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京都牝馬ステークス 

Saturday, January 28th, 2012  

―百点満点の追い切り（コスモネモシン）－ 

年間通しても今回のコスモネモシンほどの完璧な追い切りはそう見れるものではない。重心がぶれず、自

らハミをとり精神状態も絶好、加速していくうちに重心が下がり息があがっていない。この状態であれば少

し足りないポテンシャルをカバーして勝利するだろう。もともと実力は相当高い馬だ。ドナウブルーはアク

セルのかけどころが難しい馬だったが最近やっと制御可能となったようだ。瞬発力は相当高いので折り合

って最後アクセル全開で 2 着確保。かけどころを間違えるとダメ。アスカトップレディは瞬発力筋力のせい

か最後のつめが甘い。ただ牝馬限定戦に限ればそれも杞憂に終わりそう。ショウリュウムーンは瞬発力

筋力を使える時間が非常に短い。だからあてにはできないがどのレースでも 1 着の可能性はあると肝に

銘じている。エーシンリターンズは維持筋力、瞬発力筋力ともに非常に高いが今回は心配機能が出来上

がってない。クイーンズバーンは逃げて絶好調。維持筋力の上昇を見てとれる。ビッグスマイルはそろそ

ろ休ませてはどうだろう。疲れている。レディアルパローザはポテンシャル上位だが、最後息があがるか

も。維持筋力のあるスイートマトルーフ、調教のいいライステラスを押えに。 

１． コスモネモシンが優勝（確率７０％） 

２． 2 着は順にドナウブルー、アスカトップレディ、ショウリュウムーン、エーシンリターンズ、クイーンズバ

ーン、ビッグスマイル 

３． 買い目。コスモネモシンの単勝、コスモネモシンから上記 6 頭への馬単裏表、3 連単１着コスモネモ

シン 2 着上記 6 頭 3 着上記 8 頭フォーメーション 

４． 究極の 1 点勝負＠＠＠＠1 着コスモネモシン 2 着ドナウブルー3 着アスカトップレディ 
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根岸ステークス 

Saturday, January 28th, 2012  

―絶好の状態に仕上がったタイセイレジェンドー 

タイセイレジェンドの追い切りは超絶のつくほど完ぺきで、外から差し切る姿が想像できる。もともとこの馬

あと少し筋肉のポテンシャルが上がればがんがん勝てる馬だ。今回一段とパワーアップして勝利をものに

するだろう。ヒラボクワイルドは維持筋力が高く、筋肉線維が太く、柔軟なため瞬発力も楽に繰り出せる。

1，2 着候補。ティアップワイルドは維持筋力の増加から余裕の競馬ができるようになり上記 2 頭を脅かす

存在。セイクリムズンは堅実な走りで上位を狙うが勝つにはもう少し維持筋力が必要。シルクフォーチュン

は差し一辺倒だが今回筋肉疲労気味だ。ダノンカモンは更に状態はよくない。前後のバランスが悪く筋肉

は相当疲労している。危険な人気馬。トウショウカズンは瞬発力筋力がアップしたため差しがよくなった。

テスタマッタの粘りこみとダイショウジェットの差し込みに注意してもらいたい。 

１． 連対はタイセイレジェンド（８０％以上）次にヒラボクワイルド、ティアップワイルド 

２． セイクリムズン、シルクフォーチュン、ダノンカモン、トウショウカズンが次点、 

３． タイセイレジェンドの単勝、タイセイレジェンから上記 6 頭への馬単裏表、三連単タイセイレジェンド、

ヒラボクワイルド軸の 7 頭マルチ 

４． 究極の 1 点勝負＠＠＠＠1 着タイセイレジェンド 2 着ヒラボクワイルド 3 着ティアップワイルド 
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シルクロードステークス 

Saturday, January 28th, 2012  

―ついに正統派短距離馬の誕生かー 

ロードカナロアは、維持筋力が非常に高いため無酸素運動における筋肉の消耗が少なく楽に追走し最後

弾ける。そんな余裕をもった短距離馬は、最近ついぞ見かけなかったが、いよいよ王道の本命が誕生し

た。美しい勝利を期待。エーシンヴァ―ゴウは十分な筋肉のポテンシャルを持ち、素晴らしいパーフォー

マンスのレースをするが、今回やや息が出来ていない。最後の１００M でばてるかも。グランプリエンゼル

は手前が軽く、瞬発力筋力が強く維持筋力も高いので２着候補筆頭。エーシンダックマンは強烈な逃げを

打つがやや一本調子のため、強いメンバーには的にされやすい。ダノンフェアリーは維持筋力が強くセン

スもいいが最後１００M での攻防が不安。アポロフェニックスは瞬発力筋力が充実期に達しており、要注

意。スギノエンデバーはポテンシャルが足りないが好調なので食い込みも。３着候補にマジンプロスパ

ー、キョウワマグナム、スペシャルハートを押さえておく。 

１． 優勝はロードカナロア（確率７５％） 

２． ２着候補グランプリエンゼル、エーシンヴァ―ゴウ、エーシンダックマン、ダノンフェアリー、アポロフェ

ニックス、スギノエンデバーの順。３着候補マジンプロスパー以下３頭。 

３． 買い目ロードカナロアの単勝、ロードカナロアから２着候補６頭への馬連、３連単１着ロードカナロア２

着上記６頭３着上記９頭のフォーメーション。 

４． 究極の１点勝負：：：１着ロードカナロア２着グランプリエンゼル３着エーシンヴァ―ゴウ 
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平安ステークス 

Sunday, January 22nd, 2012  

―アンカツの法則を適応― 

安藤勝美騎手ほど超一流になると、自分で馬を選択したり騎乗数を決めたりできるのだが、私はアンカツ

が重賞に騎乗する日の勝負度合いにある法則を見つけた。それは今ここではお話できないが、平安ステ

ークスはまさにアンカツの法則がぴったりはまっている。能力的に勝てると踏んで乗ってくるはずだ。この

法則が適応された時の勝率、連対率は凄まじいものがある。正確なデータはないが恐らく勝率６割越え、

連対率８割越えぐらいだと思う。アドマイヤロイヤルは驚異的な末脚を持ち維持筋力も確かなので、このメ

ンバーでも最終コーナーで６，７馬身差ならば差し切れるだろう。アンカツも勝って、風呂に入ってうまい酒

を飲みたいことだろう。スタットジェルランはとにかく維持筋力が強く粘り腰である。川田騎手もあのロデオ

ばりの騎乗技術を身に着けて今１番の伸び盛り。２番手評価とする。エスポワールシチ―は本来実力ナ

ンバーワンだが、外枠に入ったことが問題である。最初に先行する時、脚を使いすぎるためよくゴール前

でばたばたになることがあるのも大概外枠の時だ。ちょっと危険な人気馬だ。サイレントメロディはやはり

瞬発力筋力が豊富で末脚は恐い。レーザーパレットは維持筋力も瞬発力筋力も十分なため平均的な走り

ができる。グランドシチーは最後の瞬発力が凄くよくなった。あわやのシーンも。タガノロックオンは先行し

て３６秒台で上がれるので維持筋力にまかせて恐い１頭。 

１． アドマイヤロイヤルの単勝、アドマイヤロイヤルから上記６頭への馬単裏表流し。３連複アドマイヤロ

イヤル、スタットジェルラン軸の上記５頭への流し。 

２． 究極の１点勝負１着アドマイヤロイヤル２着スタットジェルラン３着エスポワールシチー 
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AJCC 

Sunday, January 22nd, 2012  

―確実に勝つためレースを分けて使ってきた有馬記念上位組― 

先週の日経新春杯のトゥザグローリー、今週のルーラーシップのことである。２頭同じレースに出るとマッ

チレースになるので１週違いで出走。ルーラーシップにとって１着以外はいらない。トータルの筋肉ポテン

シャルから見て余程のアクシデントがなければ勝てるメンバー。是非完勝してほしい。連対確率は９０％

以上。これにゲシュタルト、ナカヤマナイト、トーセンレーヴが続く。ゲシュタルトは首の動きが良くなった。

ナカヤマナイトといい勝負をするだろう。ナカヤマナイトは維持筋力が増えて成長著しい。トーセンレーヴ

はまだ心肺能力が出来ていない感じだ。調教のいいリッツィースター、筋肉がほぐれてきたネヴァブション

を押さえて。 

１． 優勝はルーラーシップ。 

２． ２着は上記５頭。 

３． 買い目ルーラーシップから上記５頭への馬連。単勝。３連単ルーラーシップ１着固定の上記５頭の流

し。 

４． 究極の１点勝負。１着ルーラーシップ２着ゲシュタルト３着ナカヤマナイト 
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京成杯 

Sunday, January 15th, 2012  

―ホープフルステークス組より札幌２歳ステークス組― 

毎年今後のクラッシック戦線を占う意味で基軸となるレースがある。去年のシンザン記念や一昨年のアリ

ゼオが勝った新馬戦のようにそのレースの上位馬がその後どんどん活躍するようなレベルの高いレース

のことだ。今年のその基軸レースは札幌２歳ステークスだと思う。事実このレースで上位に入選した馬た

ちのその後の活躍ぶりを見れば明らかだ。その馬たちだけから買っていてもすごく勝ったことだろう。京成

杯は札幌組から２頭出走する。マイネルロブストとベストディ―ルだが勝つのはこの２頭のどちらかだろ

う。前にもお話したが、去年の夏頃は札幌方面の気候や芝状態が非常によく、今年は札幌デビュー組が

一番成長した。マイネルロブストは首の使い方が上手で中山の急坂を乗り切るには絶好の走法なのであ

る。さらに維持筋力も高く瞬発力は距離が伸びればより相対的優位に立てそうなので連対確率は７０％

以上と結論した。外枠も芝状態から不利ではないと判断。ベストディ―ルはセンスのいい走りで筋肉もや

わらかく自在の競馬ができる。器用だがすこし上品すぎる性格もあるので２番手評価。首の使い方がすご

くいいのがロジメジャーだ。この馬タイムは遅かったが維持筋力も瞬発力筋力も十分ありそうで得意の粘

りこみがありそうだ。アドマイヤブルーは１番人気だが、さほど瞬発力筋力が高いわけではない。中山向

きの筋力構成を持ち先行して最後少し叩けば伸びる。そんな感じだが札幌組には勝てないだろう。キネオ

ピューマは瞬発力筋力に優れ経験を積めば G1 出走も夢ではない。馬群を割る勝負根性はピカいち。レ

ッドシャンクスは瞬発力筋力も維持筋力も平均より少し上。でもその程度では勝てない。プーラヴィータは

瞬発力筋力と維持筋力のバランスがよく今なら食い込みもあり得る。３着の押さえにブライトライン、コス

モアンドロメダ、ジョウノバッカスをあげておく。 

１． 勝つのはマイネルロブストかベストディ―ルだが首の振りのいいマイネルロブストを上位にとる。 

２． 次は首の使い方のうまいロジメジャー、中山向きのアドマイヤブルー、大物キネオピューマ、レッドシ

ャンクス、プーラヴィータ。３着の押さえにブライトライン、コスモアンドロメダ、ジョウノバッカス 

３． 買い目マイネルロブストの単勝、マイネルロブストからベストディ―ル、ロジメジャー、アドマイヤブル

ー、キネオピューマ、レッドシャンクス、プーラヴィータ馬単裏表、マイネルロブストとベストディ―ルの縦

目、３連単マイネルロブストとベストディ―ル軸のマルチ上記７頭へ。 

４． 究極の１点勝負＠＠＠＠＠１着マイネルロブスト２着ベストディ―ル３着ロジメジャー、 
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日経新春杯 

Saturday, January 14th, 2012  

―この条件ならばスマートロビンー 

スマートロビンとトゥザグローリーの斤量差は 3.5 キロ、やく 3 と１/２馬身の実力差があると考えてつけた

ものだ。もちろんハンデ戦はゴール前で各馬が一線でゴールすることを理想とするレースなのでどの馬に

も勝つチャンスがある。ただ勝てる可能性のある馬は 2 頭、スマートロビンとトゥザグローリーだけだろう。

今回のレースではスマートロビンを上にとることにした。スマートロビンは恐らく、アンカツさんが逃げて自

分のペースに持ち込むはず。維持筋力が高く、今回は瞬発力筋力も十分鍛えてきたので絶妙のペース配

分で逃げ込みが決まると判断した。自在に動けないトゥザグローリーはこの 3 馬身半の差を詰めれるか

どうか？疲れもたまっている。京都の平坦の直線はあまり得意ではない。届かない可能性が高い。しかも

今、京都は前が速い。この 1 点勝負でもいいが、３，４着になる可能性も若干ありうる。ダノンバラードは

詰めが甘く瞬発力筋肉が少し足りないためだが、うーん 3 着が精一杯かな。ビートブラックは維持筋力不

足のため逆に京都はいいはず。トップカミングは調子を上げているので要注意。 

１． スマートロビンの単勝、複勝、スマートロビンからトゥザグローリー、以下 4 頭への馬連流し。スマート

ロビンから馬単 4 頭へ。3 連単スマートロビン、トゥザグローリー軸の 3 頭マルチ。 

２． 究極の 1 点勝負；；；1 着スマートロビン 2 着トゥザグローリー3 着ダノンバラード 
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フェアリーステークス 

Monday, January 9th, 2012  

―混戦ならばチェリーメドゥーサー 

能力は８頭くらいがほぼ横並びの一線でとても難しいレースになった。この混戦を制するのは勝負根性の

高い馬だ。勝負根性といってもよく意味がわかりにくいが、要は勝ちたいという本能が出た時、それが筋

肉に伝わり筋肉線維を刺激し究極のパワーを出せるかどうかという問題となる。そういう意味で、チェリー

メドゥーサは、前走牡馬混合戦で骨っぽいメンバーを相手に強烈な差し脚で差し切った。これがまた速い

流れだったことそして中山コースで差し切れたことが価値が高い。優勝１番手だ。フライングバルーンはこ

れまた牡馬混合戦でいったん先頭に躍り出たが差されてしまった。ただこれが中山なら坂を登ったところ

がゴールだ。維持筋力が持てばおもしろい。パストフォリアは先行力があり維持筋力、瞬発力筋力ともに

このメンバーでは上にランクされる。オメガハートランドは瞬発力筋力ではメンバー随一であるが、１６００

ｍはペースが緩まないので息が入りにくい、その点が気がかり。トーセンベニザクラは瞬発力筋力は高い

がやや後方からの差しになる分届かない可能性。ターフデライトは、瞬発力筋力は素晴らしいものを持つ

がなんせ経験不足、最初のペースに付いていけるかどうか。ダイワミストレスは初距離だが、差し脚に魅

力があり押さえに。シャンポールフィズは維持筋力が少し足らないが、ペースのバランスを保てれば恐い

一頭。アイスフォーリスはやや力不足だが堅実に走るタイプ。ラシンティランは維持筋力が少ないので中

山の坂は厳しい。 

１． 優勝はチェリーメドゥーサ、フライングバルーン、パストフォリアの順 

２． ２着候補オメガハートランド、トーセンベニザクラ、ターフデライト、ダイワミストラル、シャンポールフィ

ズ、 

３． ３着候補はアイスフォーリス、ラシンティラン 

４． 買い目：：：チェリーメドゥーサの単勝、チェリーメドゥーサから１，２着候補への馬単裏表、、フライング

バルーン、パストフォリアの縦目、３連単フォーメーション１着１６，２着１，４，８，９，１０，１３，１５，３着１，

４，７，８，９，１０，１１，１３，１５，１６ 

５． 究極の１点予想；；；１着チェリーメドゥーサ、２着 フライングバルーン、３着パストフォリア 
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シンザン記念 

Sunday, January 8th, 2012  

―軽い芝で軽快な脚を使えるタイプー（ピュアソウル） 

ディ―プ産駒の典型的タイプであるピュアソウルはいかにも京都芝向きの筋力構成と走法をしている。維

持筋力よりも軽く瞬発力筋力を繰り出せる手前のきいた走りはこのメンバーの中でも抜けた存在で G2,G3

ならすぐに勝ち切れそうだ。サンシャインもこれと似たようなタイプだがお姉さんのワンカラットに似て少し

首の振りがぎこちない。ここが解消されればパワー炸裂である。オリービンは走りは固い感じでやや柔軟

性に欠けるが維持筋力があるので堅実な成績をあげている。マイネルアトラクトはグンと成長した感じが

あって瞬発力筋力がパワーアップした。タツストロングは速いペースで勝っているので維持筋力がかなり

高いと思われる。アンカツがぐっと溜めて乗ればいい線いくのでは。トウケイヘイローは悲しいかな維持筋

力が足らず１４００ｍまでと踏んでいる。最後ばたっと止まりそうだ。プレミアムブルーは維持筋力が増強さ

れて期待できる。グラーネは瞬発力筋力が豊富で１枠で距離ロスなく乗れればというところ。ジェンティル

ドンナは遅いペースの中での勝しかなく、しかも反応が遅い。調教もいまいちで評価を下げた。最後に維

持筋力はそこそこのタイセイシュバリエを取り上げる。 

１． 買い目；ピュアソウルの単勝、ピュアソウルから上記９頭への馬単裏表、、サンシャイン、オリービン

の縦目を押さえて、３連単ピュアソウル、サンシャイン２頭軸のマルチ８点流し。 

２． 究極の１点予想。１着ピュアソウル２着サンシャイン３着オリービン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

 

京都金杯続き 

Thursday, January 5th, 2012  

８頭目はタマモナイスプレイ。特注。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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阪急杯 

Sunday, February 26th, 2012  

―２連勝するほどの筋肉ポテンシャルはない（サンカルロ）－ 

重賞を２連勝するほどの筋肉構成を持つには相当な高いレベルの筋肉の優位性が必要である。残念な

がらサンカルロにはそこまでの筋肉ポテンシャルはない。しかも追い込み一途の維持筋力しかないので

は今回の勝利は難しい。ガルボはどうか？先のレースを見ると叩いて叩いてのしのぎあいに勝ったこと

が、筋肉のポテンシャルは相当高くなったと判断した。叩きあいを制するということは維持筋力を絞り出し

たということで前走でそれが出来てなおかつ瞬発力筋力も増強してきているので確勝を期待。相手筆頭

はやはりサンカルロだが４着以下の可能性もある。マジンプロスパーはまだ筋肉が成長途上だが維持筋

力が生かせる阪神は〇。ルナキッズの瞬発力筋力は高く差せばサンカルロよりも先着する可能性があ

る。メモリアルイヤーの逃げは外連味がなく少し期待。キョウワマグナムは維持筋力が不足も内で脚を溜

めれば瞬発力筋力だけでなんとかなるかも。オーセロワの逃げはやや単調すぎるので３着が精一杯か。 

１． 優勝はガルボ、以下上記６頭の筋力評価順。 

２． 買い目ガルボの単勝、ガルボから上記６頭への馬単裏表、３連単１着固定ガルボ２．３着上記６頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ガルボ２着サンカルロ３着マジンプロスパー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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中山記念 

Sunday, February 26th, 2012  

―獲物を追うジャガ―のような走り（フェデラリスト）― 

昔ヒシアマゾンという最強牝馬がいたがまさにその走りは獲物を捕らえるチーターのごとくしなやかで全身

が毬のように弾けるようなスピード感に感動を覚えたものだ。それに近いものをこのフェデラリストの走り

を見た時に感じた。ヒシアマゾンほどの迫力はないもののその柔軟な筋肉と加速するごとに重心が下に

下がっていく重厚感そして狙いを定めると決してあきらめない精神力、これはもう１流の部類に属する。僕

らの胸に感動を与えてくれる。今回もきっとシルポートめがけてジャガーが獲物を捕らえるように追い込ん

でくるだろう。もともと４歳勢でオルフェーブルの次に強いのはレッドデイヴィスだと僕は思っている。強靭

な維持筋力を持ち、そして最後長く使える瞬発力筋力を繰り出す。これが２番手評価。トゥザグローリーは

維持筋力は高いが疲労がたまりやすい特性を持っている。だから突然大負けすることがあるのだが、今

回の調教でもその疲労徴候が出ていた。それにやや距離が短いかもあくまで長い距離での相対的瞬発

力勝負向きなのだ。ダイワファルコンはこの条件はベスト。緩いペース配分で維持筋力が温存できれば２

着もある。シルポートはペースのいいできれば早い逃げを打てれば維持筋力が結構あるので粘りこめる

が緩めの逃げだと恰好の餌食となりやすい。ネオサクセスは、瞬発力筋力が高いだけでなく維持筋力も

充実してきたので思い切って前で競馬をしたほうがいい。後ろからではやはり届かないだろう。フィフスぺ

トルは G1 級の筋肉ポテンシャルを完備しているものの冬場の休み明け、まだ筋力が戻り切っていない感

じ。 

１． 優勝はフェデラリスト、レッドデイヴィス、トゥザグローリーがつぎの候補。以下ダイワファルコン、シル

ポート、ネオサクセス、フィフスぺトルの順。 

２． 買い目＠＠＠フェデラリストの単勝。フェデラリストから馬単裏表１．４．５．７．９．１１、３連単軸２頭

３．５から１．２．４．６．７．９．１１マルチ 

３． 究極の１点勝負１着フェデラリスト２着レッドデイヴィス３着トゥザグローリー 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

アーリントンカップ 

Saturday, February 25th, 2012  

―上位陣総崩れの可能性ありー 

ほとんど信頼に足る馬がいない大波乱の可能性を秘めたレースだ。ここならヴェアデイロスの瞬発力筋

力を取る。相手もこの場合総流しで。 

１． １２の単勝、複勝、１２から馬単裏表総流し。三連単１２．１０が軸、１．２．３．５．６．７．８．９．１３マル

チ 

２． 究極の 1 点勝負 1 着ヴェアデイロス 2 着ヴィンテージイヤー3 着オリービン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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フェブラリーステークス 

Sunday, February 19th, 2012  

―本当にこんな緩い仕上げで勝ち切れるのか？トランセンドー 

いやどう見てもトランセンドの調教は緩い。いくら輸送があるからとはいえいつもはもう少し目一杯追い切

っていたはずだ。恐らくこの後に控えているドバイを視野に入れた仕上げなのかと思う。トランセンドのよう

に天性に筋肉が柔軟で繊維が太いタイプはあまり強い調教は必要ないのだが、きちっと追い切りを１－２

本は入れないと筋肉の隅々のミトコンドリアに酸素を送り込むことができないので維持筋力が十分に発揮

できない可能性がある。維持筋力が不十分なら瞬発力筋肉も点火しない。でもトランセンドは９５パーセン

ト以上の確率で連対は確保するだろう。軸はトランセンドでいい。もしトランセンドを負かすとしたなら、トラ

ンセンドを追って先行する馬ではないはずだ。今までもことごとくそのタイプの馬たちを潰してきた。ならば

トランセンドに先着する馬は、極端な逃げ馬か差し馬に限られる。逃げ馬で勝てそうな馬は残念ながらい

ない。エスポワールシチ―は今回逃げてくると思うが、瞬発力筋力が他の馬に比べてあまり高くないため

東京ではまず差される。ワンダーアキュートはトランセンドを意識しすぎて勝ちに行くだろう。この場合前半

でかなり維持筋力を使うので最後の伸びにかけてしまいそうだ。ならば後方から脚をためて追い込んでく

るシルクフォーチュンの勝つための絶好の条件が整う。シルクフォーチュンは瞬発力筋力は抜群に高く差

しは超一級である。この馬は調教がいいと成績がいまいち、調教でよく見えないと結果がいい。これは馬

が自分で調整しているのだろう。ブエナビスタもそうだった。３４秒台で上がれば勝てる。もう１頭勝てると

したならば、中段より後ろを追走するヒラボクワイルドだ。この馬は成長力からすると NO1 で今回のように

ノーマークの時に爆発的な瞬発力筋力を繰り出す。ターボが効いている。今回狙い目。ワンダーアキュー

トは先の理由から４番手評価。エスポーワールシチ―も５番手評価。あとは東京ダートにぴったりの走りを

見せるスマイルジャック。先行すれば相当な維持筋力で粘りを見せるトウショウカズン。粘るなら維持筋力

が高く戸崎のうでを買ってナイキマドリード。 

１． トランセンドの連対確率は９５パーセント以上。シルクフォーチュンが逆転１番手、次がヒラボクワイル

ド。 

２． 買い目＠＠＠トランセンドのから馬連流し１．３．４．５．９．１０．１４ 

３． トランセンド、シルクフォーチュン軸の３連単マルチ上記６頭へシルクフォーチュンとヒラボクワイルド

の単勝を少々。 

４． 究極の１点勝負＠＠＠＠１着トランセンド２着ヒラボクワイルド３着シルクフォーチュン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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ダイヤモンドステークス 

Saturday, February 18th, 2012  

―競走馬の８００M 走かなー 

競走馬の３４００m は人間でいうと８００m 走位に当たる。最後はかなり苦しいはずだ。だから斤量の軽い

馬や若い 4 歳馬の活躍が目立つレースだ。ここは維持筋力がある馬でないと狙えない。さらに最後瞬発

力筋力が残っていないと逃げてもさされてしまう。本命はギュスターヴクライを抜擢する。この馬維持筋力

は非常に高く上がりも強烈な瞬発力筋力が繰り出せる余裕がある。55 キロの斤量なら勝利に一番近い。

3 着までの可能性ならマイネルキッツだ。維持筋力ならばこのメンバーでも最も高い。しかし５８．５キロの

負担はズシンとくるだろう。ただ持ち前の自力でしかも馬場が渋ればそれをカバーできると読んだ。スマー

トロビンは維持筋力は充実しているも前に行くと差される懸念がある。最近アンカツの判断もあまりよくな

い。トパンガは今日のような馬場は歓迎だろう。もともと維持筋力が強くそれに頼りすぎるので重馬場はい

い。ビートブラックは筋肉の成長が乏しい。期待の馬だが重は苦手。維持筋力が足りない。トウカイトリッ

クは歳だが維持筋力はまだまだ若いものには負けておりませんぞ。ヤングアットハートには維持筋力的

にやや長いか。リッカロイヤルのほうが長い距離は魅力的。 

１． 買い目：：：ギュスターヴクライの単勝、ギュスターヴクライから１．３．６．７．１０．１２．１５への馬単裏

表、3 連単３．１６の軸上記 6 頭マルチの流し 

２． 究極の 1 点勝負＠＠＠＠1 着ギュスターヴクライ 2 着マイネルキッツ 3 着スマートロビン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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共同通信杯 

Sunday, February 12th, 2012  

―共同通信杯の謎― 

共同通信杯には２つの謎がある。ひとつはこのレースの連対馬はここ１０年、クラッシックでの活躍がない

こと。もうひとつはこのレースをデビュー３戦で臨んだ馬の連対がないこと。この時期になぜ１８００ｍなの

かという疑問があるが、それは皐月賞やダービーに結びつかない距離だからだ。１８００ｍで好走する馬

は２０００や２４００ｍで好走するタイプではなく、クラッシックを狙ってくる馬はあえてこのレースを使わな

い。さらにこの後のローテが非常に難しくなるのでできれば１２月使って休ませたほうがいい。でなければ

このレース後、弥生賞やスプリングステークスから皐月賞を使っていくとダービーまできついローテになっ

てしまう。だから何かわけありの馬たちが出てくると思って間違いない。デイープブリランテは世代最強の

維持筋力を持ち、ダービー最有力だが１２月に使って弥生賞まで休ませるべきだった。調教でも明らかに

太い、筋肉が硬くなっている、最後ばたばたでとても勝ち切れる状態にない。また前走から３か月以上開

いておりこのタイプの馬はついぞ連対したためしがない。冬場の馬の調整の難しさを痛感する。負けるな

ら今回だろう。ゴールドシップは当世代最高峰のレースだった札幌２歳ステークスの２着馬で、これからも

ずっと札幌２歳組を狙っていけば勝てる。この馬もわけありでいいところまでいって重賞で勝ち切れない、

もう少し賞金がほしいという理由だろうが、僕は休ませて春から始動したほうが良かったと思う。好調シル

クシュナイダーと併せていい追い切りを見せたし、維持筋力は当世代 NO1 だろうし叩けばいくらでも伸び

るので東京コースは一番合うだろう。勝ちにきている。その代りデイープはこれ以上太らせないための運

動がわり。維持筋力は十分で今の東京の馬場にぴったりのコスモオオゾラもやはり賞金加算のためで２

着以上を狙う。運動程度でもデイープは３着には来ると読んでいる。まとめて負かすならストローハット。

瞬発力筋力に優れすでに東京１８００で１分４７秒前半をクリアしている。いつもの勝ちタイムだ。スピルバ

ーグは持ち前の瞬発力筋力でどこまでいけるか？アーカイブは瞬発力筋力は高いが維持筋力は疑問。

ブライアンズオーラは筋肉構成が東京向き。エネアドは瞬発力筋力が見劣る。 

１． デイープはジョギング程度。ゴールドシップは勝ちに来る。まとめて負かすならストローハット。 

２． 買い目；；；ゴールドシップの単勝、ゴールドシップから２，４，６，８，９，１０，１１への馬単裏表。ゴール

ドシップ、デイープ軸の３連単マルチ上記５頭流し。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ゴールドシップ２着コスモオオゾラ３着デイープ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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京都記念 

Sunday, February 12th, 2012  

ー上位４頭のつばぜり合いー 

ヒルノダムール、ウインバリアシオン、トレイルブレイザー、ダークシャドウは横一線で甲乙つけがたい。た

だ冬場の厳寒期に３か月以上休んだ馬は過去もあまりいい成績ではないのでそこはどのレースでもポイ

ントになる。ここは成長力と調教状態からトレイルブレイザーを本命とする。このメンバーでも維持筋力も

瞬発力筋力も２－３番手に入りさらに調教ではトゥザグローリーを突き放すほど絶好調。状態はピークに

達しているとみた。２番手はヒルノダムール。もともとパワータイプに見られがちだが意外に線が細く直線

の坂でスピードダウンする。だから京都で G1 が取れたわけだ。ただ少し疲労気味の筋肉で１着までは厳

しい。ダークシャドウはセンスと瞬発力筋肉はトップクラス、ただ２２００M はやや長い、心肺能力が休み明

けで全開でないため３番手評価。ウインバリアシオンは、瞬発力筋力は素晴らしいが後方からになるため

どうしても勝ち切れない。アンカツもやや今年判断が悪いので４番手。ならばやはり平坦なら瞬発力筋力

が生きるゲシュタルトがねらい目。トーセンラーはポテンシャル的に厳しい。 

１． 買い目；；トレイルブレイザーの単勝、馬単裏表３－１．６．７．９、３連単１着固定３、２着１，６，７，９、

３着１．４．６．７．９；；；１着１，７，９、２着３、３着１，４，６，７，９ 

２． 究極の１点勝負＠＠＠１着トレイルブレイザー２着ヒルノダムール３着ダークシャドウ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

クイーーンカップ 

Saturday, February 11th, 2012  

―東京芝は先行、内ラチ有利― 

やはり今日の東京の芝は先行しないとなかなか外からの差しは決まらない。先行できる維持筋力を持つ

馬でないと勝てない。その中でも最後瞬発力筋力を発揮できる馬が勝利するだろう。カラヴァ―ルは１戦

しかしていないが、先行できる維持筋力はたっぷりで抜け出した後の瞬発力も素晴らしい。ペースが上が

ったほうがもっと凄いパーフォーマンスを見せてくれそうで今年まず最初のダイヤモンドを見つけた気分

だ。維持筋力ではヴィルシーナが最も高そうで前走も理想的な競馬ができたように今の馬場状態にぴっ

たりだ。これが２番手、３番手は末脚強烈なターフデライトを狙う。前走で速いペースになれたので高い瞬

発力筋力で中位からの差しを期待。イチオクノホシは今日の馬場では差し切れないと思う。維持筋力があ

まり強くないため前で競馬すると最後伸びない。ミッドサマーフェアは維持筋力も瞬発力筋力も高く中位で

ためれば食い込みも。エクセラントカーヴはやや維持筋力が弱いかもしれないがセンスのいい走りをす

る。オメガハートランドは少し疲労気味か。 

１． 買い目；カラヴァ―ルの単勝、カラヴァ―ルから馬単裏表３．８．９．１０．１２．１５、３連単２．９軸のマ

ルチ３．４．５．８．１０．１２．１５へ 

２． 究極の１点勝負＠＠＠１着カラヴァ―ル２着ヴィルシーナ３着ターフデライト 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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きさらぎ賞 

Sunday, February 5th, 2012  

―筋肉の柔軟な馬が伸びるー 

１．買い目ベールドインパクトの単勝、ベールドインパクトから４，６，７，８，９，１０，１１馬単裏表、３連単

軸６．１３    ４，７，８，９，１０，１１マルチ 

２．究極の１点勝負 １着ベールドインパクト２着アルキメデス３着マジカルツアー 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

東京新聞杯 

Sunday, February 5th, 2012  

―ダノンシャークの差脚を信頼― 

１． 買い目ダノンシャークの単勝、ダノンシャークから４．５．６．７．８．１０．１３．１５．１６馬単裏表、３連

単１着１２、２着４，６，８，１０，１３，１５，１６  ３着４．５．６．７．８．１０，１３，１５，１６ 

２． 究極の１点勝負   １着ダノンシャーク２着コスモセンサー３着マイネルラクリマ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for March, 2012 

マーチステークス 

Sunday, March 25th, 2012  

―ちとシルクシュナイダーには荷が重すぎるー 

成長著しいシルクシュナイダーにとって１番人気になってはいるが、まだこのメンバーで勝ち抜くには荷が

重そうだ。もちろんコンスタントに瞬発力筋力を繰り出せるが、維持筋力がまだ不十分。勝ち抜くにはもう

少し維持筋力を強化するべきだろう。かわって本命はナムラタイタン。維持筋力も瞬発力筋力も超１級で

調教でも筋肉はできている。きちんと狙いを定めれば勝てるはず。先行馬がそろったため、サイレントメロ

ディーの差しが届く可能性がある。やや重馬場の差脚は信頼できるだろう。逃げ馬も１－２頭は残る可能

性があるが、中でもトーセンアドミラルは維持筋力が強いため最有力。次が粘り強い筋肉を持つマイネル

オべりクス。アイファーソングも維持筋力は大幅に強化され、先行勢からはポテンシャルの高いブルロッ

ク。 

１． 買い目＠＠＠ナムラタイタンの単勝。ナムラタイタンから３．５．８．１１．１２．１３への馬単裏表。３連

単ナムラタイタン１着固定２，３着上記６頭 

２． 究極の１点勝負＠＠＠１着ナムラタイタン２着シルクシュナイダー３着サイレントメロディ― 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

高松宮記念 

Sunday, March 25th, 2012  

ーV8 エンジン搭載のロードカナロアで決まりー 

ロードカナロアは単なる短距離馬ではなく、維持筋力は十分であるだけでなく瞬発力筋肉は V8 並みの爆

発力がある。さらにこの中間坂路調教を繰り返し後肢の筋力アップを図ったため縦横無尽のレースができ

る。確勝を期待。カレンチャンは、もともと維持筋力優位の筋肉構成のため、新しい中京コースは合うは

ず。ただロードカナロアの瞬発力にはかなわないでしょう。アグネスウイッシュは途轍もない瞬発力筋力を

持ち差し脚は驚異であるが、維持筋力がやや弱いため２着がやっとか。サンカルロは、維持筋力も瞬発

力筋力も上位であるが、恐らく最後方からの追い込みになるので勝ち負けまでは厳しいと読んだ。マジン

プロスパーのストライドの大きい重心の低い走法は維持筋力があるので驚異。グランプリエンゼルは重い

芝は得意。サクラゴスペルは筋肉のポテンシャル的に足りないが、伸びのある走りで期待できる。最後に

大穴はサンダルフォン。維持筋力、走法からすると中京コースはぴったりだ。 

１． 勝つのはロードカナロア。２、３着候補はアグネスウイッシュ、カレンチャン、サンカルロ、マジンプロス

パー、グランプリエンゼル、サクラゴスペル、サンダルフォンの順 

２． 買い目＠＠＠ロードカナロアの単勝、ロードカナロアから２，３，１０，１１，１２，１４，１７、への馬単裏

表、３連単１着固定ロードカナロア２，３着上記７頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ロードカナロア２着アグネスウイッシュ３着カレンチャン 

http://jin-c.com/blog/?p=104
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=104#respond
http://jin-c.com/blog/?p=103


毎日杯 

Saturday, March 24th, 2012  

―今年の基幹レースは京成杯― 

3 歳の去年の基幹レースは札幌 2 歳ステークス。今年は京成杯。この上位馬から買って間違いない。 

１． 買い目＠＠＠アドマイヤブルーの単勝、アドマイヤブルーから１．４．６．７．９．１１．１３への馬単裏

表、3 連単 1 着固定２，３着上記７頭への流し。 

２． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着アドマイヤブルー2 着フジマサエンペラー3 着スピルバーグ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

日経賞 

Saturday, March 24th, 2012  

―筋肉疲労がたまりやすく連勝は難しい（ルーラーシップ）― 

ルーラーシップは筋肉疲労がたまりやすく抜けにくい。だから連勝が難しい馬だ。今回の追いきりも溌溂と

した筋肉の躍動感に欠ける。2 着が精一杯か。軸は維持筋力の充実著しいコスモロビンで間違いない。 

１． 買い目＠＠＠コスモロビンの単勝、コスモロビンから５．７．９．１０．１１．１３．１４への馬単裏表、3 連

単コスモロビン 1 着固定２，３着上記７頭流し。 

２． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着コスモロビン 2 着ルーラーシップ 3 着ウインバリアシオン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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スプリングステークス 

Sunday, March 18th, 2012  

―札幌２歳ステークス組を狙えー 

以前から何度も申し上げている通り、昨年の札幌は気候がよく馬の筋肉の成長には最高の環境だった。

その上位入選馬はその後ことごとく勝つか連にからんでいる。その傾向は現在でも継続中である。今回

はその覇者グランデッツァの登場である。雄大なあり余る維持筋力を持ち、さらに強靭な瞬発力筋力を持

つ。今回の追い切りでも筋肉の９割程度は出来上がっておりまずは１着候補。そのレース３着のマイネル

ロブストが２番手評価。追い切りはほぼ満点の出来。さらに首の振りやピッチ走法から考えると重馬場は

得意なはず。１着でもおかしくない。ゼロスは逃げるととてもしぶとい維持筋力を持ち、あのワールドエー

スも負かしたほどだ。しかしこの馬ストライドの大きさと走法から見ると中山は少し不向きかもしれない。坂

でスピードダウンすると判断した。デイープブリランテは維持筋力は最高レベルにあるものの、かなり疲労

がたまっている調教状態で今回も勝てないと思う。アルフレードは、瞬発力筋力を繰り出すために重馬場

ではやや完全燃焼できない走りだ。ならば維持筋力、瞬発力筋力ともに急成長のロジハーツが穴をあけ

るほうに可能性を感じる。 

１． １着はグランデッツァかマイネルロブスト、２着候補はゼロス、デイープブリランテ、アルフレード、ロジ

メジャー 

２． 買い目＠＠＠グランデッツァの単勝、グランデッツァから上記５頭への馬単裏表、３連複グランデッツ

ァ、マイネルロブスト軸の上記４頭プラス２，１０，１２への流し、３連単グランデッツァ、マイネルロブスト軸

の上記７頭マルチ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着グランデッツァ２着マイネルロブスト３着ゼロス 

Posted in 未分類 | 1 Comment » 

 

 

究極のウインファイブ２０１２，３，１８ 

Sunday, March 18th, 2012  

中山１０レース１，２，７，８ 

阪神１０レース５，７，９ 

中京１１レース１，２，９ 

阪神１１レース１２ 

中山１１レース３，１４ 

以上７２点 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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阪神大賞典 

Sunday, March 18th, 2012  

―オルフェーブルにとってはジョギング程度でいいー 

オルフェーブル以外の陣営で本当に勝とうと思って出走する馬はいないだろう。そのくらい力の差が歴然

としたメンバー構成である。要するに他の馬は「どうぞオルフェーブルさん行ってください。」私たちは２着

を狙います。そんな感じのレースだ。だからオルフェーブルの話はこれでおしまい。後は２，３着を見つけ

るだけ。本来なら昨年の天皇賞馬ヒルノダムールが最有力だが、調教を見るとかなり筋肉疲労がきてい

る。最後の坂までもたないかもしれない。むしろギュスターヴクライの維持筋力の成長力に期待できる。じ

わじわと伸びるその末脚は１着は無理でも２，３着は固いはず。さらにまともに最後追えればかなり違った

結果が今までも出ていたはずのジャガーメイルが次の候補。筋肉疲労がたまりやすいタイプにとって休み

明けの輸送競馬はいい条件だ。コスモヘレノスは本来維持筋力十分だが、調子を崩していた。今回の調

教ではかなり復調気味で狙える。後は年とっても維持筋力は十分のトウカイトリックを３着候補に加えれ

ば万全だろう。 

１． １着はオルフェーブル２着ギュスターヴクライ、ジャガーメイル、コスモヘレノス、ヒルノダムール３着候

補にトウカイトリックを加える。 

２． 買い目＠＠＠オルフェーブルの単勝、オルフェーブルのから４頭への馬連流し。３連単１着オルフェ

ーブル２着上記４頭３着トウカイトリックを加えた５頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着オルフェーブル２着ギュスターヴクライ３着ジャガーメイル 

Posted in 未分類 | No Comments » 

フィーリーズレビュー 

Sunday, March 11th, 2012  

―絶好のバランス感覚を持つ桜花賞最有力馬（アイムユアーズ）－ 

桜花賞戦線は混とんとしてきたがもしこのレースでアイムユアーズがきっちり勝てれば恐らくこの馬が最

有力となるだろう。アイムユアーズは先行しても中位につけても維持筋力が高いため最後瞬発力筋力を

繰り出せる。今回も追い切りは瞬発力筋力が既に出来上がっている印象で維持筋力もやわらかい筋肉

ゆえ完璧な仕上がりだ。イチオクノホシは維持筋力の若干の不足のため後方からでないとなかなか差し

切れない。今回大外をひいてしまったため、恐らく後方からの競馬になる。しかし阪神コースでは後方待

機ではまず３着にも届かないため今回は３着候補。ファインチョイスは爆発的な瞬発力筋力を持ちこれが

炸裂すると驚異だ。この馬は疲労が筋肉にたまりやすいため休み明けのほうがいい。追い切りも弾けそう

な勢いだ。勝機まである。ビウィチアスは中途半端な筋肉構成をもち維持筋力、瞬発力筋力ともに平均以

上だが抜けた存在ではない。このタイプはいつも２－３着にはくるが勝ち切れない。プレタノートは最後の

瞬発力筋力にかけてどこまでいけるか。ラシンティランテは瞬発力筋力がほどほどにあるためいつもチェ

ックが必要。アイラブリリは維持筋力評価から１４００までは持つと判断した。 

１． 勝つのはアイムユアーズ、２３着候補は上記６頭。 

２． アイムユアーズの単勝、アイムユアーズから上記６頭への馬連、３連単１着固定アイムユアーズから

上記６頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着アイムユアーズ２着ファインチョイス３着ビウィチアス 
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中山牝馬ステークス 

Sunday, March 11th, 2012  

―普通に乗れば勝てるはずだ（コスモネモシン）－ 

このメンバーでもコスモネモシンの瞬発力筋力は１．２を争うほど高く、最終コーナーまで騎手がきちんと

制御できれば勝てると判断。後は騎手の腕次第。調教も絶好調。前走も軸にして惨敗したが、あれは今

回のレースの叩き台だったと思う。オールザットジャズは折り合いがよく維持筋力に優れ、また勝負根性

も高い。抜け出す時の瞬発力筋力も十分であり優勝候補の一角。アカンサスも維持筋力、瞬発力筋力と

もに上位でヨコノリがうまく乗れば勝ちまであり得る。ドナウブルーは、瞬発力筋力ではメンバー随一だが

前走で力を使い果たした感じがある。少し疲労気味だ。ホエールキャプチャは維持筋力、瞬発力筋力とも

に素晴らしいがもう一つ筋肉の出来上がりが不十分だ。狙いは次走。カルマートは維持筋力が強くペース

が緩み重馬場は大歓迎。穴にねらえる。アプリコットフィズは瞬発力筋力がうまくためて繰り出せればいい

結果が出る。これは騎手の腕次第。 

１． 優勝はコスモネモシン、オールザットジャズ、アカンサスの順。以下は上記４頭。 

２． 買い目＠＠＠コスモネモシンの単勝、コスモネモシンから上記６頭への馬単裏表、オールザットジャ

ズとアカンサスの縦目、３連単コスモネモシン１着固定２着３着上記６頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着コスモネモシン２着オールザットジャズ３着アカンサス 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

中日新聞杯 

Sunday, March 4th, 2012  

新しい中京コースは維持筋力６瞬発力筋力４の競馬 

上の条件にこのレースぴったりなのはダンツホウテイ 

１．買い目＠＠＠ダンツホウテイの単勝、３から馬単１．１０．１１．１２．１３．１４．１６．１７裏表流し、３連

単軸３．１３  上記７頭マルチ 

２．究極の１点勝負＠＠＠１着ダンツホウテイ２着ダノンスパシーバ３着コスモファントム 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for April, 2012 

« Older Entries 

天皇賞春 G1 

Sunday, April 29th, 2012  

―京都では信頼できないオルフェーブルー 

オルフェーブルはとても賢い馬なので、いつも坂の頂上から少し走ったところがゴールだと思っている。他

のコースと違って京都は３－４コーナーに坂があるため前走のような事件が起きたと仮説をたてた。そう

すると今回も３－４コーナー坂のあがったところで恐らく異常な動きをする可能性が高い。そこを制御でき

るかどうかの問題だが、いくら強くてもそんな状態の馬を軸にはできない。ここは２つパターンを考えて予

想を組み立ててみた。制御できた場合、たぶん１着か２着だろう。制御できない場合２－４着の可能性が

高い。いずれの場合でもオルフェーブルに邪魔されずに走れることとその中で一番筋肉ポテンシャルが

高いことが条件となる。上記の条件を満たすのはギュスターヴクライだ。維持筋力は最高レベル、瞬発力

筋力も高く何より３－４番手でレースを運べるし先行馬を導くには今蛯名騎手が一番だろう。２番手は JC

優勝馬ローズキングダムを抜擢。京都はよく走るオルフェーブルより前で競馬できて瞬発力筋力もに優れ

ている。そろそろ連対か。３番手にオルフェーブル。４番手にウインバリアシオンだが、いままでオルフェー

ブルより前でゴールしたことがないし今の武豊では追い切れないだろう。後は粘りのある筋肉のヒルノダ

ムール、消耗戦向きのトーセンジョーダン、維持筋力が凄いナムラクレセント、いずれも維持筋力が高く狙

いを定めてきた、ユニバーサルバンク、クレスコグランド、最後に維持筋力も瞬発力筋力も魅力的なトウカ

イパラダイス。 

１． オルフェーブルは３－４コーナーで異常な動きをするはず。いずれにしても２着は確保しそうなギュス

ターヴクライを軸、上り勝負でローズキングダムを対抗。 

２． 買い目＠＠＠ギュスターヴクライの単勝、複勝、ギュスターヴクライから３．７．１１．１２．１４．１５．１

６．１７．１８馬単裏表、３連単はマルチ軸２頭 8.14 から３．７．１１．１２．１５．１６．１７．１８．３連単マルチ

軸２頭８．１８  ３．７．１１．１２．１４．１５．１６．１７ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ギュスターヴクライ２着ローズキングダム３着オルフェーブル 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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青葉賞 

Saturday, April 28th, 2012  

ー2 段階式ターボエンジンを持つタムロトップステイー 

引きつけて来たところで再度ターボ加速されると、どんな馬でもたまったものではない。そんな芸当ができ

るのがタムロトップステイだ。特に重馬場でされた日には、お手上げ。維持筋力も十分。今日の条件はピ

ッタリだ。サトノギャラントの瞬発力筋力は東京コースで生きるはずいつも脚を余す傾向があるので期待

できる。ジャングルクルーズは並外れた瞬発力筋力を持つもののなかなかエンジンに火がつかない。た

だし調教が筋肉、走法ともよくなっていたため 3 番手評価。フェノーメノは人気のわりには瞬発力や筋肉

総ポテンシャルは高くない。芝でも十分にその筋力ポテンシャルの通用するダノンゴールドは面白い。維

持筋力での粘り込みには１１，１２，１３を抑える。最後にヤマニンファラオは差して単勝まで考えるべきだ

が外枠が不利か。 

１．買い目＠＠＠タムロトップステイの単勝、複勝、８から馬単裏表１．５．７．１１．１２．１３．１６．１７＠3

連単 1 着固定８＠２，３着上記 8 頭流し。 

２．究極の 1 点勝負＠＠＠1 着タムロトップステイ 2 着サトノギャラント 3 着ジャングルクルーズ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

マイラーズカップ 

Sunday, April 22nd, 2012  

ーエイシンアポロンは初戦から狙えるー 

筋肉の柔軟性と関節の柔らかさは当代随一であるエイシンアポロンは調教でも筋肉充填は高く休み明け

でも初戦から連をはずすことはなさそうだ。しかもシルポートが逃げるレースは後方の有力馬はまず届か

ない。２－６番手でレースを進める馬の勝ちの可能性が高い。おそらく２番手はコスモセンサー５，６番手

にエイシンアポロンだろうから一番瞬発力筋力の高いこの２頭のどちらかが優勝するはずだ。そのあとに

やはり先行して瞬発力の高いフィフスペトル、レッドデイヴィスなどが続く。差しならダノンヨーヨー、ダノン

シャーク、ネオサクセスがねらい目。トーセンレーヴはあまり筋肉ポテンシャルは高くない。最後にシルポ

ートの逃げ粘り。 

１．エイシンアポロンかコスモセンサーが勝つ。 

２．買い目＠＠＠エイシンアポロンの単勝。エイシンアポロンから馬単裏表上記８頭へ、３連複、３連単エ

イシンアポロン、コスモセンサー軸の上記７頭マルチ。 

３．究極の１点勝負＠＠＠１着エイシンアポロン２着コスモセンサー３着ネオサクセス 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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フローラステークス 

Sunday, April 22nd, 2012  

―トライアルでも勝ちに来るだろうミッドサマーフェアー 

ミッドサマーフェアの筋肉ポテンシャルは、抜けているし雨が降ればさらに相対的に維持筋力が上がるた

め当然勝つだろう。このレースオークストライアルのため３着までにはいればいいという考えの陣営も多

い。ミッドサマーフェアにとっても同じことだが、ただ蛯名騎手が乗る限り２，３着で甘んじることはないだろ

う。アパパネでも彼は毎回馬の能力を最大限に引き出しそして鍛えていくタイプなので確実に勝ちを意識

した乗り方をするはずだ。まずは完勝を期待。２着候補は難しい。この場合１着狙いではなく２，３着を目

指すにはあえて極端な逃げや差しをとったほうが確率が高いからだ。ラスヴェンチュラスは吉田豊騎手が

その瞬発力筋力を生かすため後方から差しに賭けるはずだ。ゴールデンナンバーは器用な走りをするし

瞬発力筋力も維持筋力もかなり高い。レッドマーキュリーは逃げを打って維持筋力に賭けるはず。さらに

維持筋力が高いヘレナモルフェ、後方からチェリーメドゥーサ、調教のよかったウイングドウィ―ル、維持

筋力が戻っていればコスモアンドロメダ、瞬発力筋力のいいターフデライト、セコンドピアットまで。 

１． ミッドサマーフェアの勝ちは固いが３連単は荒れる。 

２． 買い目＠＠＠ミッドサマーフェアの単勝、複勝、馬連、馬単上記９頭へ、３連単ミッドサマーフェア１着

固定２，３着上記９頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ミッドサマーフェア２着ラスヴェンチュラス３着ゴールデンナンバー 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

福島牝馬ステークス 

Saturday, April 21st, 2012  

―男勝りの筋肉を持つオールザットジャズで連対はいいもののー 

このメンバーではオールザットジャズの維持筋力も瞬発力筋力も少し抜けている感じである。でも頭鉄板

と言えないのは、福島が先行有利な馬場状態であることと、藤岡佑騎手が一番人気の時の勝率がとても

悪い印象があるからである。なぜか一番人気の時は思い切った戦法が取れずに 2 着が多い。だからあえ

て連対候補に止める。1 着候補はラブフールとアスカトップレディを評価しよう。ラブフールは瞬発力筋力

ではメンバー随一で丸田騎手は乗り方を心得ている。アスカトップレディは中位から小足の効いた差しえ

をするので坂のない福島はぴったりだ。先行力の高いマイネイザベル、そろそろ差しが決まりそうなコスモ

ネモシン、バランスのいい筋力構成のメーヴェ、瞬発力筋力の爆発を待つアニメイトバイオ、センスのいい

走りのアカンサス、ニシノステディーの逃げも要注意。 

１． 連対候補はオールザットジャズ、1 着候補にラブフール、アスカトップレディを追加。 

２． 買い目＠＠＠オールザットジャズから上記 8 頭馬単裏表、3 連単 1 着固定オールザットジャズ 2 着

3 着上記 8 頭、3 連単フォーメーション 1 着ラブフール、アスカトップレディ 2 着オールザットジャズ 3 着上

記 8 頭 

３． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着ラブフール 2 着オールザットジャズ 3 着アスカトップレディ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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アンタレスステ―クス 

Saturday, April 14th, 2012  

―筋肉充填率が高い（グリッターウイング）－ 

追い切りを見る限りグリッターウイングの筋肉充填はほぼ満タン状態。維持筋力、瞬発力筋力ともにそこ

そこ高いためこのメンバーなら調子を重視するべきだろう。デスペラードは瞬発力筋力に関しては随一だ

がなんせほぼ最後方からの競馬になる。しかし追い切りは筋肉のはりがよく今回は先行馬をなぎ倒すか

もしれない。ゴルトブリッツは実力は NO1 であるがやや筋肉に疲れが見られる、時々ぼろ負けするのは

そのせいだろう。筋肉疲労が解消しにくいタイプだ。ダイシンオレンジは粘りのある筋肉で追えば最後まで

伸びる。筋肉の状態は非常にいい。先行力があり瞬発力筋力にも優れているニホンピロアワーズは５８

キロがネック。トーセンアドミラルは先行できるが消耗戦に勝てるかまでは厳しい。前走重賞で消耗して負

けたシルクシュナイダーはまだ疲れが抜けていない。アイファーソングは瞬発力筋力も高いためはまれば

おもしろい。 

１． グリッターウイングかデスペラードの勝利。２，３着は上記７頭、さらに３着候補に筋力が平均的なイ

ンバルコを。 

２． 買い目＠＠＠グリッターウイングの単勝、複勝、グリッターウイングから２，３，５，７，９，１１，１２馬単

裏表、３連単軸９．１５から２．３．５．７．１１．１２．１３へのマルチ流し。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着グリッターウイング２着デスペラード３着ダイシンオレンジ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

皐月賞その２ 

Saturday, April 14th, 2012  

サトノギャラントが抽選で出走できることになった。関節が柔らかく瞬発力筋力が高い。追い切りも筋肉充

填率が高くヨコノリが乗るなら要注意。２着候補に加えてほしい。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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皐月賞 G１ 

Thursday, April 12th, 2012  

―走る重戦車（グランデッツァ）― 

おおよそグランデッツァほど維持筋力に恵まれている馬もそうそういないだろう。初戦と体調が良くなかっ

たラジオ日経を除いては余裕で追走あるいは大楽勝のパターンである。中山２０００m は先行馬が有利で

あるが、そこそこ差しも決まる。ただし差しが決まる場合その差し馬が相当筋力の優位性がないと難し

い。グランデッツァの筋肉があればどんな展開になっても好位か中位を追走して坂前で加速し一気にゴー

ルだろう。まずは確実な勝利をデムーロが約束してくれるはず。ポイントは維持筋力優位のため坂でスピ

ードが落ちない走りであることだ。さてデイープブリランテは、一度叩いて筋肉の充填率が高まった。追い

きりも好調時に戻ってきた。順当に 2 着候補筆頭。ワールドエースは言われるほど筋肉の総ポテンシャル

は高くない。しかも中山で後方から差してきても強力先行馬のいる今回とても届かないだろう。３－５着候

補。アーデントが追いきりで素晴らしい動きを見せてくれた。もともと維持、瞬発力筋肉は高いため中位か

らなら 2 着まで可能性がある。コスモオオゾラは中山大得意でゆるいペースの最後の瞬発力勝負で先行

力を生かしきるタイプだ。乗り方にもよるが下手に控えないで 4 オーナーで先頭に立つような競馬をすれ

ば 2 着はあるが、でないとボロ負けする可能性もある。トリップは人気を落としているが筋肉ポテンシャル

は高くデイープを目標にする走りをすれば 2 着は可能だ。維持筋力が高く粘りのある脚が使えればロジメ

ジャーは２，３着も可能。ワールドエースよりもマイネルロブストの瞬発力の方が上で差しが決まるならこ

ちらのほうだ。ゴールドシップはどうだろう調教での筋肉疲労が見える。今回は 3 着が精一杯か。 

１．1 着はグランデッツァ、2 着はデイープは的にされやすく多分さされて 3 着以下の可能性が高い。その

筆頭はトリップ、アーデント、後方からならマイネルロブスト、まぎれるとロジメジャー、コスモオオゾラと読

んだ。 

２．買い目グランデッツァの単勝、複勝、グランデッツァから馬連トリップ、アーデント、マイネルロブスト、デ

イープ、ロジメジャー、コスモオオゾラ流し。3 連単 1 着グランデッツァ 2 着トリップ、アーデント、デイープ、

マイネルロブスト、ロジメジャー、コスモオオゾラ 3 着は 2 着候補にワールドエースとゴールドシップを加え

る。 

３．究極の 1 点勝負＠＠＠1 着グランデッツァ 2 着トリップ 3 着アーデント 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

 

 

 

 

 

http://jin-c.com/blog/?p=111
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=111#respond


桜花賞 G1 

Sunday, April 8th, 2012  

―勝つのはヴィルシーナー 

筋肉の柔軟性と関節のやわらかさはオルフェーブルやお父さんに近いものを持ち、追い切りでもさらに筋

肉のパワーアップが確認できたヴィルシーナが勝つ。いかなるペースや位置取りでも加速すればとどまる

ことを知らない筋肉のポテンシャルで他を圧倒することだろう。次はやはり筋肉の柔軟性が高いレベルで

安定しているアイムユアーズが有力。先行して抜け出した時の強さはかなりの維持筋力を感じさせる。サ

ウンドオブハートも常にいい位置での競馬ができる維持筋力を持ち３番手評価。ジョワドヴィーヴルは瞬

発力筋力は素晴らしいものの追い切りで筋肉がまだ充填途中と判断した。ならば瞬発力筋力が高いサン

シャイン、やはり差しが強力なジェンティルドンナのほうがおもしろい。パララサル―は瞬発力筋力がやや

見劣る。エピセアロームは維持筋力が消耗してしまう危険性あり。維持筋力豊富なメイショウスザンナは

２，３着候補の押さえ。イチオクノホシは筋力の底が見えてしまった。あくまで３着候補。ならばいつ爆発す

るかわからないファインチョイスを評価すべきだ。 

１． 勝つのはヴィルシーナ、２着候補はアイムユアーズ筆頭。２、３着候補は上記９頭。 

２． 買い目＠＠＠ヴィルシーナの単勝、複勝。ヴィルシーナのから馬単裏表４．５．７．１０．１１．１３．１

６．１７、３連単、３連複１１．１５軸の上記９頭マルチ。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ヴィルシーナ２着アイムユアーズ３着サウンドオブハート 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for May, 2012 

日本ダービーG1 

Friday, May 25th, 2012  

―日本ダービーG1―（ワールドエースは勝てない） 

本命 ゴールドシップ 

対抗 スピルバーグ 

以下 エタンダール 

   デイープブリランテ 

   コスモオオゾラ 

   アルフレード 

   フェノーメノ 

   ヒストリカル     

   ワールドエース 

   トリップ 

買い目＠＠＠ゴールドシップから上記 9 頭馬単裏表流し、単勝、複勝、3 連単 1 着固定上記 9 頭マルチ 

究極の 1 点勝負 1 着ゴールドシップ 2 着スピルバーグ 3 着エタンダール 

Posted in 未分類 | No Comments » 

オークス G１ 

Friday, May 18th, 2012  

―混戦はあなたのもの（アイムユアーズ）― 

オークスは毎年混戦で荒れる。走ったこともない距離だし２４００m にもかかわらずだらだらとした展開が

多いため、結構穴の先行馬が残る。ここで桜花賞上位 3 頭とミッドサマーフェアとは筋力ポテンシャルで

抜けている。この中に勝ち馬がいることは間違いない。ではどれをとるか？ミッドサマーフェアは、筋肉ポ

テンシャルは桜花賞組より低い。４走前にヴィルシーナに負けたことによってオークスまでヴィルシーナよ

り２走も余分に走らなくてはならなくなったこともマイナスだ。ヴィルシーナはストライドが大きく維持筋力に

優れているため、東京コースは向いている。筋肉の充填率も高く 3 着までにはくるだろう。ジュンテルドン

ナは、瞬発力筋力は最高レベルだがストライドがやや狭く東京コースはバタバタしそうな印象だ。アイムユ

アーズは瞬発力筋力も維持筋力も２頭よりやや劣るもののストライドが広く坂がなだらかで直線の長い東

京そして 1 枠、ウイリアムズ騎手のアドバンテージがあるので最上位ととった。本命はアイムユアーズ。後

は維持筋力でダイワズームの残り目、瞬発力でハナズゴールのつっこみ、筋肉ポテンシャルでは引けを

とらないエピセアローム、差して瞬発力、逃げ態勢もとれるメイショウスザンナ、ストライドの広いアイスフ

ォーリス。 

１． 本命はアイムユアーズ、2 番手は何が起きるかわからないオークスだから上記 8 頭。 

２． 買い目＠＠＠アイムユアーズの単勝、複勝、馬単上記 8 頭裏表、3 連単 1 着アイムユアーズ２，３着

上記 8 頭。 

３． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着アイムユアーズ 2 着ヴィルシーナ 3 着アイスフォーリス 
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ヴィクトリアマイルＧ１ 

Sunday, May 13th, 2012  

―最初で最後のチャンス（ホエールキャプチャ―）－ 

ホエールキャプチャ―にとってはＧ１奪取はこれが最初で最後のチャンスかもしれない。ストライドが広くし

かもピッチ走法のため直線が長ければ長いほどいい。しかも最も得意な１６００ｍペースが緩まないため

に最後の瞬発力筋力が生きるのだ。この条件の牝馬の東京でのＧ１はヴィクトリアマイルだけ、しかも今

回追い切りでも筋肉は最高の状態に仕上がっていた。迷わず二重丸。対抗は昨年の覇者アパパネ。追

い切りで筋肉充填率はピークに達しており、負かすならこの馬。ただ最近精神状態に問題があり常に爆

発するとは限らない。３番手はオールザットジャズ。維持筋力も瞬発力筋力も成長が著しい。ただ少しスト

ライドが狭いため１着までは厳しいという見解。フミノイマージンは実力的に最高レベルだがまだ筋肉充填

率が低い。マルセリーナは維持筋力がやや弱いため東京向きではない。アニメイトバイオは瞬発力筋力

が高いので消耗戦では要注意。ドナウブルーは走りにむらがあり総ポテンシャルでは少し見劣る。アスカ

トップレディーはやや筋肉疲労が見える。レディアルパローザはこのコースは得意なので押さえに。 

１． １着はホエールキャプチャ―、アパパネは爆発すれば優勝までありそう以下は２．３着候補。 

２． 買い目＠＠＠ホエールキャプチャ―の単勝、複勝、馬単裏表１．２．５．７．１０．１４．１６．１８へ流し。

３連単１着ホエールキャプチャ―２，３着上記８頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ホエールキャプチャ―２着アパパネ３着オールザットジャズ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

京王杯 SC 

Saturday, May 12th, 2012  

―維持筋力が充実したサンカルロー 

サンカルロの弱みは維持筋力が不十分なため最後伸び切れない、力尽きるケースが多かった。しかし前

走を見る限り維持筋力の充填が図られ東京の坂はかえってプラスと読んだ。対抗はエーシンホワイテイ。

走りが安定してきたがストライドがやや狭い。アグネスウイッシュの瞬発力筋肉は脅威。 

１． 買い目＠＠＠サンカルロの単勝、複勝、サンカルロから１．３．４．６．７．８．１０．１５への馬単裏表。

3 連単 1 着サンカルロ２，３着上記 8 頭 

２． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着サンカルロ 2 着エーシンホワイテイ 3 着アグネスウイッシュ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

 

http://jin-c.com/blog/?p=124
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=124#respond
http://jin-c.com/blog/?p=123
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=123#respond


新潟大賞典 

Sunday, May 6th, 2012  

―ピッチのきいた適度のストライド（ヒットザターゲット）－ 

今や絶好調の時期に達したヒットザターゲットがねらい目。この馬ピッチ走法ではあるが適度にストライド

が大きく、新潟の長い直線にあっている。瞬発力筋力が高いため勝利に最も近い。ナリタクリスタルはこ

のレースの常連、わざわざこれのために大阪杯を叩いてきた。維持筋力が高いため粘りこめる。スマート

ギアも絶好調で持ち前の瞬発力筋力が有効であり新潟コースは合うだろう。ダンツホウテイも維持筋力が

高いため最後の競りあいでいいところにくる。メイショウカンパクは実力馬。瞬発力筋力が高いため新潟コ

ースは得意。アグネスワルツはためのきいた逃げができるようになり、残り目も。マッハヴェロシティは追

い切り好調で筋力アップしている。ダノンスパシーバはやや瞬発力筋力不足。トーセンラーは筋肉充填率

が低い。 

１． 本命はヒットザターゲット、対抗ナリタクリスタル、次にスマートギア 

２． 買い目＠＠＠１着はヒットザターゲットの単、複、ヒットザターゲットから馬単裏表３，４，５，７，９，１

０，１２，１３，１４、３連単マルチ１，１３  ３，４，５，７，９，１０，１２，１４ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ヒットザターゲット、２着ナリタクリスタル３着スマートギア 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

NHK マイルカップ 

Sunday, May 6th, 2012  

―ストライドの広い走りは東京向き（アルフレード）－ 

筋肉総ポテンシャルはそこそこ平均以上ではあるが、１６００ｍでは上位であり、ストライドの大きい走りの

アルフレードにとって今回２度目の G1 奪取のチャンスだ。このメンバーは小粒ぞろいで十分勝ち切れると

結論した。二番手はいつでも二の足を繰り出せる瞬発力筋力に優れたセイクレットレーヴを推す。維持筋

力も高いので安定した成績が残せる。ハナズゴールは瞬発力筋力だけ見れば NO1 だが、維持筋力にや

や不安定性を感じる。よって３番手評価。ジャスタウェイは筋肉疲労を感じるのと東京の坂で不安。マイネ

ルロブストはあの札幌２歳 S 組。追い切りもよく穴をあける可能性が高い。カレンブラックヒルは一本調子

の走りで維持筋力は高いものの格好の的にされやすい。マウントシャスタも瞬発力筋力はさほど高くない

ので危険な人気馬。ならばセンスのある手前の返しが速いガンジス、溜めれば瞬発力筋力が爆発するブ

ライトライン、追い切りで安定してきたサドンストーム、差しの瞬発力筋力が高いレオアクティブが面白い。 

１． 勝つのはアルフレード、以下上記１０頭横１線。 

２． 買い目＠＠＠アルフレードの単、複、アルフレードから上記１０頭馬単裏表、３連単アルフレード、セ

イクレットレーヴ軸のマルチ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着アルフレード、２着セイクレットレーヴ３着ハナズゴール 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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京都新聞杯 

Saturday, May 5th, 2012  

―デイープを彷彿とさせる走り（ヴァンセンヌ）－ 

１．買い目＠＠＠ヴァンセンヌの単勝、複勝、ヴァンセンヌから１，２，３，５，６，８，９，１０，１１馬単裏表、

３連単１着固定ヴァンセンヌ２．３着上記９頭 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for June, 2012 

宝塚記念  追伸 

Sunday, June 24th, 2012  

１０頭目にヒットザターゲットを追加してください。 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

宝塚記念Ｇ１ 

Sunday, June 24th, 2012  

―勝つのはオルフェ―ヴルでもルーラーシップでもない、勝つのはフェデラリストー 

調教ではオルフェ―ヴルは筋肉は７分の状態に見える。ストライドが狭く、ピッチが甘いし走りたい気持ち

だけが前に出ていて大敗の可能性すらある。ルーラーシップも香港遠征の疲労が取りきれてない印象で

合わせた馬も土曜日負けたことから勝つのは難しいだろう。フェデラリストは天性の柔らかい関節と筋肉

を持ち、追い切りは１００点満点叩けばいくらでも伸びそうな勢いだった。前走はヨコノリが追い出しを早く

しすぎたために後ろの馬に差されたが、今回は癖を知り尽くしている蛯名騎手だ。馬なりで先行できる馬

に乗らせれば一番うまい騎手だと思っている。きっちり差し切れると見た。二番手はショウナンマイティ。差

しは、途轍もなく強力であるが維持筋力が少し弱いために後ろからの競馬になる。ここが阪神内回りでは

届かないのではと思う理由である。ただ外目がより伸びれば差し切りまであり得る。トゥザグローリーが３

番手評価。維持筋力が高いため前で競馬したほうがいいと思うのだが、外枠で難しければ瞬発力筋肉は

やや弱いので勝ち切れないとみている.４番手はルーラーシップ。以下維持筋力がアップしたエイシンフラ

ッシュ、内でためれば最後瞬発力筋肉が高いホエールキャプチャ、差しが強烈なウインバリアシオン、維

持筋力勝負でアーネストリー、ピッチ走法が戻ってきたモンテクリスエス、最後にオルフェ―ヴル。 

１． 勝つのはフェデラリスト。 

２． 買い目＠＠＠フェデラリストから上記１０頭へ馬単裏表、単勝、３連単１着固定、２，３着上記１０頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着フェデラリスト２着ショウナンマイティ３着トゥザグローリー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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マーメイドステークス 

Sunday, June 17th, 2012  

―アグネスワルツの逃げ残りー 

調教で絶好調の動きを見せたアグネスワルツの維持筋力に期待する。この馬は、かつてＧ１で３着などの

実績もあり他の馬たちと比較してもトータルの筋力は上位だ。これ以上ない柔軟な動きを見せた今回は

逃げ切れると予想した。シースナイプは、阪神で外差しが得意である。維持筋力も瞬発力筋肉も平均以

上で先行できるから当然のことかもしれない。クリスマスキャロルは瞬発力筋肉は、メンバー随一である

が後は騎手の経験にかかっている。スマートシルエットは先行して抜け出してからの瞬発力筋肉は凄い

が武豊が不調なので４番手評価、グルヴェイグは、センスのいい走りで筋肉ポテンシャルも十分であるが

もう少し経験を積んだほうがいいかもしれない。メルヴェイユドールは瞬発力筋肉はとても高いため軽量

ならいいところにいくはずだ。エリンコートは、調教で往年のしなやかな筋肉が戻ってきていたので取り上

げた。アカンサスはもう一つ筋肉が足りない、マイネエポナは維持筋力、タイキエイワンは瞬発力筋肉に

少し期待したい。 

１． とても難しいレースだが、当たれば配当は大きい。 

２． 買い目＠＠＠アグネスワルツの単勝、複勝、馬単裏表上記９頭、３連単１着固定、２，３着上記９頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着アグネスワルツ２着シースナイプ３着クリスマスキャロル 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

函館スプリントステークス 

Sunday, June 17th, 2012  

ーロードカナロアは洋芝適性はよくないー 

洋芝でなければ、ロードカナロアを迷わず本命にするだろうが函館は重い洋芝である。高松宮記念で重

い馬場で伸びきれなかったようなことが今日も再現される可能性がある。しかも調教では今ひとつ、筋肉

の柔軟性に欠けていることも本命にしない理由のひとつだ。キングレオポルドは、どちらかというと維持筋

力優位なタイプで他の馬が伸びないところを差してくる競馬をする。今回先行タイプが多い中外から差し

てくるにはもってこいのレースになりそうだ。ドリームバレンチノは瞬発力筋肉が優位なタイプで重い芝適

性ははっきりしないが最近の成長力から２番手評価とした。３番手はやはりロードカナロアが残るだろう。

軽量で１２００ならばレオンビスティーの最後のひと伸びも驚異。瞬発力筋肉が戻ってきた調教充実のナ

イアード、瞬発力筋肉が高いブルーミングバー、逃げて維持筋力が高いエーシンリジル、維持筋力は高

いパドトロアを押さえる。 

１． キングレオポルドの外差しが決まるはず。ロードカナロアは３着候補。 

２． 買い目＠＠＠キングレオポルドの単勝、複勝、キングレオポルドから上記７頭への馬単裏表、３連単

１着固定２，３着上記７頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着キングレオポルド２着ドリームバレンチノ３着ロードカナロア 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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エプソムカップ 

Sunday, June 10th, 2012  

-ピッチ走法でストライドの広いトーセンレーヴー 

トーセンレーヴの単勝、１．８．１０．１３．１４．１５．１６．１８への馬単裏表 

究極の 1 点勝負＠＠＠1 着トーセンレーヴ 2 着ダノンスパシーバ 3 着正クレットレーヴ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

ユニコーンステークス 

Sunday, June 3rd, 2012  

―たぐいまれなる勝負根性を評価（アンアヴェンジド）－ 

牝馬としては馬格がありしかもその勝負根性は途轍もないのがアンアヴェンジド。レッドクラウディアと比

較したが維持筋力はアンアヴェンジドが上と見た。 

１． 買い目＠＠＠アンアヴェンジドの単勝、馬単裏表流し１４から２．４．６．７．８．９．１２．１３．１６、３連

単１着固定１４、２，３着は上記９頭。 

２． 究極の１点勝負＠＠＠１着アンアヴェンジド２着レッドクラウディア３着ワイルドバッハ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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安田記念 

Sunday, June 3rd, 2012  

―サダムパテックを勝たせるために３頭出ししてきた西園厩舎― 

わざわざ３頭も同じレースに出走させるには、何か意図がある。でなければレースを変えてきたほうがい

いに決まっているからだ。狙いは３頭の大将格サダムパテックの勝利に違いない。前走も２頭出しでうまく

いった。１．３着に入ったのだから上出来だろう。でも今回は過酷なメンバー強化されたＧ１でシルポート、

コスモセンサーでは勝ち切れない。ここは２０００ｍでもＧ１で勝ち切れる可能性を持つサダムパテックの

ため、シルポートが引っ張り、コスモセンサーが杭を打つ。今回はたぶん香港勢がシルポートに絡んでく

るため、ペースはハイラップ、瞬発力筋肉の少ないシルポートでは最後まで持たないそこで３－４番手の

コスモセンサーが重要な役割をする。落ちていく先行勢を抜いてサダムパテックは最後の２００ｍでコスモ

センサーを差せばいい。いいマークだ。標識が２つありどちらかがだめでも１つは残る。サダムパテックは

維持筋力も瞬発力筋力も大幅に上がり、勝って当然の出来。更にマークが２つあれば怖いものなし。さて

２着は、狂ったような瞬発力を繰り出せるドナウブルーを筆頭とした。前走も最後二度三度筋力を振り絞

って頑張ったように、尋常な筋肉構成ではない。エイシンアポロンは維持筋力が高く消耗戦は得意だ。ガ

ルボは瞬発力筋力が高く差してどこまで食い込めるか。ラッキーナインは厳しい展開ながら残り目も、シ

ルポートも可能性はある。ストロングリターンの差しはやや力不足かも、意外にフィフスぺトルはいいコー

ナーどりでポジションをあげるかもしれない。リアルインパクトは本来の筋肉に戻っていない。ダノンヨーヨ

ーの瞬発力筋力も高いのでチェックした。 

１． サダムパテックが勝つ。２着は多分ドナウブルー、以下上記１０頭。 

２． 買い目＠＠＠サダムパテックの単勝、馬単上記１０頭裏表流し。３連単１着固定２，３着上記１０頭。

点数は多いが当たると大きい。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着サダムパテック２着ドナウブルー３着エイシンアポロン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

鳴尾記念 

Saturday, June 2nd, 2012  

―今なら差し切れるはず（ショウナンマイテイ）― 

1 年前なら、アーネストリーとトゥザグローリーで固いレースだったと思うが、この２頭とも万全ではない今

年はそうもいかない。大幅に筋力アップできたショウナンマイテイに本命を打つ。この馬は、瞬発力筋肉は

十分であるが、維持筋力不足のよころもあった。しかし前走ではその懸念を払拭して豪快な差し切りを決

める。これは維持筋力がアップしたからに他ならない。今回も大外から豪快に差し切ってくれるはずだ。2

着 3 着はちと難しい。本来なら実力上位のアーネストリー、トゥザグローリーでいいのだが、アーネストリ

ーは前肢の出が悪く完調手前、トゥザグローリーは調教を見る限り筋肉が緩い。ならば維持筋力増強し

パワーアップしたダンツホウテイのほうが面白い。維持筋力は高くジリジリ伸びるナカヤマナイト、瞬発力

筋肉が旺盛なスマートギア、瞬発力筋力が戻ってきたロードニュースターを候補に加える。 

１． ショウナンマイテイの勝利を期待。２，３着は人気薄が１頭は入る。 

２． 買い目＠＠＠ショウナンマイテイの単勝、上記 6 頭馬単裏表、3 連単 1 着固定、2 着 3 着上記 6

頭。 

３． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着ショウナンマイテイ 2 着ダンツホウテイ 3 着アーネストリー 
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Archive for July, 2012 

10 番人気ながら連対確保 

Monday, July 30th, 2012  

クイーンステークスは大方予想通りになったが、ひとつ言わせてもらえば丸田騎手はもう少し前の位置取

りで競馬をすれば差し切っていただろう。その証拠に最後脚を余していた。もったいない。でも 3 連単も万

馬券的中。暑い夏ですが、僕は絶好調。一緒にがんばりましょう。 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

クイーンステークス 

Sunday, July 29th, 2012  

―中位より前につけられれば差し切れるはず（ラブフール）－ 

ラブフールはピッチ指数が高くしかも瞬発力筋力も上位、ただし札幌は前有利で先行、逃げ馬の天国状

態。だから中位よりも前につけれるかどうかが勝負の分かれ目。最終コーナーからまくっていけば差し切

れると判断した。次はアニメイトバイオ、こてこての後方差し馬だが洋芝適性はありそうだし、ピッチ指数も

高い。瞬発力筋力も非常に高いため 2 着候補。アイムユアーズは、実力ＮＯ１だけれども先行しても最後

伸びきれない可能性を想定した。維持筋力でどこまで粘れるかだ。オールザットジャズは瞬発力筋力は

高く、差して 1 着まであり得る。先行して維持筋力高いレインボーダリア、まだ筋肉の柔軟性が戻っていな

いフミノイマージン、瞬発力筋力高いシースナイプ、洋芝向きでないが要注意ミッドサマーフェアまで。 

１． ラブフールから 4 頭は優勝可能性あり。 

２． 買い目：：：ラブフールの単勝、複勝。ラブフールから上記 7 頭馬単裏表、3 連単 1 着固定 2，3 着上

記 7 頭、フォーメーション 1 着２，４，8；；2 着１４；；；3 着上記 7 頭 

３． 究極の 1 点勝負：：：1 着ラブフール 2 着アニメイトバイオ 3 着アイムユアーズ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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アイビスサマーダッシュ 

Sunday, July 22nd, 2012  

ビウイッチアスにとっては最高の条件― 

おおよそこんなにピッチの速い走りをする馬はそんなにいない。平坦、軽い芝、１０００ｍ、これが彼女にと

ってのベスト条件。やや維持筋力が高くないため１０００ｍのほうがいいはずだ。圧勝の予感。次に昨年

の覇者、エーシンヴァ―ゴウ。ものすごいピッチを刻む。ナイアードはやはり維持筋力の関係から１０００

ｍ、平坦がベスト。行ききれるかどうかだ。アフォードは、維持筋力も瞬発力筋肉も高いため要注意。アポ

ロフェニックスはピッチ指数が高く、アイルラヴァゲインもピッチはいい。エーシンダックマンは維持筋力が

持てばおもしろい、ハクサンムーンは維持筋力でどこまでもつか、瞬発力筋肉非凡なスプラッシュエンド。 

１． ビウイッチアスの圧勝。 

２． 買い目：：：ビウイッチアスの単勝、ビウイッチアスから上記 8 頭馬単裏表。3 連単 1 着固定、２，３着

上記 8 頭。 

３． 究極の 1 点勝負：：：1 着ビウイッチアス 2 着エーシンヴァ―ゴウ 3 着ナイアード 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

函館記念 

Sunday, July 15th, 2012  

トランスワープのピッチ走法は函館で実を結ぶ 

トランスワープはピッチのいい走りで筋力も十分である。追い切りでも筋肉は固いがこのくらいのほうが函

館の芝は向いている。かなり速い芝になっているのでピッチ指数が高い馬が上位に来るだろう。まずは軸

としてトランスワープ。2 番手は、ピッチが戻ってきたメイショウクオリア、函館は得意だし筋力充填率も高

い。次にアクシオン。スムーズな維持筋力の柔軟性とピッチも速い追い切りを評価。ロードオブザリング

は、維持筋力優位タイプであるが、函館には粘りこみという作戦もあり。コスモファントムは瞬発力筋肉が

スムーズではなく 1 着は厳しい。トウカイパラダイスは筋肉疲労が目立ち今回は評価下げ。ネオヴァンド

ームは維持筋力不足のため 1 着は厳しい。ならば差し込みを期待してマヤノライジン、リッツィースターを

取り上げる。 

１． 大野騎手が折り合いよく乗れば連は固い「トランスワープ」。メイショウクォリアも勝つチャンスあり。 

２． 買い目＠＠＠トランスワープの単、複。トランスワープのから上記 8 頭馬単裏表、3 連単３．１３軸の

上記 7 頭マルチ。 

３． 究極の 1 点勝負＠＠＠1 着トランスワープ 2 着メイショウクォリア 3 着アクシオン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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函館 2 歳ステークス 

Saturday, July 14th, 2012  

どこからでも差し切れる能力がある「ストークアンドレイ」 

軽く先行して最後のひと伸びで勝てた前走は、維持筋力や瞬発力筋力が十分に高いことを証明したスト

ークアンドレイ。この馬ならどこからでも差し切れるだろう。対抗はタガノハピネス。センスのいい走りで 3

着にもかなり差をつけての勝利は筋力の柔軟性を証明しており信頼できる。ティーハーフは維持筋力タイ

プだがピッチのきいた走りができるので 3 番手評価。連闘でも筋力十分で疲労の見られないタイセイロバ

リー、ピッチ走法で差しが有効なエターナルムーン、内枠で流れに乗れれば強いアットウイル、瞬発力非

凡なイーサンヘイロー、差しが決まればコスモシルバード先行力があるディアセルヴィスまで。 

１． きちんと乗ればストークアンドレイの勝利は固い。 

２． 買い目：ストークアンドレイの単勝、ストークアンドレイから２，３，６，９，１０，１１，１２，１３への馬単裏

表、3 連単 1 着ストークアンドレイ 2 着２，３，６，９，１０，１１，１２，１３、 3 着２，３，６，９，１０．１１．１２．

１３．５，８のフォーメーション。 

３． 究極の 1 点勝負：1 着ストークアンドレイ 2 着タガノハピネス 3 着ティーハーフ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

スーパーヒット 

Sunday, July 8th, 2012  

プロキオンステークス、馬単、３連単超万馬券的中。本日より今までの筋力指数に加え新たに開発したピ

ッチ指数を加えたため、より精度の高い予想が可能となりました。美味いものいっぱい食べてください。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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七夕賞 

Sunday, July 8th, 2012  

「能力的に平均以上だが勝ち切れない馬が来る」 

今年一番難解なレースだ。福島、ハンデ戦、道悪とくれば荒れると連想するのが当たり前であるが、重馬

場の小回りだとストライドの大きい馬には明らかに不利で、やはりピッチ走法のほうが有利である。だから

タッチミーノットなどはまず勝ち切れないと読んでいるが、じゃあトーセンラーが信頼できるかというとそう

でもない。やはりピッチ走法ではあるが、良馬場でこそスピードが生きる馬でもあるため難しい。ハンデも

重いし２番手評価。１番手評価は、いつも勝ち切れないが平均以上の筋力を持ち大崩れがなくピッチが効

いた走りをしてしかもハンデの軽い、トップカミングを指名。こういう馬のためにこの七夕賞は存在する。３

番手評価は筋力評価では随一のシンゲン。ここでも逃げればピッチ走法で勝つ可能性まである。ダイワフ

ァルコンは坂のあるコースのほうがいいし、ストライドが広く今回の条件は厳しい。エクスぺディションは夏

場に強い馬だが休み明けでまだ筋力が戻っていない。ゲシュタルトもあまりピッチが効かないので最後ス

ピードに乗りきれない。ミキノバンジョーの逃げ残りを警戒し、アスカリクチャンの瞬発力筋肉を評価し、ニ

シノメイゲツの勢いに注意。 

１． 難しいがトップカミングのための条件は整った。トーセンラーの複勝も固い。 

２． 買い目＠＠＠トップカミングの単勝、トップカミングから上記９頭への馬単裏表流し。３連単マルチトッ

プカミング、トーセンラー軸の上記８頭流し。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着トップカミング２着トーセンラー３着シンゲン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

プロキオンステークス 

Sunday, July 8th, 2012  

「ピッチの一番速い馬が勝つーアドマイヤロイヤルー」 

アドマイヤロイヤルは瞬発力筋肉はこのメンバー中でも最も高いのだが、なぜか勝ち切れない。維持筋

力不足でかなり最後方からの競馬になるためであるとともに最後にピッチが途切れがちになることも原因

のひとつだ。だが今回の追い切りは最後までピッチが減らず直線の長い中京コースならば勝ち切れる、

いやこのレースを逃すと当分勝てない可能性もあると判断した。ファリダットは瞬発力筋肉も維持筋力も

十分であるが、このレース初重賞挑戦となる。今までのように一気に差し切れない可能性もある。タンジ

ブルアセットにとってピッチのきいた走りはこのコースにぴったり。シルクフォーチュンはストライドが広く、

ややピッチが緩いだけに上記３頭よりは不利。テイクアベットは逃げて維持筋力も十分なので逃げ残りの

目もある。トシキャンデイは維持筋力も高いので残り目もある。デュアルスウオードは回転の速い足回り

で食い込みも。 

１：アドマイヤロイヤルの敵鞍、勝つなら今回。ファリダットも３着にはくるだろう。 

２：買い目＠＠＠アドマイヤロイヤルの単勝、アドマイヤロイヤルから３．４．６．７．８．９への馬単裏表、３

連単９，１４軸の１，３，４，６，７，８，９，１３，１５流しマルチ。 

３：究極の１点勝負＠＠＠１着アドマイヤロイヤル２着ファリダット３着タンジブルアセット 
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究極のウイン５（小さいお財布編） 

Sunday, August 26th, 2012  

小倉１０レース１１，１７，１８新潟１０レース１，３，１４札幌メイン２，１０小倉メイン１．２．１３新潟メイン１，

８，１１ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

新潟２歳ステークス 

Sunday, August 26th, 2012  

―競って競り落とす踏み上げ走法（サウンドリアーナ）－ 

サウンドリアーナは中京で３４．７秒の上りは、新潟では３３．５秒くらいの価値がある。瞬発力筋肉は十分

だし競り合って勝ち抜く精神力は一流品。どこからでも差し切れる。ユキノユウダンは瞬発力筋肉は素晴

らしい維持筋力もたっぷりでピッチも最高。十分に勝つ可能性あり。エフティチャーミーは維持筋力が高く

先行できれば粘りこめる。以下瞬発力筋肉非凡なナンヨーケンゴ―、バランスのいい筋力構成のメイショ

ウオオゼキ、センスのいい走りトーセンレディ、瞬発力筋肉が高いザラストロ、最後の伸びに注意クラウン

アトラス、持続筋力の高いノウレッジ。 

１． かなり難しいレース、精神面の充実がものを言う。 

２． １着サウンドリアーナで勝負。単勝、複勝、サウンドリアーナから３．６．７．８．１１．１２．１３．１６，１７

馬単裏表、３連単軸１，１１上記８頭マルチ。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着サウンドリアーナ２着ユキノユウダン３着エフティーチャーマー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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キーンランドカップ 

Sunday, August 26th, 2012  

―流れるような美しい走り（シュプリームギフト）－ 

前走のシュプリームギフトの走りはピッチが速いだけではなく、洋芝適性の高さと瞬発力の持続を長くでき

ることを証明した。先行してもまだまだ時計もでそうな走りで本命。パドトロワは少しためて乗ったほうがよ

さそうだ。前走息を早めに入れて最後爆発的な伸びができたように、瞬発力筋肉は一流、アンカツもそう

いう乗り方をするはず。ビウイッチアスはやはりコーナーがあったほうが楽に競馬ができるようだ。直線だ

と最初の６００ｍで筋力を使い果たしてラストの瞬発力筋肉が発揮できないが、コーナーありなら２回息が

入るので瞬発力筋肉を温存できる。以下めきめき筋力増強してきたドリームバレンチノ、パワフルな筋力

を持つダッシャ―ゴーゴー、やや前がかりで瞬発力筋肉が少し疲れ気味だがテイエムオオタカ、洋芝でピ

ッチ指数の高いグランプリエンゼル、非凡な瞬発力筋肉のレオンビスティー、瞬発力筋肉の伸びがさえる

ダイメイザクラ、最後伸びてくるスプリングサンダーまで。 

１． シュプリームギフトの美しい走りに注目。 

２． 買い目＠＠シュプリームギフトの単勝、複勝。シュプリームギフトから上記９頭馬単裏表、２，１０軸の

３連単マルチ上記８頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着シュプリームギフト２着パドトロワ３着ビウイッチアス 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

エルムステークス 

Saturday, August 25th, 2012  

―サイレントメロディの差し切り濃厚― 

買い目：サイレントメロディの単勝、複勝、サイレントメロディから２，３，４，５．７．８．１１への馬単裏表、３

連単５．６軸の上記 6 頭マルチ 

究極の１点勝負＠＠＠１着サイレントメロディ２着グランドシティー３着ローマンレジェンド 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

究極のウイン５（小さいお財布編） 

Sunday, August 19th, 2012  

新潟１０レース３．１０．１４小倉１０レース２．７札幌１１レース４．９．１２小倉１１レース２．４．６新潟１１レ

ース３．１２ 
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北九州記念 

Sunday, August 19th, 2012  

―ヘニーハウンドの豪脚炸裂― 

小回りの小倉は、何よりもピッチ指数が大事だ。この指数が一番高いのがヘニーハウンド。ＤＭＰ指数も

高く、豪脚で差し切れるだろう。後は先行馬でピッチのいいジュエルオブナイル、エーシンヒットマンが２番

手候補。エーシンダックマンも総合筋力は高く、マコトナワラタナの差しは強烈、スギノエンデバーの軽快

な瞬発力を警戒しつつ、小倉で走るサンダルフォン、差しが中途半端だがエピセアローム、軽量のコパノ

オーシャンズまで押さえる。 

１． ヘニーハウンドの差し切り濃厚。 

２． 買い目；ヘニーハウンドの単勝、複勝、ヘニーハウンド軸の上記９頭馬単裏表、３連単ヘニーハウン

ドとジュエルオブナイル軸のマルチ上記８頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ヘニーハウンド２着ジュエルオブナイル３着エーシンヒットマン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

札幌記念 

Sunday, August 19th, 2012  

―アリゼオの復活劇― 

アリゼオは長い屈筋炎の治療の後、復帰して今回が２戦目。新馬戦で後にＧ１馬になるヒルノダムールを

差し切り、その後もスプリングステークスでローズキングダムを撃破、皐月賞は５着だが４着までの馬はい

ずれもＧ１馬になり、秋には毎日王冠を勝ち切った。最強世代の現歳馬の中でも１８００－２０００のスペシ

ャリストである。前走はさすがに息が上がったが今回追い切りでは十分にリラックスした状態で筋肉も柔ら

か味を増して、本来の出来の８割まで仕上がった。本当は維持筋力の関係で２０００ｍは少し長いのだ

が、札幌、小回り、コーナーが４回、直線が短いという条件ならば勝てると分析した。コーナリングはとても

うまいため平均ペースで先行できれば勝利。ダークシャドウは筋力はこのメンバートップだが、大飛びの

ためコーナリングが悪い。差して３着は確保すると思うが１着は厳しいと見ている。ヒットザターゲットはピ

ッチが速く瞬発力筋力も高いので２番手評価。ヒルノダムールは休み明けやや心肺能力が十分でない感

じ、マイネルスターリーはピッチ指数が高く勝ち負けのレベルにある。ハナズゴールは瞬発力筋力は非常

に高いが１着までは無理。フミノイマージンはやや筋肉に疲れがたまっている。アクシオンの最後の差し

に注意。 

１． アリゼオの連対可能性は高い。 

２． 買い目：アリゼオの単勝、複勝、アリゼオから上記７頭馬単裏表、３連単１着固定２，３着上記７頭、３

連単フォーメーション１着３，４，９，１４  ２着アリゼオ３着上記７頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着アリゼオ２着ヒットザターゲット３着ダークシャドウ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Sunday, August 12th, 2012  

究極のウイン５（小さいお財布編） 

小倉１０Ｒ５，６新潟１０Ｒ７，１３札幌メイン８，９小倉メイン６，７，８新潟メイン１１，１６ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

関屋記念 

Sunday, August 12th, 2012  

―シルクアーネストは絶好のチャンスをもらったー 

１． シルクアーネストは悪くても 2 着はある。 

２． 買い目；；；シルクアーネストの単勝、複勝、馬単裏表１，２，３，４，９，１０，１４，１５，１６，１７，１８、２

－１６も。3 連単２．１１軸の上記 10 頭マルチ。 

３． 究極の 1 点勝負；；；1 着シルクアーネスト 2 着オセアニアボス 3 着アスカトップレディ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

レパードステークス 

Sunday, August 5th, 2012  

―イジゲンは黄信号― 

イジゲンの追い切りを見る限り、筋肉の疲労度は極めて高く黄信号がともっている。特に先行有利な新潟

ダートでは、差しが決まらない可能性が高い。メテオライトは差してくるが、中舘騎手が乗ることになってや

や先行気味に競馬ができれば、持ち前のピッチの速い走りで 1 着まであると予想した。ほぼ同確率で先

行馬では最もＤＭＰＰ指数の高いホッコータルマエに勝機がある。ダイワスパンキーはピッチ指数が高い

ため残り目を期待する。トミケンユークアイはやはりピッチ指数が高くいいレースをするだろう。キングブレ

イクは、前走勝ちに等しい内容。今回もねらい目。ダノンゴールドはピッチが効いた走りで先行できる強

み、ナムラビクターも筋力ポテンシャルが高い。アドマイヤレイはダートの走りは維持筋力が高い。瞬発力

のあるヴァンヌーヴォ―が押さえ。 

１：イジゲンは勝ち切れないだろう。 

２買い目：：：メテオライトの単勝、複勝。メテオライトから上記 9 頭への馬単裏表、3 連単マルチ１２，１５軸

の上記 8 頭流し。 

３．究極の 1 点勝負：：：1 着メテオライト 2 着ホッコータルマエ 3 着ダイワスパンキー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for September, 2012 
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スプリンタズーステークスＧ１ 

Sunday, September 30th, 2012  

―究極の消耗Ｇ１レースには究極の筋肉ポテンシャルが必要― 

（カレンチャン、ダッシャ―ゴーゴー） 

不良馬場ならともかく重馬場までなら上記２頭のどちらかが勝つはずだ。もちろんカレンチャンの総合筋

肉はトップクラスであるばかりでなくピッチ走法なのである程度の重馬場でも対応できる。前走は叩いて今

回さらに上昇した感じで精神力も強い。まず１．２着だ。それを逆転するかもしれないのは、ダッシャ―ゴ

ーゴーだ。この馬のピッチ指数は今回圧倒的に最高値を刻んでおり、中山の急坂や重馬場を乗り切るに

は最高の条件だ。さらにＤＭＰ指数も高い。場合によってはこの１点で決まる可能性もある。ダッシャ―ゴ

ーゴーにとってＧ１奪取の千歳一隅のチャンス。ヨコノリもそれは分かっているはず。パドトロワも今回は

逃げてどこまで粘れるかだが、目標にされやすいことと坂が心配である。やはり調教を見ても最後にバテ

そうだ。ロードカナロアはＧ１ともなると少し筋肉総ポテンシャルが足りない。坂もあまりうまくない。ならば

ピッチ指数の高いエーシンヴァ―ゴウ、１４００以上でも勝ち負けできる筋肉をもつサンカルロ、フィフスぺ

トル、スプリングサンダー、忘れてはいけないのはとにかく瞬発力筋肉が高いエピセアローム。軽量を利し

てさしてくる可能性はある。香港２頭では経験のあるラッキーナインのほうがいいが日本で叩いていない

ので厳しいだろう。念のため３着候補に維持筋力の高いドリームバレンチノを付け加えておく。 

１． 勝つのはカレンチャンかダッシャ―ゴーゴーのどちらか。この２頭から攻める。 

２． 買い目＠＠＠カレンチャンの単勝、ダッシャ―ゴーゴーの単勝、馬単カレンチャンから２，４，５、６，１

１，１３，１５，１６、３連複１３，１４軸２，３，４，５，６，７，８，１１，１５，１６流し３連単も同様のマルチ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着カレンチャン２着ダッシャ―ゴーゴー３着パドトロワ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

シリウスステークス 

Saturday, September 29th, 2012  

―クラブトゥギャザーのまくり期待― 

クラブトゥギャザーの単勝、複勝、５から２．３．４、１０，１１、１３，１４，１５，１６への馬単裏表、３連単５，２

軸の１．３．４．６．１０．１１．１３．１４．１５．１６マルチ流し 

究極の１点勝負１着クラブトゥギャザー２着ナイスミーチュー３着メイショウエバモア 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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神戸新聞杯 

Sunday, September 23rd, 2012  

―ひと夏を越えてパワーアップしたベールドインパクトー 

維持筋力の弱いところを成長力でカバーできたと判断できる追い切りを見せたベールドインパクトを本

命。ピッチ指数の高いヒストリカルを対抗に指名。ゴールドシップは実力 NO1 だがやや筋肉と心肺能力が

できあがっていない印象。マウントシャスタは勝ち切ってもおかしくはない出来。 

１． 上記４頭の中から勝馬がでるだろう。成長力と総合評価からベールドインパクトを軸にした。 

２． 買い目＠＠＠ベールドインパクトの単勝、複勝。ベールドインパクトから１，２，４，５，７，８，１０，１１，

１４馬単裏表、３連単７．９軸の上記８頭マルチ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ベールドインパクト２着ヒストリカル３着ゴールドシップ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

オールカマー 

Sunday, September 23rd, 2012  

―圧倒的なストライド（ルルーシュ）－ 

中距離界にきら星のごとく誕生した新星がルルーシュだ。全身の筋肉や関節が柔らかくかつ大きいストラ

イドで走るので圧倒的なパフォーマンス。今回も勝ち切れるだろう。ダロールは、典型的なピッチ走法で中

山の雨ではいい走りを期待。コスモラピュタの維持筋力からして逃げ残りを注意。ナカヤマナイトは維持

筋力上位だがずば抜けた瞬発力筋肉があるとはいえない。 

１． ルルーシュの連対は確保。多分勝つだろう。 

２． 買い目＠＠＠ルルーシュの単勝、ルルーシュから１．３．４．５．７．９．１２．１３馬単裏表、３連単１着

２  ２着３．４．５．７．９．１３    ３着１，３，４，５，７，９，１２，１３、   １着４．９．１３   ２着２  ３着 

１，３，４，５，７，９，１２，１３ 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ルルーシュ２着ダロール３着コスモラピュタ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

絞って絞って絞り切りレース 阪神メイン 

 

Monday, September 17th, 2012  

ここは４頭だてと考えていい。２，３，４，８の４頭の競馬になろう。タバルナを軸に３頭に馬単裏表流し。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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絞りきれないろくでなし 阪神１０レース 

Monday, September 17th, 2012  

ハンデ戦ということもあり、軸は１２番でいいと思うが相手を絞りきれませんでした。１２番から馬単裏表総

流しを推奨。 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

セントライト記念 

Monday, September 17th, 2012  

―幻のＧ１馬（ベストディ―ル）－ 

本来今年の初めに脚部不安などにならなければ、皐月賞は獲っていたと思うほどベストディ―ルは素質

のある馬だ。瞬発力も維持筋力も高くしかもピッチが高いので中山小回りコースは大の得意、小足がきく

し折り合いもいいのでいつでもＧ２レベルなら勝てるはずだ。今回もＤＭＰ指数は２番手、ピッチ指数はトッ

プだ。僕のＤＭＰ指数が３位以内でピッチ指数が２位以内なら連に絡む確率は９０％以上。まず連ははず

さないだろう。軸はこの馬。問題はフェノーメノ。実績はＮＯ１だが、この馬ピッチが刻めない。だからコーナ

ーでスピードがダウンする。少なくとも中山では信頼できない。２番手評価はダノンジェラート。瞬発力筋

肉は最高でもピッチ指数はあまりよくない。しかし割合中段からも競馬ができるため２，３着は可能性があ

る。ラニカイツヨシはピッチが効いた走りで維持筋力も高いため必ずやいい競馬をするだろう。ニューダイ

ナスティの逃げはかなりしぶといだろう。維持筋力がやや弱いため中山の坂で減速するかも。カナロアは

瞬発力筋肉が強く差して届くかどうか。エキストラエンドはピッチ指数が高いので中山は敵鞍、エタンダー

ルは逃げた時に恐い、アーデントは調教で好調時に戻ってきたみたいだ、サンレイレーザーはトータルの

筋肉ポテンシャルは高い、ソルレヴァンテは思っているよりもずっと強い。 

１． ベストディ―ルは連に絡むはずだ。他は何が来てもおかしくない。荒れるレースと読んだ。 

２． 買い目＠＠＠ベストディ―ルの単勝、複勝、馬単裏表上記１０頭、３連単軸１．１５マルチ上記９頭流

し。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ベストディ―ル２着ダノンジェラード３着ラニカイツヨシ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

ＷＩＮ５小さいお財布編 

Sunday, September 16th, 2012  

中山９レース１，１０，５阪神１０レース１３．１４．１１．１２中山１０レース４，５，６，８，９阪神１１レース６．７

中山１１レース３．４ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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絞って絞って絞り切りレース（中山メイン） 

Sunday, September 16th, 2012  

３，４の３着以内は堅い。後は７が逃げ残るか、５が突っ込んでくるか。よって３－４のワイド、３－４軸の３

連複２頭流し。 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

ローズステークス 

Sunday, September 16th, 2012  

―かなり抜きん出た力（ジェンティルドンナ）－ 

ダービー馬よりも速い時計で勝ったオークスや抜群の瞬発力で制した桜花賞を見る限りジェンティルドン

ナは頭ひとつ抜けている。ＤＭＰ指数もピッチ指数も今回トップで負けず嫌いの岩田騎手ならトライアルで

も勝ちに来るだろう。二番手はやはりヴィルシーナ、ジェンティルドンナには勝てないが二着は常に確保、

ピッチ指数がやや低いが３着は外しそうにない。ひと夏を越えて急成長したのがスピークソフトリー。瞬発

力指数も高く、狙い澄ましてくる武幸騎手は恐い。ラスヴェンチュラスは、瞬発力筋肉は高いがやや維持

筋力が低く阪神の坂で一杯になる可能性が高い。トーセンベニザクラはピッチ指数が高く２頭に割り込む

こともありうる。筋肉ポテンシャルが高いキャトルフィーユ、先行力のあるサンマルクイーンを押さえに。 

１． ジェンティルドンナは２着以内確保、まず勝つだろう。３着以内にヴィルシーナ。 

２． 買い目＠＠＠ジェンティルドンナの単勝、ヴィルシーナの複勝、ジェンティルドンナから２，３，４，５，

７，８への馬連流し、３連複、３連単ジェンティルドンナ、ヴィルシーナ軸の上記５頭マルチ。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ジェンティルドンナ２着ヴィルシーナ３着スピークソフトリー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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絞って絞って絞り切りレース 東京１０レース 

Sunday, October 28th, 2012  

ミトラから２，４への２点勝負 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

今日のこの１頭 

Sunday, October 28th, 2012  

京都１１レース ネオヴァンドーム  １８００ｍは無茶苦茶強い。というか１８００ｍしか走らない。これは１

８００ｍは確実にペースがゆるむからです。その間に有酸素運動をすることによって疲労した筋肉を回復

させる。そして最後に差せるわけです。 

ネオヴァンドームの単勝、複勝おすすめ。 

 

Posted in 未分類 | No Comments » 

ウイン５ 逆ピラミッド方式 

Sunday, October 28th, 2012  

東京１０レース１．２．４．６  京都１０レース４．５．６．７．９京都１１レース１．３．１０新潟１１レース２．６東

京１１レース４，１６ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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天皇賞Ｇ１ 

Sunday, October 28th, 2012  

―重厚で俊敏な筋肉構成のフェノーメノが勝つー 

鍵を握るのは、最終コーナーを回ってからどこでカレンブラックヒルがシルポートをとらえるかである。あま

り早く捕えてしまうと後続馬の格好の目標になってしまう。でもシルポートはかなり速いペースで逃げを打

つことはわかっているのでこの２０００ｍならば筋肉の違いで必然的に直線に入ってすぐに捕えてしまうだ

ろう。カレンブラックヒルを捕らえることができそうな後続馬を考えると、筋肉の総合ポテンシャルからし

て、フェノーメノ、ジャスタウエイ、ルーラーシップ、ダークシャドウ、トランスワープくらいであろう。ただし調

教でルーラーは格下馬に遅れたようにまだ筋肉充填率が低い。トランスワープはさすがに東京の坂で止

まるだろう。ダークシャドウもかなりいい出来だが休み明けで心肺機能が心配。可能性があるのは３歳馬

２頭に絞られる。ただしジャスタウエイは若干維持筋力に不安があるため、重厚な維持筋力を持つフェノ

ーメノが勝つだろう。 

 ２着はカレンブラックヒルが早めにシルポートを捕らえると想定しているのでジャスタウエイのほうが可能

性が高い。カレンブラックヒルは３着には残ると思うがもしもこれもはずすようだと差し馬が殺到する。ダー

クシャドウのしなやかな筋肉、ナカヤマナイトの維持筋力、トーセンジョーダンの精神的な強さ、瞬発力筋

肉が高まったサダムパテックまで可能性がある。 

１． 勝つのはフェノーメノ、カレンブラックヒル、ジャスタウエイにも少しチャンスあり。 

２． 買い目＠＠＠フェノーメノの単勝、複勝、フェノーメノから馬連ジャスタウエイ、カレンブラックヒル、ル

ーラーシップ、ダークシャドウ、トランスワープ、ナカヤマナイト、トーセンジョーダン、サダムパテックまで。

３連単フォーメーション１着フェノーメノ２着ジャスタウエイ、カレンブラックヒル、ルーラーシップ、ダークシャ

ドウ、トランスワープ、３着上記８頭。１着ジャスタウエイ、カレンブラックヒル、２着フェノーメノ３着上記８

頭。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠＠１着フェノーメノ２着ジャスタウエイ、３着カレンブラックヒル 

４． 。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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スワンステークス 

Friday, October 26th, 2012  

―筋力が約 30％アップしたレオアクティブー 

今年の NHK マイルの上位馬がことごとく勝ち上がっていることを思えばこのレオアクティブの快進撃も当

たり前のことかもしれないが、とにかく夏を越えて馬体重以上の筋力がついたようだ。今回の追いきりも絶

好調でレコードの反動はない。ここはどこからでも差し切れるはず。まずは爽やかな勝ち方を期待したい。

ダノンシャークが 2 番手候補だが、デイープ産駒特有の軽く小足の効いた走りをする。それがアダとなっ

て勝ちきれない側面もあるのだが、京都なら信頼できる。実力馬グランプリボスも調子を上げてきた。瞬

発力筋肉を十分に発揮できる条件だ。スプリングサンダーも筋肉が柔軟性を取り戻してきており要注意。

テイエムオオタカは 2 枚腰が使えるほど維持筋力が上がってきた。オリービンの筋肉構成では１４００は

短いだろう。ムラがけのエーシンホワイティーを押さえて、絶好調アドマイヤセプターだがこのペースにつ

いて行けるかが疑問。カネトシディオスの瞬発力には注意。 

１． レオアクティブの勝ちはほぼ決まり。３連単は高配当の可能性あり。 

２． 買い目＠＠＠レオアクティブの単勝、複勝、馬単裏表２．７．８．１２．１３．１４．１５．１６流し、３連単 1

着固定２，３着上記 8 頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着レオアクティブ２着ダノンシャーク３着グランプリボス 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

菊花賞Ｇ１ 

Sunday, October 21st, 2012  

―ゴールドシップの走法では京都の軽い芝の菊花賞では１着は厳しいだろうー 

本命 ダノンジェラード 

対抗 エタンダール 

△１ ロードアクレイム 

△２ ユウキソルジャー 

△３ ゴールドシップ 

買い目＠＠＠＠＠ダノンジェラードの単勝、複勝、馬単裏表ダノンジェラードから１．３．６．７．１０．１５．１

６．１７．１８ 

３連単軸７．１３上記８頭マルチ 

＠究極の１点勝負＠＠＠＠＠１着ダノンジェラード２着エタンダール３着ロードアクレイム 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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富士ステークス 

Saturday, October 20th, 2012  

―走りたくて仕方なさそうな均整が取れた筋肉構成を持つセイクレットレーヴー 

今日の東京は先行馬有利である。その状況を踏まえると、後方一気のフラガラッハには厳しい展開になり

そうだ。先行しそうなサトノタイガーやコスモセンサーは有利にレースを進められる。先行馬で残りそうな

のはコスモセンサーだろう。維持筋力十分で今日の馬場なら残り目もある。ただすんなり勝てるかと言わ

れれば難しいだろう。そのあとの差し馬から外を強襲される可能性大である。セイクレットレーヴは、中段

内に馬を入れて勝負どころで外に出せば瞬発力筋力の優位性からも勝ち切れる可能性が高い。斤量も

54 キロ絶好の狙い目である。ファイナルフォームは筋肉ポテンシャルにおいては随一であるものの、速い

流れを経験していないのでこのレースは相当速く流れそうなために勝つまではどうだろうか？スピリタスも

考えたがなんせ 17 番枠からではきついだろう。クラレントも活きのいい 3 歳馬筋肉は瞬発力タイプでムラ

があるため軸にはできない。ガルボはピッチの効きすぎた調教内容だったので最後ばてるだろう。ならば

先行して抜群の調教内容だったミキノバンジョーがお勧め、内から差せるゴールスキー、状態アップのス

マイルジャックを押さえる。 

１． 今日の東京は先行馬有利。こんな日は横ノリの騎乗が冴える。 

２． セイクレットレーヴの単勝、複勝、馬単裏表流し３．５．８．９．１０．１４．１５．１６．１７．１８、三連単７．

８軸上記 9 頭マルチ。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着セイクレットレーヴ２着コスモセンサー３着ファイナルフォーム 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

秋華賞Ｇ１ 

Sunday, October 14th, 2012  

―ジェンティルドンナがまず勝つだろう、１０パーセントくらいアイムユアーズの可能性ありー 

１．買い目＠＠＠ジェンティルドンナから馬単流し１．９．１７．１８．３連単１着１４２着１．９．１７．１８  ３

着１，２，３，４，５，８，９，１２，１５，１７，１８ 

   １着１７．２着１４  ３着上記１０頭 

２．究極の１点勝負＠＠＠１着ジェンティルドンナ２着アイムユアーズ３着オメガハートランド 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

 

 

http://jin-c.com/blog/?p=186
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=186#respond
http://jin-c.com/blog/?p=185
http://jin-c.com/blog/?cat=1
http://jin-c.com/blog/?p=185#respond


府中牝馬ステークス 

Saturday, October 13th, 2012  

―極限の精神的パワーを感じるゴールデングローブをお勧めしますー 

ここはシャマーダル産駒のゴールデングローブから入ってみる。とてつもない精神的パワーと瞬発力筋肉

で差し切ると予想した。 

１． 荒れるレースと読みました。 

２． 買い目＠＠＠ゴールデングローブの単勝、複勝、馬単裏表流し５から２，３，４，８，１０，１１，１３，１

４，１６．１７へ、３連単５，１６軸上記 9 頭マルチ。 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ゴールデングローブ２着レインボーダリア３着オールザットジャズ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

ウイン５ ハンデ戦バージョン 

Monday, October 8th, 2012  

東京９レース ４．６．８．１０京都１０レース４．７．１３東京１０レース１．２．６．８京都１１レース４，５，６今

日はここまで最後のレースはご自分で選択してください。東京メインは意外に難しい。荒れる可能性も高

い。ヒントは先行馬有利、差し馬なら人気の内ほう、すんなり１番人気は来ない可能性もあり。グッドラッ

ク。 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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Archive for November, 2012 

« Older Entries 

ジャパンカップ 

Sunday, November 25th, 2012  

ージェンティルドンナが一番速いー 

ジェンティルドンナの単勝、複勝、１５から１，３，４，８．１０，１１，１３，１７馬単裏表、３連単１着固定上記

８頭流し 

究極の１点勝負＠＠＠ｐ１着ジェンティルドンナ２着ダークシャドウ３着ルーラーシップ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

京阪杯 

Saturday, November 24th, 2012  

―叩いて更に上昇（テイエムオオタカ）― 

買い目＠＠＠テイエムオオタカの単勝、複勝、１２から３．４．６．８．９．１０．１１．１４．１５．１７馬単裏表、

3 連単１２．１４軸上記 9 頭マルチ 

究極の１点勝負＠＠＠１着テイエムオオタカ２着エーシンホワイティ３着アドマイヤセプター 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

ウイン５ （小さいお財布編） 

Sunday, November 18th, 2012  

東京１０レース２．５．６ 

京都１０レース７．８ 

福島１１レース７．９ 

東京１１レース４．１３ 

京都１１レース１１，１６，１７ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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今日の３連単（東京１１レース） 

Sunday, November 18th, 2012  

４，１３軸の１，２，３，７，１１，１２，１４，１５，１６マルチ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

今日の３連複（京都１０レース） 

Sunday, November 18th, 2012  

ここは７，８の３歳勢が強い。７．８軸の１．２．３．５．１０流し 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

福島記念 

Sunday, November 18th, 2012  

―ハンデ戦ならアドマイヤタイシー 

ハンデ戦でのアドマイヤタイシは信頼できるしピッチ走法ならば福島は向いている。デルフォイも瞬発力

筋肉は高いがストライド走法なので２番手評価。いずれにしても荒れる。 

１． 買い目＠＠＠アドマイヤタイシの単勝、複勝、アドマイヤタイシから２，４，５，６，７，１０，１１，１２，１

５，１６馬単裏表、３連単軸７．９上記９頭マルチ。 

２． 究極の１点勝負＠＠＠１着アドマイヤタイシ２着デルフォイ３着サトノタイガー 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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マイルチャンピオンシップ 

Sunday, November 18th, 2012  

ードナウブルーの先行差しが決まるー 

ドナウブルーの瞬発力筋肉は父のＤＥＥＰ ＩＮＰＡＣＴ譲りのものでジェンティルドンナのそれと似ている。

特に維持筋力が少し弱いために直線坂のないコースのほうがよりその切れ味を発揮できる。だから京都

コースは常に勝ち負けできるだけでなく、ストライドが広いうえにピッチ回転も上がってきたので先行差し

切りを期待しよう。２番手はやはり父は同じＤＥＥＰだが筋肉の質はやや柔らかくしなやかなマルセリーナ

をあげる。調教でも絶好調時のばねが戻っており状態はあがっている。３番手は総合筋力が高いファイナ

ルフォーム。３歳だが維持筋力が強いためどんなペースでもついていける。アイムユアーズも筋肉の柔軟

性はアップしており１６００ｍくらいのほうが維持筋力的にも走りそうだ。ダノンシャークも筋肉の質としては

このコースはベスト。ガルボは瞬発力筋肉が高くピッチも速いため狙いどころ。あとは筋肉がまだやや硬

いがパワーのあるストロングリターン、筋肉が疲労気味のグランプリボスを押さえておこう。 

１． ドナウブルーの優勝確率は６５％、ＤＥＥＰ産駒の独占になる可能性が高い。 

２． 買い目＠＠＠ドナウブルーの単勝、複勝、ドナウブルーから上記７頭馬単裏表、３連単１着固定２，３

着上記７頭 

３． 究極の１点勝負＠＠＠１着ドナウブルー２着マルセリーナ３着ファイナルフォーム 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

東京スポーツ杯 2 歳ステークス 

Saturday, November 17th, 2012  

-今年の逸材 NO１レッドイレヴンー 

レッドイレヴンの単勝、複勝、レッドイレヴンから１．２．５．８．９．１０．１２．１３馬単裏表、3 連単１着固定

15 軸上記 8 頭マルチ 

究極の１点勝負＠＠＠１着レッドイレヴン２着コディーノ３着ケンブリッジサン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

武蔵野ステークス 

Sunday, November 11th, 2012  

―イジゲンはガンジスほどは強くないー 

勝ってきた相手を考えればイジゲンは軸にできない。 

ガンジスの単勝、複勝、ガンジスから１，２，３，４，５，６，７，９，１２，１５馬単裏表、３連単軸１２，１４   

１，２，３，４，５，６，７，９，１０，１５マルチ 

究極の１点勝負＠＠＠＠１着ガンジス２着ナムラタイタン３着イジゲン 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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エリザベス女王杯ＧＲＡＤＥ１ 

Sunday, November 11th, 2012  

―京都の雨はヴィルシーナにとっては迷惑な雨― 

ということで本命を急遽変更、スマートシルエットの単勝、複勝、スマートシルエットから１．５．６．９．１０．

１２．１４．１５，１６馬単裏表、３連単マルチ軸３，１２ 上記８頭マルチ。 

究極の１点勝負＠＠＠１着スマートシルエット２着ヴィルシーナ３着オールザットジャズ 

Posted in 未分類 | No Comments  
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Archive for December, 2012 

阪神カップ 

Monday, December 24th, 2012  

―総合筋肉が高くないと勝てないコースーアドマイヤセプターを選択 

阪神１４００ｍはごまかしの効かないコースで、瞬発力、維持力ともに高くないと勝てない。ここはアドマイ

ヤセプターの均衡のとれた筋肉バランスを重視。 

１、 アドマイヤセプターの単勝、複勝、１，２，３，４，５，６，１０，１１，１３，１４，１５，１６，１８馬単裏表、３

連複７，１１軸上記への流し。 

２、 究極の１点勝負：：：１着アドマイヤセプター２着クラレント３着スプリングサンダー 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

有馬記念 

Sunday, December 23rd, 2012  

―勝つのはエイシンフラッシュー 

デムーロから三浦へ乗り替わりになったのは痛いがそれでもエイシンフラッシュでいいだろう。 

＠＠＠エイシンフラッシュの単勝、複勝、エイシンフラッシュから７，９，１０．１２，１３，１４，１５，１６馬単裏

表、エイシンフラッシュ、ルーラーシップ軸の３．６．７．１０、１１，１２，１３，１４，１５，１６３連単マルチ、３連

複流し 

＠＠＠究極の１点勝負＠＠＠ 

１着エイシンフラッシュ 

２着ルーラーシップ 

３着ダークシャドウ 

４着ルルーシュ 

５着ゴールドシップ 

Posted in 未分類 | No Comments » 
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朝日杯ＦＳ 

Sunday, December 16th, 2012  

１着 コディーノ 

２着クラウンレガーロ 

３着ゴッドフリート 

４着エ―シントップ 

５着ロゴタイプ 

６着ザラストロ 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

カペラステークス 

Sunday, December 9th, 2012  

―究極の瞬発力 エーシンウエズンー 

１着 エーシンウエズン   非凡な瞬発力筋肉 

２着 スリーボストン    先行して粘り切れるか？ 

３着 シルクフォーチュン  瞬発力は随一 

４着 トシキャンディ    破壊的な先行力 

５着 シセイオウジ     差脚でどこまで？  

６着 ティアップワイルド  維持筋肉は高い 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

阪神ＪＦ 

Sunday, December 9th, 2012  

―先行差しで筋肉構成もトップならばーサウンドリアーナ 

１着 サウンドリアーナ 内に溜めて弾けるはず。 

２着アユサン      大外でなければ１着も 

３着プリンセスジャック この手の馬は内枠で生きる 

４着エイシンラトゥナ  センスいい 

５着コレクターアイテム やや疲れ気味 

６着メイショウマンボ  筋力の潜在性高い  

Posted in 未分類 | No Comments » 
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JC ダート 

Sunday, December 2nd, 2012  

-イジゲンは筋肉が太く、柔軟な勝ち切れるタイプー 

イジゲンの単勝、複勝、８から１，２，３，４，５，６，９，１０，１２，１３，１４馬単裏表、3 連単４．８軸の上記 9

頭マルチ 

究極の１点勝負＠＠＠１着イジゲン２着エスポワールシチー３着ナムラタイタン 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

金鯱賞 

Saturday, December 1st, 2012  

ー重い芝ならサトノギャラントー 

サトノギャラントの単勝、複勝、１０から１．３．４．５．６．７．８．９馬単裏表、3 連単１着固定上記 8 頭 

Posted in 未分類 | No Comments » 

 

ステイヤーズステークス 

Saturday, December 1st, 2012  

―フィタモルガーナのストライドにかけてみるー 

フィルタモルガーナの単勝、複勝、１１から１．２．３．７．８．９．１０．１２．１３．１４馬単裏表、3 連単３，１１

軸上記 9 頭マルチ 

Posted in 未分類 | No Comments  
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