレディ２着シースナイプ３着レーヴデソール 
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ディセンバ―ステークス 

Saturday, December 17th, 2011  

―中山コースは自分の庭（ダイワファルコン）－ 

ダイワファルコンにとって中山コースは最も得意である。首の振りがスムーズでダイナミックなので直線の

急坂も苦にしない。維持筋力は十分でさらに最近になって瞬発力筋力も磨かれてきたとなると恐いものな

しである。必勝であろう。ナカヤマナイトはダイワファルコンと同等の筋肉構成をもつがやや下回る分１着

にはなれないだろう。モンテェンは維持筋力不足であるがペースが緩む１８００Ｍは得意。ストロングガル

ーダは維持筋力、瞬発力筋力ともにやや不足だが差してくいこむ余地あり。カルマートは中山１８００ｍは

得意で維持筋力不足を補える。 

１、 買い目ダイワファルコンから６，１０，１２，１５，３への馬連、3 連単 1 着ダイワファルコン 2 着６，１０，

１２，１５、3 着３，６，８，１０，１２，１５，１６ 

２、 究極の 1 点勝負＠＠＠＠ 

1 着ダイワファルコン 

2 着ナカヤマナイト 

3 着モンテエン 
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阪神カップ 

Saturday, December 17th, 2011  

―先行するリアルインパクトは強いー 

阪神カップは歴史は浅いが非常に格の高いレースであり、強い馬がきちんと勝てるレースで見ごたえが

ある。Ｇ１クラスの筋力構成をもつリアルインパクトが先行できればコースとしても先行馬有利なので押し

切れる可能性が高い。ワンカラットは一時不調の時期もあったが、追い切りでかなり筋力は回復しており

首の振りもいいので期待できる。スマイルジャックはＧ１では少し筋力が足りないが筋力の柔軟性が戻っ

ており絶好の状態に仕上がった。マルセリーナは最近維持筋力と瞬発力筋力のバランスが悪くうまくかみ

合わないがやや先行できれば可能性あり。リディルはあくまで軽い馬場の非消耗戦であり直線坂のない

コースで走る筋肉構成なので今回厳しい。サンカルロは維持筋力が不十分なため後方からの競馬しかで

きない。このコースではきつい。ガルボはやっと筋肉がほぐれてきて維持筋力を存分に発揮できそうだ。

ヤマカツハクリュウはセンスのいい走りだが調教ではやや筋肉疲労が見られる。ミキノバンジョウは鋭い

瞬発力筋力をもつので要注意。 

１． １着はリアルインパクト 

２． ２番手候補筆頭はワンカラット、スマイルジャック、マルセリーナ、ガルボ、レディルと判断。その次に

サンカルロ、ミキノバンジョ―、ヤマカツハクリュウ。 

３． 買い目リアルインパクトの単勝、リアルインパクトから４，５，１０，１１，１２，１３，１７，１８へ馬単裏

表、三連単軸１と５からマルチ上記７頭へ。 

４． 究極の１点勝負 

１着リアルインパクト 

２着ワンカラット 

３着スマイルジャック 

Posted in 未分類 | 1 Comment » 
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Sunday, December 11th, 2011  

―最高の状態に仕上がったピースフルアースー 

ピースフルアースの単勝，複勝 
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阪神ジュベナイルフィリーズ 

Sunday, December 11th, 2011  

―レーヴデソールの再来（イチオクノホシ）－ 

結論 

１、 優勝はイチオクノホシ 

２、 ２，３着候補、２．５．１０．１１．１２．１３．１５．１６．１８ 

３、 イチオクノホシの単勝、イチオクノホシから上記９頭へ馬単裏表、３連単軸８，１１から上記８頭へのマ

ルチ流し、１１－１８の馬単の抑え 

４、 究極の１点勝負  １着イチオクノホシ２着アイムユアーズ３着サウンドオブハート 
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カペラステークス 

Sunday, December 11th, 2011  

―差し脚を鍛えぬいたタイセイレジェンドー 

今日は時間がないので結論だけ。 

１． １着はタイセイレジェンド 

２． ２、３着候補１．２．３．５．９．１２．１３．１５ 

３． 買い目タイセイレジェンドの単勝、タイセイレジェンドから１．２．３．５．９．１２．１３．１５へ馬単裏表、３

連単軸９．１１   １．２．３．５．１２．１３．１５マルチ 

４． 究極の１点勝負＠＠＠ 

５． １着タイセイレジェンド２着レディルージュ３着アースサウンド 

Posted in 未分類 | 1 Comment » 
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中日新聞杯 

Saturday, December 10th, 2011  

―エクスペディションの人気に疑問― 

１番人気のエクスペディションの人気に苦言を呈すると、確かに強いこれは認める。ただこの馬昇級し一

気にペースが上がったりすると、首の振りが硬いために持続筋力を消耗するタイプであり、追走に消耗し

て瞬発力筋力を出し切れない可能性もある。なんせ初めてのＧ３挑戦である。しかも休み明けの筋力の

充足度はあまり高くないと踏んでいる。ゲシュタルトは筋肉が硬く柔軟性に乏しい。ゆえに疲労がたまりや

すい。しかし今回の追い切りを見ると張りは十分で躍動感があり好調である。もともと小回りコースが得意

で確実にさせるたくましさがあるのでこのレースにはぴったりだ。トップゾーンは持続筋力は高く、充実して

きたので、今回勝負どころだろう。マヤノライジンは歳をとってはいるが、持続筋力も瞬発力筋力も十分で

差しこんでくるだろう。ユニバーサルバンクは平均的な持続筋力と瞬発力筋力をもち小倉コースは得意な

はず。ただし疲れ気味だが。ダノンバラードは期待されている割には成長力に乏しい。ダンスインザモア

は確実に差せる瞬発力筋力は健在である。マイネルスターリーは固い筋肉構成であるがこのメンバーな

らなんとか。エーシンジ―ラインは追い切りでの筋肉の充足度が足りないと判断。 

１． 優勝はゲシュタルト 

２． ２着候補トップゾーン、マヤノライジン、ユニバーサルバンク、ダノンバラード、ダンスインザモア、エク

スペディション 

３． ３着候補はマイネルスターリー、エーシンジ―ライン 

４． 買い目ゲシュタルトの単勝、ゲシュタルトから３，４，５，６，８，９，１３，１７への馬単裏表、ゲシュタル

ト、トップゾーン軸の３連単マルチ上記７頭へ 

５． 究極の１点勝負 

１着ゲシュタルト 

２着トップゾーン 

３着マヤノライジン 
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