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6/13  関東オークス JpnⅡ（川崎）
6/14  北海道スプリントカップ JpnⅢ（門別）
6/27  帝王賞 JpnⅠ（大井）
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●オッズパークで投票できる勝馬投票券
すべてのレースに投票できます （ホッカイドウ競馬については、楽天銀行会員・すぐかえーる会員は投票できません）

※販売賭式は変更になる場合がございます。

ダートグレード競走のみ投票することができます （市中銀行会員のみ投票できます）

競馬場 レース実況

連勝複式 連勝単式 三連勝 投票方式
インターネット投票馬番場
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0180-991-073（帯広市）

0180-997-553（金沢市）
076-257-7711

0180-991-234（札幌市）

0180-995-711（名古屋市）

0180-998-553（福山市）

0180-993-400
（東京03エリア）

0180-998-991（高知市）

0180-999-211（鳥栖市）

0180-996-200（園田開催）（尼崎市）
0180-997-200（姫路開催）（姫路市）

0180-995-001（笠松町）
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電 話 0570-006889（ナビダイヤル）
　　 03-6274-1698
FAX 098-851-0988

※番号をよくご確認のうえ、お間違えのないようお願いいたし
ます。
※「0180」「0570」で始まる電話番号は、一部の携帯電話・
PHSからはご利用になれません。また、NTT以外の電話会
社と契約されている場合はご利用いただけないことがござ
います。

※「0180」で始まる電話番号は
　（固定電話）音源所在地までの一般ダイヤル通話料
　（携帯電話）全国一律14秒10円（3分130円）
　かかりますのでご注意ください。
※ナビダイヤル（「0570」で始まる電話番号）の通常電話か
らの通話料金は、全国一律で一般電話からは1分10円、携
帯電話からは20秒10円です。

※投票はどちらの投票用電話番号でもご利用になれます。

オッズパークサポートセンター

受付時間　10：00～17：30
　　　　　（ナイター開催日は21：00まで）
※施設点検日およびメンテナンス日は休業

http://www.oddspark.com/

http://m.oddspark.com/

インターネット投票
パソコン

携　帯

0570-011100（ナビダイヤル）
03-6833-0111（東京）

電話投票

レース結果案内（全主催者共通）

0570-011555（ナビダイヤル）
03-6748-0100
03-6748-0101

名古屋競馬場に初めて訪れたのは、
2005年11月のJBCの日だった。そ

の年の1月いっぱいで騎手を引退した私
は、上京してすき焼きの老舗『浅草今半』
で働きながら、競馬を伝える仕事がしたい
と模索していた。伝手もなく、しゃべりも
出来ず、執筆能力もない私に、仕事なんて
全くない。それまで、南関東の競馬場に顔
を出したり、美浦トレセンに行ったりした
けれど、「高崎で乗ってた女の子」という
肩書だけでは、ほとんど相手にされなかっ
た。きっかけが掴めず、どうしたらいいか
悩んでいた時、思いついたのが地方競馬最
大の祭典JBCへ行くことだった。
これが初めての遠征取材。取材と言って
も、どこに掲載するわけでもなく、ただ自
分の勉強のため。この頃は本当にお金がな
くて、ガスやネットを何度も止められた
り、電車賃を節約するため何時間も歩いて
家に帰ったりしていた。名古屋への交通費

はかなり痛かったけれど、それでもどうし
ても行きたかった。名古屋には、私の憧れ
の人・宮下瞳さんがいる。JBCを見たい気
持ちも大きかったけれど、瞳さんに会いた
いという想いの方がさらに大きかった。
初めて行った名古屋競馬場は、古き良き

時代の匂いがした。場内に並ぶ食堂の活
気、真剣に競馬新聞を睨みつけているファ
ンの表情、締切間際に流れる音楽……。初
めて来た場所なのに、どこか懐かしく馴染
み深い雰囲気。なくなってしまった北関東
の空気を思い出し、とても居心地が良かっ
た。そのせいか、初めて会ったマスコミの
人たちとも、尻込みせずに名刺交換するこ
とが出来たし、それがきっかけで多少なり
とも仕事の声が掛かるようになった。
JBCを初めて生で観戦して、レースに対

する見方も変わった。それまでは馬の上か
ら見た感覚が抜けなかったけれど、スタン
ドから観戦する醍醐味を味わった。JBCク

ラシックで、レイナワルツが3～4コーナー
で上がって来た時の歓声を、今でも忘れな
い。地元馬の頑張りが、どれだけファンを
熱狂させるのか、そして立ちはだかる中央
馬がどれだけ強いのか。熱いレースに感激
しながらも、自分の勉強不足を痛感した。
そして、久しぶりに会った瞳さんは、変

わらず強い眼差しで、凛とした表情をして
いた。誰にも負けない努力を重ねているの
に、頑張っていることは表に出さず、感謝
の気持ちを忘れない。そんな瞳さんを見た
だけで、ものすごくパワーをもらった。 第
2の人生は、はじまったばかり。弱音を吐
くのはまだ早い ——そう自分に言い聞かせ
て、初遠征を終えた。
今でも名古屋競馬場に行くと、あの頃の

気持ちを思い出す。騎乗したことは一度も
ないけれど、私にとって特別な、はじまり
の場所なのである。 

地方競馬応援隊
名古屋競馬場名古屋競馬場

はじまりの場所

赤見 千尋
（あかみ ちひろ）

1998年高崎競馬場で騎
手デビュー。2005年北関
東のすべての競馬場が廃
止となり騎手を引退。現在
は、グリーンチャンネル『ト
レセンTIME』美浦担当
リポーター。原作漫画『優
駿の門アスミ』（秋田書店）
が3巻まで発売中。



●グランシャリオナイターで売上好調
長年の課題だった収支均衡を一昨年よ
うやくほぼ達成。昨年から新たな「5カ
年計画」の下で更なる運営改善を目指す
ことになった訳だが、その初年度から発
売額を伸ばし、前年比102.5％という好
成績となった門別グランシャリオナイタ
ー。本場発売が全体の約4％、道内場外
発売所がトータルで30％余という発売
構成からは、年々増え続けているネット
発売および道外ファン層の支えが当然、
クローズアップされてくる。だが、そう
した幅広いファン層の注目も「所属馬の
全国区での活躍」があってこそ。今春の

待たず今年1月に急死してしまったチチ
カステナンゴのほか、日本軽種馬協会
（JBBA）期待のアルデバランⅡ、浦河地
区の希望を背負うジャイアントレッカー
ら外国産新種牡馬も注目だ。一方、母系
から大注目の2歳馬も多い。昨年の
NAR 2歳最優秀牡馬ゴールドメダルの
全弟（父ゴールドヘイロー）は、兄も管
理した田中淳司厩舎からデビュー予定。
師は「かなり素質を感じさせる」と話し
ており、兄が果たせなかった北海道2歳
優駿＆全日本2歳優駿Vを狙える逸材に
育つ可能性もありそうだ。
文●神谷健介（ホッカイドウ競馬ひだか応援隊）

各地の3歳クラシック戦線でも道営デビ
ュー馬が有力候補となりそうで、4月
25日に開幕する新年度開催も引き続き
注目を集めそうだ。
●注目の新種牡馬の産駒が続々
中でも、日本一早くスタートする2歳

戦線は今季も楽しみ満載。いよいよ初年
度産駒がデビューする新種牡馬では、
06年のJRA 3歳二冠馬メイショウサム
ソンのほか、スズカフェニックス、アド
マイヤジュピタといったJRA・GI馬の
二世たちに特に注目が集まりそう。また
04年ダービーグランプリ優勝などダー
トグレード戦線で活躍したパーソナルラ
ッシュ、03年武蔵野ステークス＆07年
佐賀記念勝ちに加え04年フェブラリー
ステークス2着のサイレントディール、
JRAダート重賞2勝のクワイエットデイ
らも、産駒のダート適性に期待がかか
る。そのほか三冠馬ディープインパクト
の全兄ブラックタイドも、生産関係者の
間で「産駒のデキが良い」と評価されて
いるだけに、偉大なる弟の背中を追う活
躍を二世たちが示せるのか、楽しみは大
きい。輸入後の初年度産駒のデビューを

写真●○○○○
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競馬場トピックス 競馬場トピックス

場番号  門別 06#場番号  門別 06#

場番号  帯広03#場番号  帯広03#

写真●写真のトライ、（株）ドリームストーリー

NARグランプリ2歳最優秀牡馬　ゴールドメダル

NARグランプリ2歳最優秀牝馬　エンジェルツイート

写真●オッズパーク・ばんえい・マネジメント（株）

つくことを嫌う人が多いですが、乗らな
ければ巧くはならないからね」。1月29
日に行われたヒロインズカップで若手の
船山蔵人騎手を起用し、重賞初制覇の栄
冠をプレゼントした久田調教師の話しだ
けに重みがある。
 文●小寺雄司

乗だったが、ベテラン騎乗の人気馬相手
に一歩も譲らず、果敢に逃げて障害もひ
と腰で先頭。直線では一瞬、そのままゴ
ールも見えたが、最後に失速し、ハイカ
ラサンの1秒2差4着。赤塚騎手の度胸
満点の騎乗に、スタンドのファンは沸き
に沸いた。
特別・重賞では減量の恩恵がないた

め、新人騎手はベテラン騎手に乗替わる
のが、以前のばんえい競馬では常識だっ
たが、近年はデビュー間もない騎手が特
別戦で活躍し、重賞でも大きな仕事をす
ることが多くなってきた。若手騎手起用
で定評のある久田調教師は「高重量戦に
なると、新人の技量では障害で悪い癖が

2月5日　黒ユリ賞　ハイカラサン

●歴史に残る名勝負・黒ユリ賞
2月5日、明け3歳牝馬のナンバー 1
を決める黒ユリ賞が行われた。11年の
ダービー馬オイドンの妹で、鈴木恵介騎
手のハイカラサンが1分51秒7の好タ
イムで優勝。2着マゴコロ、3着ニシキ
ウンカイ、1着から5着までが1秒8差
以内の大激戦で、黒ユリ賞史上に残る名
勝負となった。
馬齢重量620キロは全馬にとって未
知の重量で、当然格付上位馬に人気は集
まったが、レースを一層盛り上げたのが
B級の伏兵、久田守厩舎のカツダイヤ。
騎乗したのは赤塚健仁騎手。11年デビ
ューの新人で、重賞はこれが2度目の騎

12月25日　ばんえいダービー　オイドン

●ばんえい競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2
日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/4 ドリームエイジカップ（3歳以上） 200 カネサブラック（牡9） 松田道明 ばんえい・松井浩文
12/25 ばんえいダービー（3歳） 200 オイドン（牡3） 鈴木恵介 ばんえい・鈴木邦哉
12/30 ヤングチャンピオンシップ（2歳） 200 ブラックボス（牡2） 松田道明 ばんえい・皆川公二
1/2 帯広記念（4歳以上） 200 カネサブラック（牡10） 松田道明 ばんえい・松井浩文
1/3 天馬賞（5歳） 200 ファーストスター（牡5） 藤本　匠 ばんえい・長部幸光
1/29 ヒロインズカップ（4歳以上牝） 200 エンジュオウカン（牝11） 船山蔵人 ばんえい・久田　守
2/5 黒ユリ賞（3歳牝） 200 ハイカラサン（牝3） 鈴木恵介 ばんえい・鈴木邦哉
2/26 チャンピオンカップ（4歳以上） 200 ホクショウダイヤ（牡9） 藤野俊一 ばんえい・岡田定一
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場番号  盛岡11・水沢12#場番号  盛岡11・水沢12#

場番号 41#場番号 41#場番号 41#

競馬場トピックス 競馬場トピックス

写真●石川県競馬事業局

写真●佐藤　到

なく、今冬は吉原騎手だけでなく米倉知
騎手も南関東で、ほかにも福山と東海地
区で4名の騎手がオフシーズンもムチを
振るった。違う競馬場のレースを経験す
ることで、騎乗技術の幅は確実に広が
る。このように機運が高まっている中で
JBCができるのは非常に厩舎関係者の意
欲をかきたてる。地元枠を狙ってナムラ
ダイキチ以上の大物が移籍してくる可能
性もあり、ようやく金沢競馬が全国レベ
ルに近づけるような気がする。
  文●瀬川剛司（中日スポーツ）

●復活した水沢開催は波乱の連続
震災の影響で開催が休止されていた水
沢競馬だが、各方面からの支援を受けて
12月10日に復活した。3開催14日間の
開催であったが復活を待ちわびたファン
が詰めかけ、1日平均の入場者数、売得
金で盛岡開催を大きく上回った。
ただ馬券戦線は、半年以上にわたって
続いた盛岡開催からのコース替わりが影
響したのか波乱の連続。それは重賞、特
別競走でも例外ではなかったが、特に1
月2日に行われた3歳馬の重賞・第38
回金杯の単勝24,740円、三連単468,850

12月31日　桐花賞　カミノヌヴォー

●2013年JBC競走は初の金沢開催へ
オフシーズンだった金沢競馬場にうれ
しいニュースが飛び込んできた。2013
年JBC競走の開催だ。最初にJBC誘致
の話を聞いた時は「本当に金沢でJBCな
んてできるの？」と不安に思っていた
が、決まってしまえば楽しみになってく
るのが不思議だ。金沢は北陸という地域
性もあって、これまでどこか閉鎖的。東
海地区と交流レースを積極的に行ってい
るように見えるが、実際は向こうから来
る馬ばかりで、こちらから挑む馬は少な
い。これは金沢でどれだけ無敵を誇って
いても、ほかの競馬場に行くと力を発揮

できず敗れてしまうケースが多かったた
め、いつしか遠征に消極的になってい
た。しかしここ数年、調教師や騎手の意
識が変わってきたのを感じる。他場から
移籍してきた調教師が遠征に前向きで、
スピード競馬に対応させようと短い距離
を求めて園田で使ったり、よりレベルが
高いレースを経験させようと南関東でも
使うケースが増えた。また冬場は東海地
区だけでなく福山との交流も盛んになっ
てきており、以前に比べて他地区との垣
根は確実に低くなっている。
●昨年は吉原騎手が全国で活躍
騎手ではやはり吉原寛人騎手の頑張り

が大きい。昨年は南関東での期間限定騎
乗から始まり、北海道や高知でもスポッ
ト参戦。そしてワールドスーパージョッ
キーズシリーズで総合2位の成績を収め
て話題を呼んだ。身近な仲間が大舞台で
活躍したことに触発を受けたのは間違い

円という結果は強烈だった。重賞の若駒
賞、南部駒賞を含む地元盛岡でのダート
戦を7戦7勝、川崎へ遠征した全日本2
歳優駿Jpn Iでも5着に健闘したアスペ
クト（現大井）が単勝1.0倍という支持
を集めたが、レース前半から本来の行き
っぷりを欠き7着に惨敗。遠征疲れか、
右回りか、それとも冬特有の不良馬場な
のか敗因がまったくつかめなかった。一
方勝ったファイトホーマーは新馬戦を快
勝した後、期待はずれの結果が続いたが
シーズン最後で大変身。一つ上の兄ベス
トマイヒーローに続く、同一重賞兄弟制
覇を達成した。アスペクトこそ大敗した
が、続く入着馬は2～ 5番人気が差なく
入線、ファイトホーマー騎乗の阿部英俊
騎手は「この上位はこれからも勝ったり
負けたりになるんじゃないか」とメンバ
ーを評した。

●平成24年度は4月7日開幕
一方、古馬も12月31日の桐花賞は1

番人気カミノヌヴォーが優勝したが、2
着コアレスランナーは重賞初挑戦、3、
4着のニシノエックス、トーホクキング
はB級格付け馬。三連単は22,760円の
波乱となり、勢力分布図の変化を感じさ
せた。平成24年度の岩手競馬は、3歳
路線も古馬路線も混沌とした状態で4月
7日の開幕を迎えることになりそうだ。
 文●深田桂一（ケイシュウニュース）

1月2日　金杯　ファイトホーマー

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/31 桐花賞（OP） 水沢2000 カミノヌヴォー（牡3） 阿部英俊 岩手・千葉幸喜

1/2 金杯（3歳） 水沢1600 ファイトホーマー（牡3） 阿部英俊 岩手・瀬戸幸一

1/9 トウケイニセイ記念（OP） 水沢1600 ヒカルジョディー（牡6） 小林俊彦 岩手・畠山信一

●岩手競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

12月11日　中日杯　ナムラダイキチ

12月13日　ヤングチャンピオン　ジュウワンブライト

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/11 中日杯（3歳以上） 2300 ナムラダイキチ（牡3） 畑中信司 金沢・藤木一男

12/13 ヤングチャンピオン（2歳） 1700 ジュウワンブライト（牝2） 吉原寛人 金沢・宗綱泰彦

●金沢競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2 
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場番号  42#場番号  42#

場番号 43#場番号 43#場番号 43#

競馬場トピックス 競馬場トピックス

写真●岐阜県地方競馬組合

写真●愛知県競馬組合

●名古屋競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

馬ではなく、名古屋でデビューした純地
元馬だけにファンの期待も大きい。大器
晩成タイプがいよいよ素質開花して春以
降の活躍が大いに期待できる。
●牝馬路線の注目株スウィング
もう1頭、梅見月杯で見せ場を作った

のが牝馬のスウィングダンスだ。JRAで
は思うような成績を挙げられなかった
が、名古屋の水が合うのか、再転入後は
9連勝で重賞・名古屋記念（1月7日）
まで制覇。10連勝を狙った梅見月杯だ
ったが、さすがに牡馬の強豪を相手に、
もまれて3着に敗れた。ただ、これから
もっと上を目指し、牝馬重賞路線なら全
国区へ飛び立てる素質を示した。
●10歳のキングスゾーン健闘
年末の大一番・名古屋グランプリJpnⅡ

●ついに素質開花ホウライエイブル
東海地区の重賞戦線で圧倒的な強さを
誇っていたヒシウォーシイが昨年の9月
から休んでいる間に、名古屋の古馬勢は
戦国時代に突入している。2月の梅見月
杯では名古屋、笠松のエースどころが一
戦を交えたが、このレースで快勝したの
がホウライエイブルだった。道中は中団
に構え、直線、外へ出して押し上げると、
逃げ粘るキングスゾーンをきっちりとら
え重賞初制覇を達成した。2、3歳時は
あまり目立たず地味なタイプだったが、
オープン特別を連勝して地力アップが顕
著になっていた。JRAから移籍してきた

（12月23日）ではJRA勢が上位を占め
るなか、地方馬で最先着の5着になった
ミサキティンバーは、梅見月杯では10
着に大敗し評価を下げてしまった。むし
ろ、年齢的な衰えを指摘されていた明け
10歳馬キングスゾーンが2着に健闘し
て、改めてその底力を見せつけた。
 文●外山謙一（中日スポーツ）

●得意の園田で巻き返し期すマルヨ
昨年、大晦日の笠松・東海ゴールドカ
ップで8カ月半ぶりにレースに復帰した
マルヨフェニックスは、積極的なレース
を見せて快調に飛ばしたが、ゴール前、
同じく笠松のエイシンフレンチに交わさ
れ、2着に敗れた。急仕上げということ
で伸びを欠いたが、笠松のエースとして
の貫禄は示した格好だった。
叩き2走目の名古屋・梅見月杯（2月
23日）では1番人気に推されたものの、
結果は道中、2番手の絶好位で運びなが
ら、直線では脚が止まって、名古屋勢に
交わされ4着に敗れた。東海ゴールドカ
ップで先着を許したエイシンフレンチに

今度は先着したのが、せめてもの救いだ
ったが、この結果次第で、シンガポール
航空国際カップGI（クランジ芝2000m・
5月20日）に挑戦するプランも浮上し
ていただけに、残念な情勢となった。今
後は相性のいい園田へ遠征し、重賞連勝
を狙っていく予定だが、馬体がなかなか
絞れない時季なので、本調子になるのは
春以降かもしれない。
●3歳期待の星アウヤンテプイ
昨年の金沢・兼六園ジュニアカップで

快勝して一躍、笠松のクラシック期待の
星となったアウヤンテプイは2月の笠
松・ゴールドジュニアでその実力をいか
んなく発揮した。昨年11月以来のレー
スだったが、スピードよく先手を取る
と、直線も良く伸びて2着に5馬身差を
つける圧勝劇。ライデンリーダー記念

（12月30日）を制した名古屋のマイネ
ルセグメントやジュニアクラウン（11
月11日）、プリンセス特別（12月12日）
と笠松で重賞2勝しているタッチデュー
ルらを破っての勝利だけに、名実ともに
東海3歳王者として名乗りを上げる結果
となった。春以降はJRAへにも積極的
に挑戦していく予定だ。
 文●外山謙一（中日スポーツ）

1月6日　新春ペガサスカップ　マザーフェアリー

1月7日　名古屋記念　スウィングダンス

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/23 名古屋グランプリJpnⅡ（3歳以上） 2500 ニホンピロアワーズ（牡4）酒井　学 JRA・大橋勇樹
1/2 尾張名古屋杯（クラス混合） 1600 ハートオブストーン（セン5）丸野勝虎 名古屋・藤ケ崎一男
1/3 新春盃（4歳以上） 1800 ロードグリン（牡7） 今井貴大 名古屋・竹下直人
1/6 新春ペガサスカップ（3歳） 1600 マザーフェアリー（牝3） 柿原　翔 名古屋・藤ケ崎一男
1/7 名古屋記念（4歳以上） 1400 スウィングダンス（牝5） 小山信行 名古屋・瀬戸口悟
2/23 梅見月杯（4歳以上） 1900 ホウライエイブル（牡6） 吉田　稔 名古屋・藤ケ崎一人

2月17日　ゴールドジュニア　アウヤンテプイ

12月31日　東海ゴールドカップ　エイシンフレンチ

●笠松競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2
日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/12 プリンセス特別（2歳牝） 1600 タッチデュール（牝2） 大原浩司 笠松・山中輝久
12/30 ライデンリーダー記念（2歳） 1600 マイネルセグメント（牡2） 今井貴大 名古屋・川西　毅
12/31 東海ゴールドカップ（OP） 1900 エイシンフレンチ（牡6） 岡部　誠 笠松・伊藤強一
1/13 白銀争覇（4歳以上） 1400 エーシンエフダンズ（牡8）川原正一 兵庫・橋本忠男
2/17 ゴールドジュニア（3歳） 1600 アウヤンテプイ（牡3） 尾島　徹 笠松・柴田高志
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場番号  54#場番号  54#

場番号  園田51・姫路52#場番号  園田51・姫路52#

写真●福山市競馬事務局

写真●兵庫県競馬組合

12月8日　園田金盃　ホクセツサンデー

●名牝アラブの血を引くクーヨシン
サラブレッド新時代から7年。瀬戸内
のファンが夢にまで見たアラブの血を引
く異色の3歳が華やかなスポットライト
を浴びて快進撃。その名はクーヨシン
（那俄性哲也厩舎）だ。母ラピッドリー
ランはアラブの疾風女王として一時代を
築いた名牝。その血を受け継ぐクーヨシ
ンは2歳時に福山2歳優駿、ヤングチャ
ンピオン。明け3歳には若駒賞、そして
地方全国交流競走『若草賞』のトライア
ルとなった福山プリンセスカップ（2月
19日）では2番手から構え、有無をい
わせぬ独走劇を演じ、地元重賞4連勝。

スピードにプラス、破壊力。そして母か
ら譲り受けた勝負強さを兼ね備えた熱き
血の傑作はサラブレッド導入以来、福山
史上初となる夢の三冠へ向け、さらには
福山所属馬として初となる他地区重賞制
覇へ試練の道を突き進む。
●福山を盛り上げるベテランの活躍
福山競馬の話題を独占するのが13歳

になってもひたむきに走り続け、日本列
島にさわやかな感動を運ぶアラブの不死
鳥、モナクカバキチだ。全身疲労で10
月から戦列を離れていたが年明けの1月
30日にファンの熱い視線を浴びてカム
バック。地方競馬最多勝という終着駅を
求めて中年の星はひたすら走り続ける。
歴史的瞬間の日が待たれるところだ。

2月26日には、岡崎準騎手が福山か
ら初の3000勝ジョッキー誕生という金
字塔を打ち立てた。1977年益田でのデ
ビューから、足掛け36年での快挙達成。
51歳のエンドレスファイターはこれか
らも戦い続ける。
 文●樋本輝明（福山エース）

●DGでも善戦オオエライジン
12月28日の兵庫ゴールドトロフィー
JpnⅢに無傷10連勝で挑戦したオオエ
ライジンは直線入口で先頭に立ったが、
Jpn I馬のスーニ、セイクリムズンに捕
まって3着と初黒星を喫した。しかし、
レース内容は兵庫の代表馬としては十分
なもの。木村健騎手は「4コーナーでは
ひょっとしたら。でも、夢は一瞬でし
た」。橋本忠男調教師も「いつもだった
ら後ろに何もいないのに……」。ともに、
負けたが悔いのない様子だった。そし
て、今年初戦の佐賀記念JpnⅢは1番人
気に支持されたが、ゴール前の粘りがひ
と息で5着に敗れた。ただ、優勝馬との

0秒3差は、初めての前日輸送の影響と
も思われた。橋本調教師は「2つのレー
スは今後に良い参考になった」。5月4
日の兵庫大賞典で地元ファンに成長した
姿を見せてくれるはずだ。
●三冠狙える逸材ユリシーズ
2月2日に行われた園田ユースカップ

で、2着馬に7馬身差をつけて圧勝した
エーシンユリシーズが3歳三冠路線の先
頭に立った。「どこからでも行ける。自
信を持って乗った」（木村騎手）。JRA新
馬戦勝ち1走のみで転入し、園田2戦目
の兵庫ジュニアグランプリJpnⅡは地方
勢で最先着の3着に入線したが、その時
の鞍上だった田中学騎手の「幼さが残
る。必ず強くなる」を実践したかたちだ。
地元デビュー馬ではないので、4月5日

の菊水賞で、兵庫ダービーの優先出走権
（3着以内）を取る必要があるが、史上2
頭目の兵庫三冠馬を狙える逸材。園田ユ
ースカップはソエが出て断念したが、
12月31日の園田ジュニアカップを無傷
3連勝で制しているポアゾンブラックと
三冠での対決が楽しみだ。
 文●池永博省（大阪日刊スポーツ）

12月11日　福山王冠　フレアリングマリー

●兵庫競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

●福山競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

2月5日　若駒賞　クーヨシン

12月31日　園田ジュニアカップ　ポアゾンブラック

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/8 園田金盃（3歳以上） 園田1870 ホクセツサンデー（牡3） 永島太郎 兵庫・田中範雄
12/28 兵庫ゴールドトロフィーJpnⅢ（3歳以上） 園田1400 スーニ（牡5） 川田将雅 JRA・吉田直弘
12/31 園田ジュニアカップ（2歳） 園田1700 ポアゾンブラック（牡2） 松浦政宏 兵庫・野田　学
1/3 新春賞（4歳以上） 園田1870 クールフォーマ（セン7） 三野孝徳 兵庫・黒田隆男
1/19 園田クイーンセレクション（3歳牝） 園田1400 スズカウインダー（牝3） 戸部尚実 名古屋・川西　毅
2/2 園田ユースカップ（3歳） 園田1400 エーシンユリシーズ（牡3）木村　健 兵庫・橋本忠男

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/11 福山王冠（3歳） 1800 フレアリングマリー（牝3） 楢崎功祐 福山・小嶺英喜
12/25 ヤングチャンピオン（2歳） 1600 クーヨシン（牝2） 佐原秀泰 福山・那俄性哲也
1/3 福山大賞典（4歳以上） 2600 クラマテング（牡7） 嬉　勝則 福山・江口秀博
1/15 クイーンカップ（4歳以上牝） 1600 ストロングジョイス（牝7） 三村展久 福山・鋤田誠二
1/30 マイル争覇（3歳以上） 1600 スマートブレード（牡11） 岡部　誠 名古屋・角田輝也
2/5 若駒賞（3歳） 1600 クーヨシン（牝3） 佐原秀泰 福山・那俄性哲也
2/12 いろは丸賞（4歳以上） 1250 エーシンエフダンズ（牡8）川原正一 兵庫・橋本忠男
2/19 福山プリンセスカップ（3歳牝） 1800 クーヨシン（牝3） 佐原秀泰 福山・那俄性哲也
2/26 福山牝馬特別（4歳以上牝） 1600 ゴールドピアース（牝6） 木村　健 兵庫・荒山義則
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競馬場トピックス 競馬場トピックス

場番号  61#場番号  61#

場番号  55#場番号  55#

写真●佐賀県競馬組合

と残念な結果に終わってしまった。佐賀
記念を回避したウルトラカイザーは、春
の戦線復帰を目指している。主戦の真島
正徳騎手は「全国クラスを相手に戦うな
ら距離は短いほうがいい」と語ってお
り、8月のサマーチャンピオンJpnⅢへ
向けて、春以降の短距離戦でさらなるパ
ワーアップを図りたいところだ。
●ハイレベルな3歳戦線
飛燕賞（2月19日）は佐賀3歳世代に

とって、牡牝混合で争われる最初の重賞
だが、今年は2歳重賞を制したガルホー
ムとダイリンウィークに加え、1月22
日に行われた3歳牝馬限定重賞・花吹雪
賞を制したガイヤクインと、この時点で
の九州地区の2、3歳重賞勝ち馬が揃っ
て出走。これらを相手に、重賞初出走と
なったエスワンプリンスがダイリンウィ

●復帰待たれるウルトラカイザー
佐賀競馬の1年の締めくくりとなる中
島記念（12月25日）は、3歳世代トッ
プの評価を受けるウルトラカイザーが優
勝し、2着には下級条件から連続連対を
継続しA級に上がってきたデュナメスが
入った。両馬ともにA級入り間もない新
鋭で、このレースを回避していたマンオ
ブパーサーが1月初旬に登録抹消となっ
たこともあり、2月の佐賀記念JpnⅢへ
向けてA級の世代交代が期待された。
しかし、佐賀記念は中島記念の上位4
頭が揃って回避。トップクラスを欠いた
佐賀所属馬は11頭立ての8、10、11着

ークに4馬身差をつけて圧勝し、通算成
績を5戦4勝とした。しかし、前述の3
頭も今回は勝ち馬とはやや差がひらいた
ものの2～ 4着を確保。各馬ともこれま
で強さを感じさせるレースぶりで勝ち上
がってきているだけに、九州ダービー栄
城賞へ向けて、今年はハイレベルな3歳
戦線が楽しめそうだ。
 文●上妻輝行

写真●高知県競馬組合

●絶対王者目指すタンゴノセック
暮れからの古馬重賞戦線は、タンゴノ
セックを中心に展開された。まず、12
月17日に開催された新設重賞・久松城
賞（1400メートル）を5馬身差で圧勝。
南関東から転入後の連勝を3に伸ばし、
能力の違いをアピールした。続く12月
31日の高知県知事賞（2400メートル）
ではキングサラディンの2馬身差2着に
敗れたものの、川崎記念Jpn I  8着を挟
んで臨んだ2月10日の黒潮スプリンタ
ーズカップ（1300メートル）では4馬
身差の貫禄勝ち。東海地区から遠征して
きたスピード自慢ニシノコンサフォスが
作り出すハイペースを楽々と追走し、直

線は久松城賞同様に独走。もともとは
中・長距離で活躍していた馬だけに、田
中守調教師、赤岡修次騎手ともども「距
離が心配だったが……」とレース後にコ
メントしていたが、まったく危なげない
勝ちっぷりで2度目の重賞制覇を達成。
勝ち時計1分22秒9、上がり3ハロン
37秒6は、馬場を考えれば破格の数字
であり、短距離適性の高さも証明するか
たちとなった。
タンゴノセックは2004年（ちなみに

5月5日！）生まれの8歳馬。JRAデビ
ューでダートばかりを使われ3勝。南関
東に移籍後も3勝を挙げ、2011年の報
知オールスターカップではグランシュヴ
ァリエに先着して3着に入るなど活躍し
ている。
高知競馬の春先のハイライトは、二十 

四万石賞（1900メートル）、福永洋一記
念（1600メートル）。一昨年はフサイチ
バルドルが圧倒的な強さを見せつけた舞
台だ。同馬の引退後は混沌としたムード
が続き、2011年はすべて勝ち馬が異な
った古馬重賞戦線だが、同じスタッフか
ら、また新たな絶対王者誕生となるか、
大いに期待がかかるところだ。
 文●風間恒一（中島競馬号）

2月19日　飛燕賞　エスワンプリンス

●佐賀競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

12月25日　中島記念　ウルトラカイザー

12月31日　高知県知事賞　キングサラディン

●高知競馬重賞勝ち馬一覧　2011. 12～2012. 2

2月10日　黒潮スプリンターズカップ　タンゴノセック

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/17 久松城賞（3歳以上） 1400 タンゴノセック（牡7） 赤岡修次 高知・田中　守
12/25 金の鞍賞（2歳） 1400 ヒロカミヒメ（牝2） 西川敏弘 高知・大関吉明
12/31 高知県知事賞（3歳以上） 2400 キングサラディン（牡6） 岡田祥嗣 高知・雑賀正光
2/10 黒潮スプリンターズカップ（4歳以上） 1300 タンゴノセック（牡8） 赤岡修次 高知・田中　守

日付 レース名（条件） 距離 勝ち馬名（性齢） 騎手名 所属・調教師名
12/5 オッズパークグランプリ2011（OP） 1400 ラブミーチャン（牝4） 濱口楠彦 笠松・柳江　仁
12/25 中島記念（3歳以上） 2000 ウルトラカイザー（牡3） 真島正徳 佐賀・真島元徳
1/22 花吹雪賞（3歳牝） 1800 ガイヤクイン（牝3） 吉田順治 佐賀・三小田幸人
2/8 佐賀記念JpnⅢ（4歳以上） 2000 ピイラニハイウェイ（牡7） 川田将雅 JRA・吉田直弘
2/19 飛燕賞（3歳） 1800 エスワンプリンス（牡3） 鮫島克也 佐賀・手島勝利
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第15回
マリーンカップ
JpnⅢ
4月4日（水）　
船橋1600m
3歳以上牝馬
1着賞金2100万円　
フルゲート14頭

2011年は中止
●マイル以下の実績を重視

昨年は東日本大震災の影響で中止。08・09年はマイ
ル以下のダートグレードで活躍していたメイショウバト
ラーが連覇。10年は1400m以下で5勝を挙げていたトー
ホウドルチェが優勝した。近年はマイル以下で実績を残し
ているタイプの活躍が多い。09年には1800m以上の
ダートグレードで3勝を挙げていたヤマトマリオンが1番
人気3着、関東オークス勝ち馬ユキチャンは2番人気6着
に敗れた。また前走で牡馬混合のレースに出走していれ
ばプラス。10年1着トーホウドルチェは前走千葉ステーク
ス、同年2着ラヴェリータは前走名古屋大賞典に出走して
いた。08～ 10年の3着以内馬はすべて4番人気以内。
牝馬限定のダートグレード路線は勢力図がはっきりしてお
り、力通りの決着が多い。

10.4.14
船橋
1600m
晴・重

5 ⑥ トーホウドルチェ(JRA） 牝5 55 四位洋 1.39.2 4人気

6 ⑧ ラヴェリータ（JRA） 牝4 57 岩田康 ハナ 1
4 ④ ユキチャン（川崎） 牝5 56 今野忠 1 1/2 3
単勝⑥1,840円 枠連複（5-6）870円 馬連複（6-8）970円 枠連単（5-6）3,900円
馬連単（6-8）3,530円 3連複（4-6-8）920円 3連単（6-8-4）12,000円

09.6.10
船橋
1600m
曇・良

7 ⑫ メイショウバトラー（JRA） 牝9 54 福永祐 1.41.0 4人気

8 ⑭ ストーリーテリング（JRA） 牝4 54 内田博 2 1/2 3
6 ⑨ ヤマトマリオン（JRA） 牝6 55 幸英明 1 1
単勝⑫970円 枠連複（7-8）2,350円 馬連複（12-14）2,270円 枠連単（7-8）5,570円
馬連単（12-14）5,870円 3連複（9-12-14）1,460円 3連単（12-14-9）15,400円

第23回
東京スプリント
JpnⅢ
4月18日（水）　
大井1200m
4歳以上
1着賞金2700万円　
フルゲート16頭

11.4.20
大井
1200m
晴・重

1 ② セレスハント（JRA） 牡6 56 福永祐 1.10.8 8人気 ●勝ち馬は内枠から
09年3月まで行われていた南関東重賞の東京シティ

盃がこのレースの前身。同年4月、「東京スプリント」（Jpn
Ⅲ）に生まれ変わった。したがって、参考になるデータは
過去3年分となる。昨年は8→1→12番人気で決まり、
3連単135万馬券のビッグな配当が飛び出した。優勝
したセレスハントは中距離のダートグレード路線を歩ん
でいたが、前年のサマーチャンピオン勝ち馬。2着ティ
アップワイルドは前年のカペラステークスで2着に好走。
JRA勢は1400m以下のダートグレードでの連対実績が
必要だ。枠は内のほうが有利。09年は1→2→1枠、10
年は3→2→5枠で決着。昨年の2、3着馬は外枠だった
が、勝ち馬セレスハントは1枠だった。勝ち馬は内枠から
探したい。

8 ⑮ ティアップワイルド（JRA） 牡5 56 石橋脩 1/2 1
7 ⑭ コアレスピューマ（船橋） 牡7 56 本橋孝 アタマ 12
単勝②2,310円 枠連複（1-8）6,080円 馬連複（2-15）4,770円 枠連単（1-8）12,100円
馬連単（2-15）19,610円 3連複（2-14-15）210,890円 3連単（2-15-14）1,355,570円

10.4.7
大井
1200m
雨・重

3 ⑥ スーニ（JRA） 牡4 58 川田将 1.12.2 1人気

2 ④ フジノウェーブ（大井） 牡8 58 戸崎圭 クビ 2
5 ⑩ ミリオンディスク（JRA） 牡6 56 蛯名正 1/2 4
単勝⑥170円 枠連複（2-3）240円 馬連複（4-6）340円 枠連単（3-2）500円
馬連単（6-4）540円 3連複（4-6-10）460円 3連単（6-4-10）1,540円

09.4.8
大井
1200m
晴・良

1 ② ゼンノパルテノン（JRA） 牡7 56 内田博 1.11.6 5人気

2 ④ ガブリン（JRA） 牡7 56 藤田伸 3/4 3
1 ① フジノウェーブ（大井） 牡7 58 御神訓 クビ 1
単勝②710円 枠連複（1-2）480円 馬連複（2-4）2,300円 枠連単（1-2）980円
馬連単（2-4）4,550円 3連複（1-2-4）2,120円 3連単（2-4-1）17,320円

第24回
かしわ記念
JpnⅠ
5月2日（水）　
船橋1600m
4歳以上
1着賞金6000万円　
フルゲート14頭

11.5.5
船橋
1600m
曇・稍重

7 ⑪ フリオーソ（船橋） 牡7 57 戸崎圭 1.38.2 2人気 ●同年のマイルGⅠがカギ
昨年はフリオーソが前年2着の雪辱を果たして優勝。

かしわ記念3連覇を狙ったエスポワールシチーは3着に
敗れた。このレースのカギを握るのは、同年のフェブラ
リーステークス。09年はフェブラリーステークス5着以
内馬が1～ 3着を独占。10年1着エスポワールシチー、
11年1着フリオーソは前走フェブラリーステークスで連
対を果たしていた。かしわ記念とフェブラリーステークス
はともに左回りのマイルGⅠで、関連性が深いのだろう。
1番人気は【2.2.1.0】（過去5年）と安定している。上位
人気が圧倒的に強く、3着以内馬15頭中14頭は5番人
気以内である。JRA勢が基本的に優位。地方勢はアジュ
ディミツオー、フリオーソのようなビッグネームだけが通
用する。

8 ⑫ ラヴェリータ（JRA） 牝5 55 武 豊 3/4 5
7 ⑩ エスポワールシチー（JRA）牡6 57 佐藤哲 1 1/2 1
単勝⑪240円 枠連複（7-8）1,040円 馬連複（11-12）2,500円 枠連単（7-8）1,110円
馬連単（11-12）3,580円 3連複（10-11-12）380円 3連単（11-12-10）6,150円

10.5.5
船橋
1600m
晴・良

7 ⑫ エスポワールシチー（JRA）牡5 57 佐藤哲 1.36.8 1人気

5 ⑦ フリオーソ（船橋） 牡6 57 戸崎圭 1 1/2 5
7 ⑪ アドマイヤスバル（JRA） 牡7 57 勝浦正 4 4
単勝⑫110円 枠連複（5-7）1,410円 馬連複（7-12）1,820円 枠連単（7-5）2,060円
馬連単（12-7）1,970円 3連複（7-11-12）5,400円 3連単（12-7-11）12,650円

09.5.5
船橋
1600m
雨・重

5 ⑥ エスポワールシチー（JRA）牡4 57 佐藤哲 1.35.9 2人気

7 ⑪ カネヒキリ（JRA） 牡7 57 内田博 3/4 1
7 ⑩ フェラーリピサ（JRA） 牡5 57 岩田康 1 4
単勝⑥320円　枠連複（5-7）260円　馬連複（6-11）280円　枠連単（5-7）600円
馬連単（6-11）660円　3連複（6-10-11）560円　3連単（6-11-10）2,040円

第13回
兵庫チャンピオンシップ
JpnⅡ
5月3日（祝・木）　
園田1870m
3歳
1着賞金2800万円　
フルゲート12頭

11.5.4
園田
1870m
晴・良

6 ⑥ エーシンブラン（JRA） 牡3 55 岩田康 2.00.9 4人気 ●JRA勢は芝路線組を狙え
毎年最初に行われる3歳限定のダートグレード。JRA3

歳のダートオープン馬は春に芝のレースに挑戦すること
が多く、このレースには芝路線組の参戦が目立つ。09年
1着ゴールデンチケット、同年3着シルクダンディー、10
年1着バーディバーディ、同年2着サンライズクォリア、
11年1着エーシンブランはすべて前走芝のレースに出
走。過去5年では前走皐月賞出走馬が3勝を挙げている。
昨年の勝ち馬エーシンブランはこのレースが初ダート
だったが、基本的にはダート経験が必要。できればJRA
の500万クラスを勝利していたい。地方勢は10年3着
フィオーレハーバー、11年2着ホクセツサンデーと2年
連続で好走。2頭はともに前走菊水賞を1番人気で勝利
していた。

7 ⑧ ホクセツサンデー（兵庫） 牡3 55 木村健 6 5
3 ③ ラヴィアンクレール（JRA） 牡3 55 松岡正 5 1
単勝⑥1,430円　枠連複（6-7）5,160円　馬連複（6-8）8,900円
馬連単（6-8）16,950円　3連複（3-6-8）2,770円　3連単（6-8-3）64,160円

10.5.4
園田
1870m
晴・良

2 ② バーディバーディ（JRA） 牡3 55 松岡正 1.59.6 1人気

8 ⑪ サンライズクォリア（JRA） 牡3 55 福永祐 5 3
3 ③ フィオーレハーバー（兵庫） 牡3 55 木村健 4 6
単勝②130円　枠連複（2-8）400円　馬連複（2-11）430円
馬連単（2-11）530円　3連複（2-3-11）2,420円　3連単（2-11-3）4,900円

09.5.6
園田
1870m
雨・稍重

6 ⑦ ゴールデンチケット（JRA） 牡3 55 武　豊 1.59.0 3人気

8 ⑫ スーニ（JRA） 牡3 55 内田博 クビ 1
1 ① シルクダンディー（JRA） 牡3 55 四位洋 大差 2
単勝⑦680円　枠連複（6-8）280円　馬連複（7-12）270円
馬連単（7-12）1,000円　3連複（1-7-12）220円　3連単（7-12-1）2,430円

07年から JRA勢の上位独占が続いていたこのレース。昨年は、笠松の快速
牝馬ラブミーチャンに地方勢の連敗阻止が
託された。前年の兵庫ゴールドトロフィー
JpnⅢ 3 着以来、約 4カ月の休み明けなが
ら、地方馬としては筆頭となる単勝 4番人
気。正攻法の逃げから、直線残り 100mで

も先頭。濱口楠彦騎手のムチにこたえそのま
ま粘り込むかに見えた。しかし、その夢を砕
いたのが直後を追走していたセイクリムズ
ン。ゴール前、外からあっさりと交わし去っ
た。ミリオンディスクにも差されたラブミー
チャンは 3着。勝利はならなかったが、JRA
勢に一歩も引かない堂々の走りを披露した。

データ分析●小田原智大

写真● NAR

Dirt Gradeプレイバック かきつばた記念JpnⅢ（名古屋） 2011年5月3日
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第14回
かきつばた記念
JpnⅢ
5月4日（祝・金） 
名古屋1400m
4歳以上
1着賞金2100万円 
フルゲート12頭

11.5.3
名古屋
1400m
曇・稍重

7 ⑨ セイクリムズン（JRA） 牡5 55 幸英明 1.25.9 1人気 ●逃げ馬の複勝率は100％
名古屋競馬場は直線が193.5mと短く、先手を取れる

馬が断然に有利。このレースも例外ではなく、逃げ馬の成
績は【3.1.1.0】（過去5年）。2勝は09・10年スマートファ
ルコンだが、そのほかに07年2着サチノスイーティー、
08年1着コンゴウリキシオー、11年3着ラブミーチャ
ンが好走している。3着以内馬15頭中13頭は過去に
1400m以下のダートグレードを優勝。昨年の勝ち馬セイ
クリムズンは同年の根岸ステークスを勝利、2着ミリオン
ディスクは前年の北海道スプリントカップ勝ち馬だった。
過去3年ではJRA勢の東京スプリント組が【0.2.1.1】。昨
年2着ミリオンディスクは前走東京スプリント8着から巻
き返した。地方勢の好走は昨年3着ラブミーチャンのみ。
JRA勢中心に考えたい。

1 ① ミリオンディスク（JRA） 牡7 55 蛯名正 2 3
4 ④ ラブミーチャン（笠松） 牝4 52 濱口楠 アタマ 4
単勝⑨120円 枠連複（1-7）440円 馬連複（1-9）430円 枠連単（7-1）580円
馬連単（9-1）540円 3連複（1-4-9）2,590円 3連単（9-1-4）4,940円

10.5.3
名古屋
1400m
晴・良

4 ④ スマートファルコン（JRA） 牡5 58 岩田康 1.25.3 2人気

7 ⑨ スーニ（JRA） 牡4 59 川田将 1 1/2 1
6 ⑦ ミリオンディスク（JRA） 牡6 57 蛯名正 3 3
単勝④230円 枠連複（4-7）170円 馬連複（4-9）170円 枠連単（4-7）480円
馬連単（4-9）410円 3連複（4-7-9）140円 3連単（4-9-7）620円

09.5.4
名古屋
1400m
曇・良

2 ② スマートファルコン（JRA） 牡4 58 岩田康 1.25.5 1人気

7 ⑩ トーセンブライト（JRA） 牡8 57 安藤勝 5 2
8 ⑪ リミットレスビッド（JRA） 牡₁₀ 58 福永祐 5 3
単勝②100円 枠連複（2-7）120円 馬連複（2-10）120円 枠連単（2-7）130円
馬連単（2-10）150円 3連複（2-10-11）440円 3連単（2-10-11）640円

第16回
さきたま杯
JpnⅡ
5月30日（水） 
浦和1400m
4歳以上
1着賞金3100万円 
フルゲート12頭

11.6.1
浦和
1400m
曇・良

8 ⑪ ナイキマドリード（船橋） 牡5 56 戸崎圭 1.26.0 2人気 ●直近の重賞実績を信頼
昨年はラヴェリータら強豪のJRA勢を押さえてナイキ

マドリードが優勝。地方馬の優勝は04年ロッキーアピー
ル以来となる史上2頭目となった。同馬は前年のJBCス
プリント2着と好走しており、また浦和1400mは2戦2
勝。NAR最優秀短距離馬でもあり、優勝馬としてふさわ
しい実績があった。また、同年のかきつばた記念連対馬
が不在だったことも大きい。例年は同レースの連対馬が
強く、スマートファルコン（10年、11年）やメイショウバ
トラーなどがそれに該当する。直近の1400mダートグ
レードの実績は重視すべきだ。昨年6番人気2着のジー
エスライカーは前走東京スプリントで、勝ち馬セレスハ
ントと0.3秒差の4着。一応。ダートグレードでメドを立
てていた。

5 ⑤ ジーエスライカー（大井） 牡4 56 坂井英 1 1/2 6
7 ⑩ スーニ（JRA） 牡5 58 川田将 アタマ 8
単勝⑪690円 枠連複（5-8）3,010円 馬連複（5-11）3,790円 枠連単（8-5）5,020円
馬連単（11-5）6,510円 3連複（5-10-11）22,300円 3連単（11-5-10）107,710円

10.5.26
浦和
1400m
曇・稍重

7 ⑨ スマートファルコン（JRA） 牡5 58 岩田康 1.26.2 1人気

5 ⑥ スーニ（JRA） 牡4 59 川田将 4 2
3 ③ ノースダンデー（船橋） 牡5 56 左海誠 アタマ 7
単勝⑨130円 枠連複（5-7）120円 馬連複（6-9）120円 枠連単（7-5）170円
馬連単（9-6）180円 3連複（3-6-9）750円 3連単（9-6-3）1,280円

09.5.27
浦和
1400m
曇・良

5 ⑤ スマートファルコン（JRA） 牡4 58 岩田康 1.26.4 1人気

8 ⑫ バンブーエール（JRA） 牡6 59 松岡正 1 1/2 2
2 ② トップサバトン（船橋） 牡5 56 戸崎圭 1 1/2 4
単勝⑤120円  枠連複（5-8）180円 馬連複（5-12）180円 枠連単（5-8）220円
馬連単（5-12）230円 3連複（2-5-12）1,690円 3連単（5-12-2）2,740円

第48回
関東オークス
JpnⅡ
6月13日（水） 
川崎2100m
3歳牝馬
1着賞金3200万円 
フルゲート14頭

11.6.15
川崎
2100m
曇・稍重

1 ① カラフルデイズ（JRA） 牝3 54 岩田康 2.15.9 1人気 ●レベル低下で混戦模様か
JRAと地方代表による3歳牝馬ダート路線の頂上決戦

という位置づけだが、近年はメンバーの質が決して高く
ない。昨年の結果がそれを象徴している。勝ったカラフ
ルデイズはともかく、2着ピュアオパールはダート未経験
で、芝1200mでしか勝ち鞍がなかった。10年優勝のシ
ンメイフジも初ダートでの優勝。ともに中央のオープン
クラスで実績はあったものの、以前はこのようなタイプ
は苦戦していた。最低でも中央の500万クラス以上の
ダートで勝利が必要だったからだ。地元馬は東京プリン
セス賞好走馬ならば十分太刀打ちできるはずだが、年に
よってレベルの差が激しい。昨年はクラーベセクレタが
牡馬路線に進んだという事情もあった。まだ馬連複で大
波乱はないものの、混戦模様だ。

8 ⑬ ピュアオパール（JRA） 牝3 54 吉田豊 クビ 5
4 ⑥ マニエリスム（船橋） 牝3 54 戸崎圭 3 2
単勝①320円 枠連複（1-8）1,130円 馬連複（1-13）2,000円 枠連単（1-8）1,860円
馬連単（1-13）3,490円 3連複（1-6-13）2,290円 3連単（1-13-6）15,860円

10.6.16
川崎
2100m
晴・重

7 ⑪ シンメイフジ（JRA） 牝3 54 内田博 2.13.1 1人気

5 ⑧ ハーミア（大井） 牝3 54 今野忠 1 1/2 4
3 ④ ギンガセブン（船橋） 牝3 54 本橋孝 クビ 10
単勝⑪320円 枠連複（5-7）750円 馬連複（8-11）2,200円 枠連単（7-5）1,340円
馬連単（11-8）2,820円 3連複（4-8-11）40,630円 3連単（11-8-4）108,860円

09.6.17
川崎
2100m
曇・重

5 ⑦ ラヴェリータ（JRA） 牝3 54 岩田康 2.15.5 1人気

1 ① ツクシヒメ（船橋） 牝3 54 坂井英 5 6
4 ⑤ アンペア（川崎） 牝3 54 的場文 クビ 8
単勝⑦130円 枠連複（1-5）1,040円 馬連複（1-7）1,340円 枠連単（5-1）1,730円
馬連単（7-1）1,560円 3連複（1-5-7）19,200円 3連単（7-1-5）53,160円

第16回
北海道スプリントカップ
JpnⅢ
6月14日（木） 
門別1200m
3歳以上
1着賞金2200万円 
フルゲート16頭

11.6.16
門別
1200m
晴・良

1 ① マルカフリート（JRA） 牡5 56 福永祐 1.11.5 3人気 ●生粋のスプリンターが強い
地方馬の優勝は00年オースミダイナー以降途絶えて

おり、目下JRAの馬が11連勝中となっている。この間
の優勝馬はすべて3番人気以内。しかも、昨年優勝のマ
ルカフリート以外は2番人気以内という状況だ。短距離
戦にありがちな紛れがありそうな雰囲気がない。中央の
オープン特別・短距離戦、ダートグレードで実績がある
馬を素直に信頼するレースだ。前走天王山ステークスで
12着に敗退後、巻き返したマルカフリートは異色のケー
スと言えよう。歴代優勝馬にはサウスヴィグラス、ディバ
インシルバーやアグネスジェダイらが並ぶ。1400mま
でこなせるタイプよりも、1200m以下がベストという生
粋のスプリンターの方がやはり強い。スピードがある逃
げ～先行馬が力でねじ伏せる一戦だ。

8 ⑬ ヤサカファイン（大井） 牡5 56 石崎駿 1/2 2
6 ⑧ ミリオンディスク（JRA） 牡7 57 蛯名正 3 1
単勝①440円 枠連複（1-8）650円 馬連複（1-13）860円
馬連単（1-13）1,660円 3連複（1-8-13）220円 3連単（1-13-8）2,450円

10.6.17
門別
1200m
曇・稍重

2 ② ミリオンディスク（JRA） 牡6 57 蛯名正 R1.09.6 1人気

3 ④ ガブリン（JRA） 牡8 56 ウィリアムズ 4 3
3 ③ ラブミーチャン（笠松） 牝3 51 五十冬 2 2
単勝②180円 枠連複（2-3）170円 馬連複（2-4）360円
馬連単（2-4）570円 3連複（2-3-4）450円 3連単（2-4-3）2,000円

09.6.18
門別
1000m
曇・稍重

4 ⑤ ヴァンクルタテヤマ（JRA） 牡7 57 藤田伸 R0.58.7 1人気

5 ⑧ ガブリン（JRA） 牡7 56 武　豊 2 3
5 ⑦ スパロービート（川崎） 牡4 56 戸崎圭 1/2 2
単勝⑤160円 枠連複（4-5）150円 馬連複（5-8）310円
馬連単（5-8）440円 3連複（5-7-8）250円 3連単（5-8-7）970円

第35回
帝王賞
JpnⅠ
6月27日（水） 
大井2000m
4歳以上
1着賞金6000万円 
フルゲート16頭

11.6.29
大井
2000m
晴・良

6 ⑥ スマートファルコン（JRA） 牡6 57 武　豊 2.01.1 1人気 ●コース実績が重要な大一番
東京大賞典と並ぶ、古馬ダート路線・最大レースの一

つ。JRAのトップクラスも目標にすることもあり、毎年出
走馬はハイレベルだ。04年にアドマヤドンが優勝して以
降は、その時代を代表する実力馬が勝利を収めている。
近年の勝ち馬は人気サイドだ。だが、その中でもボンネ
ビルレコード（07年）とフリオーソ（10年）のみが単勝5
番人気での優勝。3着以内の好走馬も含めて、配当に妙
味がある時は地方所属経験馬が馬券に絡むケースが多
い。JRA勢の穴はあまり期待できない。その他の特徴と
しては、大井2000mでの好走実績が大事。基本的には
GⅠ・JpnⅠでの好走実績がほしいが、南関東重賞でも軽
視すべきではない。速い走破時計に対応できる馬ではあ
れば大いにチャンスがある。

8 ⑪ エスポワールシチー（JRA）牡6 57 佐藤哲 9 2
1 ① バーディバーディ（JRA） 牡4 57 松岡正 1 1/4 3
単勝⑥120円 枠連複（6-8）140円 馬連複（6-11）140円 枠連単（6-8）180円
馬連単（6-11）190円 3連複（1-6-11）150円 3連単（6-11-1）290円

10.6.30
大井
2000m
曇・稍重

3 ④ フリオーソ（船橋） 牡6 57 戸崎圭 2.03.4 5人気

8 ⑭ カネヒキリ（JRA） 牡8 57 横山典 2 1/2 4
3 ⑤ ボンネビルレコード（大井） 牡8 57 的場文 アタマ 9
単勝④630円 枠連複（3-8）1,380円 馬連複（4-14）2,540円 枠連単（3-8）2,860円
馬連単（4-14）5,010円 3連複（4-5-14）39,210円 3連単（4-14-5）161,830円

09.6.24
大井
2000m
曇・不良

4 ④ ヴァーミリアン（JRA） 牡7 57 武　豊 2.03.6 1人気

3 ③ フリオーソ（船橋） 牡5 57 戸崎圭 3 2
4 ⑤ ボンネビルレコード（JRA） 牡7 57 的場文 5 4
単勝④160円 枠連複（3-4）200円 馬連複（3-4）210円 枠連単（4-3）310円
馬連単（4-3）310円 3連複（3-4-5）510円 3連単（4-3-5）1,080円

昨年、地方所属の2歳牡馬で唯一、ダートグレードで馬券
対象（兵庫ジュニアグランプリJpnⅡ3着）となったのがエー
シンユリシーズ。NARグランプリ2歳最優秀牡馬の候補に
も挙げられましたが、JRAデビューという点が懸念されたよ
うです。今年に入り、地方馬限定の園田ユースカップ（2月
2日）では7馬身差圧勝で力の違いを披露。5月3日の兵庫チャ
ンピオンシップJpnⅡでは、地元代表としてJRA勢を迎え撃
ちます。

園田ユースカップ　写真●兵庫県競馬組合

エーシンユリシーズ
（兵庫）

編集部が選ぶ編集部が選ぶ
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今年でデビュー 27年目を迎える宇都英
樹騎手は、愛知県騎手会の会長。勝利を目
指す仕事のほかに、競馬の活性化や情報発
信などにも心を砕いている。これまでを振
り返りつつ、名古屋競馬と自身のこれから
についても話を伺った。

宇都英樹騎手が騎手デビューした当時の名
古屋競馬は、騎手同士の戦いも激しかった。
入ったときは騎手が55人くらいいて、
いちばん多かったときが58人かな。調整
ルームに入りきれないくらいでしたよ。だ
から乗り鞍の確保が大変。同じ年代に安部
幸夫騎手、吉田稔騎手などがいるんです
が、みんな5日間の開催で2ケタ乗れない
程度の騎乗数でした。調教でも乗る馬があ
まり回ってこないという時期が5年くらい
続きましたね。でも、それが当たり前だと
思っていた部分があったかもしれません。
それでもなんとか上を目指したい。その想
いは巡りあわせの幸運もあって、少しずつ花
開いていく。
僕は鹿児島県出身なんですが、名古屋競
馬にはなぜか同郷の人が多くてね。僕の父
がウチの厩舎の厩務員さんと知り合いで、
竹口勝利調教師が騎手を探しているから、
と聞いてきたことがこの世界に入るきっか
けです。でも入ったら兄弟子がいて（笑）。
最初はいろいろと厳しかったですが、その
あと宮下兄妹（康一、瞳の両騎手）が来て
くれたことで、他の厩舎に顔を出せる余裕
ができました。
その頃ですね、マルブツセカイオーに乗
れることになったのは。主戦の戸部尚実騎
手が体を悪くして、代役が回ってきたんで
す。あの馬で東海桜花賞を勝たせてもらい
ましたが、運もよかったですよ。その年か
ら東海桜花賞が名古屋開催に変わったんで
す（前年は中京競馬場の芝2000m）。左回
りと芝が苦手だったマルブツセカイオーに
とっては、本当に大歓迎。自分も『どうせ
1回きりだろうし』と思って開き直って騎
乗しました。ヘタを打ったらどうしようか

と考えたってキリがないですから。
その結果、東海所属馬による大レースを勝
利。しかしながらその頃は、笠松競馬所属馬
が名古屋の重賞戦線で大攻勢をかけている
時期でもあった。
あまりに笠松の馬に勝たれるので、荒川

友司調教師（故人）にグチっぽく文句を言
ったら『ウチらが来られなくなるような馬
を作ってみろ』と返されまして。そんなこ
ともあって、少しずつ意識が変わってきた
ように思いますね。坂路もできましたし。
そういった対抗意識が、2000年以降に全
国区の活躍馬を送り出した要因になったのか
もしれない。
でも今はそういう馬が少なくなりました

ね。昔はどのクラスでも力関係の判断が難
しいレースが多かったですよ。でも今はだ
いたい堅いでしょ。もっと面白みのある番
組を作ってくれと、主催者にはよく掛け合
っていますよ。その上で、話題性のある馬
が出てきてくれれば。最近で僕が乗った馬
でいうと、マリンレオとかね。
アラブながら、サラブレッドの重賞を制した
マリンレオ。その馬で宇都騎手は福山のアラ
ブ大賞典と金沢のアラブグランプリを勝利し
た。そのときは『本当は吉田稔騎手が乗る予
定だったんですが、都合が悪かったらしくて、
僕に依頼が回ってきた』という経緯だったそ
う。やはりこの世界で成功するためには、実
力以上に縁が重要なのだと感じずにはいられ
ない。それらを武器に実績を重ねてきた宇都
騎手は、3年前から騎手会長を務めている。
任期は2年なんですが、昨年また再選さ

れまして。そのなかで、昨年から騎手ズボ
ンに広告を付けるということを始めまし
た。いろんな企業やお店に営業に行きまし
たよ。なかなかうまく進んではいません
が、でもこうやって動いていくことで、「競
馬場の人はがんばっているんだな」と、わ
かってもらえればと思いますからね。大震
災のときは騎手会で募金活動もやりました
し、競馬場のお祭りにも協力しました。騎
手はレースで一所懸命に乗るのが本分です
が、それ以外にもいろいろやっていかない
と。お客さんが競馬をやめてしまったら、
もうおしまいですからね。
騎手会長として、そして名古屋競馬を愛す

る者として、宇都騎手はさまざまなことを考え
ている。しかし本人もひとりの騎手。向上心
は忘れていない。
デビュー当初はリーディング20位以内に

は入りたいなと思っていて、それが実現し
たら次はリーディングジョッキーカップに

乗りたいなとなって。そうしたら今度はそ
れを勝ちたいってなるじゃないですか。い
い馬に乗せてもらって教えられたことも多
いですが、そういった気持ちがあることが、
教養センターであんなに下手だった自分が
ここまでこられた理由かなと思います。
宇都騎手の通算勝利数は1700あまり。

2000勝という数字も見えてきた。
去年、レース中に他馬の落馬に巻き込ま

れる形で、右の鎖骨を骨折してしまったん
ですよ。それで今は騎乗数を少しセーブし
ているんですが、2000勝……、できるか
なあ。最近のペースなら4年後くらいです
かね。なんとか頑張ります（笑）。
名古屋競馬の騎手界は、若手の台頭もあ

って激戦区なのは今も同じ。そのなかで
2010年と2011年はシルバーウインドとのコ
ンビでグランダム・ジャパン古馬シーズンに
参戦した。
あの馬は先頭に立つと気を抜くし、ゲー

トでも落ち着かないし、乗り難しいタイ
プ。あと、夏に弱いのがね……。去年の金
沢（読売レディス杯）のときなんて、暑い
のに全然汗をかかなくて、ゲート裏でダメ
だと思いましたもの。そんな状態でも3着
に来るのだからすごいですよね。今年は3
歳のマザーフェアリーが楽しみな存在。グ
ランダムも狙えたらと思っているんです。

宇都騎手は「名古屋競馬場を夢のある場
所にしたい」と口にしていた。それにつな
がっていくように、騎手会長は自分から動
く。このインタビューのあとも、広告ズボ
ンの広告主のところにあいさつと営業に行
く予定になっているとのことだった。

取材・文●浅野靖典

宇都英樹（名古屋）
うと　ひでき

1968年8月14日生まれ　しし座　A型
鹿児島県出身　竹口勝利厩舎
初騎乗／1986年10月16日
地方通算成績／11,761戦1,736勝
重賞勝ち鞍／東海桜花賞2回、アラブ大賞典
（福山）、アラブグランプリ（金沢）、ゴールド
争覇2回、ゴールドウイング賞2回、名港盃2
回、くろゆり賞（笠松）、スプリングカップ、尾
張名古屋杯2回など27勝
服色／胴青・黄一本輪、そで青黄縦じま
※2012年2月29日現在

シルバーウインドでは09年・秋桜賞も制した 写真●坂本千鶴子
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馬番勝負服
名古屋競馬といえば、日本で最後まで騎
手ごとの勝負服がなかった競馬場。1996
（平成8）年に騎手ごとの勝負服が導入さ
れるまで、レースで騎乗するときは自分が
乗る馬のゼッケン番号に対応する“馬番
服”を着用していた。
「笠松に遠征すると、向こうの人は騎手
服で乗っているのに、名古屋の騎手は馬番
の服。もうかっこ悪くてしょうがないか
ら、主催者側に騎手服に変えてくれと何度
もお願いしたんですけれど、なかなか首を
縦に振ってくれなくて……」
と、その当時のことを教えてくれたのは
宇都英樹騎手。仕方がないから何人かの騎

手は、自分で馬具屋さんにたのんでオリジ
ナルの騎手服を作り、それを調教のときに
着ていたそうだ。
しかし時は流れ、ついに名古屋競馬にも

騎手服が導入されることに。ただし、それ
をデザインするにあたっては、いくつかの
制限があったらしい。
「まず、タスキは禁止。でもバッテンは
OKなんですけど。それから白以外の色は
2色まで。だから似たような柄がけっこう
ありましたね」
とは、加藤利征騎手。ちなみに加藤騎手

がデザインしたのは【緑、胴黄元禄、袖黄
一本輪】。最初のころは縫い付けられた四
角い布がよく取れてしまうのが悩みだった
らしい。でも今は布に直接プリントしてい
るので、その心配はなくなったそうだ。
「それから、井桁や星とかも使えません
でしたね。要は作るのが大変で、そのぶん
余計にお金がかかるということだったんで
しょうけれど」
そんないくつかの条件はありながらも、

名古屋所属の騎手はやっと自分の服を着る
ことができるようになった。それと同時

に、馬番服の役目は終わったことに
なる。
「でもどこかにはあるはずですよ。
交流戦とかで遠征してきた騎手が勝
負服を忘れてきたら、それを貸し出
すことになっているはずですから」
とすると、それはどこにあるのだ

ろう。愛知県競馬組合に確認してみ
ると「検量室にあるのでは？」との
こと。さっそく探索に行ってみると
……。
馬番服は棚の上に置かれたダンボ

ール箱のなかに入っていた。1番か
ら12番までの12種類。ずいぶん昔
のことなのに、現地調査に付き合っ
てくださった加藤利征騎手と実況担
当の畑野謙二さんは、ハッキリと服
色に対応する番号を覚えていた。
1が白地に水色のタスキ、２が黒

地に白のタスキ、3が赤地に白のタ

スキ……。1番から10番までは袖に白い
輪も2本入っていて、11番と12番は胴も
袖もボーダーのデザインだ。でも11番と
12番はデザイン的に微妙という気が。赤
地に白のラインが首回りを含めると5本入
っている12番は「ウォーリーを探せ」で
描かれていた主人公の服を思い出させる
し。しかし、名古屋競馬に馬番連勝式が導
入されたのは1997（平成9）年だから、
馬番服があった当時は、連勝式といえば枠
連だったはず。なぜ“枠番服”ではなくて
“馬番服”だったのだろうか？
「帽子は枠の色でしたから、連勝式を買
う人は帽子をみて、単複を買う人は服を見
ればいい、ということだったんじゃないで
すかね？」
と推理したのは畑野さん。といっても、

たとえば8頭立ての8番は「ピンクの帽子
にオレンジ色の服」ということになるか
ら、パッと見ただけでは勘違いしてしまい
そうだ。何もそんなふうにややこしくする
ことはなかったのに……。でもこういうも
のは、慣れがすべてを解決するのかも？
ということで、袋から馬番服を出して並

べさせてもらったので、そのうちの何点か
を加藤騎手に着てもらった。
「けっこうダボダボですね。みんなが使
うものだから大きめにしていたんでしょう
けれど。でも改めて着てみると、かなりち
ゃんとした生地を使っていますね。そうい
えば、これより前は服に『愛知』と刺繍さ
れていましたよね？」
畑野さんも「そういえばそういうのがあ

ったねえ」と。その証言を愛知県競馬組合
の年表と照らし合わせてみると、『愛知』
の刺繍があったのは1993（平成5）年ま
でだったようだ。
ひとつひとつ取り出した馬番服は、ひっ

そりと箱にしまわれていたおかげで保存状
態は上々。これなら最近のプロ野球が昔の
ユニフォームで試合するイベントを実施し
ているのと同じイメージで、『馬番服リバ
イバルデー』ができるかも！？

10番の馬番服

大切に保管されている馬番ごとの勝負服。

12番の馬番服。

入場門を入ってすぐ右側にある「すみ
れ」は、検量室の2階にある関係者用の
食堂も経営している店。呼び込む声につ
られて近づいていくと、「常連さんは『こ
この串カツがいちばんだ』ってよくおっ
しゃるのよね。自分でもおいしいと思う
けれど（笑）」と、店のおばさま。とい
うことならば、串カツを食べないわけに
はいかないだろう。でも単品では昼食と
して物足りないので「串かつ丼」を注文。

その私の言葉を合図にフライヤーから音
が聞こえてきた。というわけで、やって
きた「串かつ丼」は熱すぎるほどにホカ
ホカの湯気。写真を撮りおえてから食べ
始めても、まだ串カツはアツアツだっ
た。ちなみに串カツ丼にかかっていたの
は、ドテ煮の鍋で煮込まれていた味噌ダ
レ。継ぎ足し継ぎ足しで守られてきた名
古屋競馬場の味噌文化も、店主自慢の一
品だ。

今昔物語今昔物語今昔物語
名古屋競馬場

取材・文●浅野靖典

串かつ丼（500円）名古屋競馬場イチオシグルメ



勝ち続けるためのワンポイントアドバイス（1）

■東海ダービー歴代優勝馬
年 優勝馬 性齢 所属 騎手 人気 調教師 前走

2011 アムロ 牡 3 名古屋 戸 部 尚 実 7 川 西　 毅 大鷲特別 1 着
2010 エレーヌ 牝 3 笠　松 筒 井 勇 介 1 山 中 輝 久 園田・のじぎく賞 1 着
2009 ダイナマイトボディ 牝 3 名古屋 倉 地　 学 2 角 田 輝 也 駿蹄賞 3 着
2008 ヒシウォーシイ 牡 3 名古屋 岡 部　 誠 4 川 西　 毅 3 歳特別 1 着
2007 マルヨフェニックス 牡 3 笠　松 尾 島　 徹 4 柴 田 高 志 駿蹄賞 3 着
2006 ホウライミサイル 牡 3 名古屋 吉 田　 稔 1 藤ケ崎一男 駿蹄賞 1 着
2005 セントレアリキ 牡 3 名古屋 川 原 正 一 2 角 田 輝 也 阪神 500 万以下 7 着
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名古屋競馬特集 名古屋競馬特集

かきつばた記念JpnⅢは、名古屋競馬場
のダート1400mで争われます。競走名は
愛知県の花であるカキツバタからきていま
す。1400mコースは4コーナー奥のポケッ
トからスタートし、1コーナーまでの直線
距離が十分あるため、枠順の有利不利はあ
りません。逃げ馬と外枠の先行馬が有利で、
ペースが速くなった時限定で差し馬にも
チャンスがあります。枠順、脚質別の有利
不利は表の通りです。

過去10年ではJRA勢が7勝と優勢。1番
人気4勝、2番人気2勝、3番人気1勝で、的
中させるためにはJRAの人気馬には逆らっ
てはいけません。別定戦のため過去に重賞
を勝っている馬の斤量が重くなりますが、
08年のコンゴウリキシオー、09、10年の
スマートファルコンは58kgで勝っており、
斤量より実績を重視した方がよいといえま
す。
過去10年の優勝馬を馬齢別にみると、5
歳馬と6歳馬が3勝ずつしておりキャリア
豊富なベテラン勢の活躍が目立ちます。牝
馬の優勝はメイショウバトラー 1頭のみ
と、牝馬には厳しいレースとなっています。
04、05年には名古屋所属馬で吉田稔騎手
がともに4番人気で勝っており、穴馬を狙
うならコース形態を熟知した吉田稔騎手が
地元馬に乗る時に頭で買ってみるのがいい
と思います。吉田稔騎手が乗って勝った2

頭ともに前走東海桜花賞を使っており、東
海桜花賞を好走した馬も要注意です。

東海ダービーは、04年までは名古屋優駿
として中央交流のダートグレードレース
として行われてきましたが、05年からは東
海・北陸・近畿地区交流に変更されました
（08年からは東海・北陸・中国地区交流）。
1着馬はジャパンダートダービー JpnIの
出走にアドバンテージがある指定馬となり
ます。
1900mのコースは800m戦と同じ第2

コーナーからのスタートで、スタート後は
向正面の直線を走るため枠順の有利不利
はほとんどありません。長距離戦ですので
スタミナが温存できる差し馬が有利です。
ゴール板を2回通過して6回コーナーをま
わるため、道中いかに折り合いをつけるか
ということと、勝負どころの2周目3コー
ナーで好位置にポジションを取ることが重
要になります。また、直線が日本で一番短
いコースだけに動けるポイントが少なく、
騎手の腕が問われるため、名古屋コースで
は一番荒れる確率の高い距離です。

地方交流となった05年以降の優勝馬の
傾向を見ると、牡馬5勝、牝馬2勝。10年
に優勝した牝馬のエレーヌの前走は園田、
前々走は佐賀で勝利しているつわもので、
基本的には斤量2kg差があっても牡馬の方
が有利です。
所属別では名古屋が5勝、笠松が2勝で、

地の利がある地元馬が有力です。特に角田
輝也厩舎と川西毅厩舎がそれぞれ2勝して
おり注意したい厩舎です。
東海ダービーのトライアルレースとして

同じコースで行われる駿蹄賞組が有力で、
過去には3勝しています。1番人気の優勝
は過去2回だけで、駿蹄賞3着の馬が前哨
戦の着順を逆転して2勝しており、乗り方
が難しいコースだけに荒れることを前提に
して馬券を組み立てた方がよさそうです。

仲谷光太郎の

なかやこうたろう●1967年生、株式会
社レイトバスターの代表。365日、中
央・地方で資金を運用する馬券生活者。
http://www.ratebuster.co.jp/

1400m
2500m1300m

1800m

16
00
m

ゴール

1900m
800m

スタンド

右回り 1周1,100m
直線 204.6m（ゴールまで193.5m）
幅員 23～ 25m
高低差 0m
フルゲート 12頭

名古屋競馬場は1周1100mの小
回りコースで、直線は193.5mと
日本でもっとも短い競馬場です。
楕円をより長方形に近づけたよう
な形状をしているため、コーナー
がきつく、まわるときにスピード
が大きく落ちます。直線でしか追
い込むことができない追い込み馬
には、きびしい競馬場です。かつ
ては外枠有利のコースでしたが現
在はほぼ均等になっています。

■名古屋競馬場■名古屋競馬場

■名古屋 1400m 馬番別脚質による有利・不利（単位／秒）
馬番 逃げ 先行 差し 追込
1 +0.17 -0.09 -0.06 -0.13
2 +0.21 -0.07 -0.04 -0.13
3 +0.15 -0.07 -0.06 -0.12
4 +0.16 -0.06 -0.06 -0.13
5 +0.15 -0.05 -0.08 -0.13
6 +0.18 +0.01 -0.06 -0.14
7 +0.17 +0.04 -0.08 -0.13
8 +0.16 +0.07 -0.07 -0.14
9 +0.15 +0.06 -0.07 -0.15
10 +0.16 +0.05 -0.10 -0.15
11 +0.06 +0.27 -0.09 -0.09
12 +0.23 +0.43 -0.16 -0.16

※ 仲谷が独自に考案。脚質によってこの馬番に入れば有利にな
るタイムです。

5月4日（祝・金）
かきつばた記念JpnⅢ

4歳以上　1400m 6月8日（金）
東海ダービー

3歳　1900m

●票数を読む——
地方競馬は中央競馬に比べて売り上げ票数

がかなり少ない競馬場があります。中央競馬なら
1レースあたり数万円の投資をしてもオッズはほ
とんど変わりませんが、地方競馬では大きく変っ
てしまう場合があります。例えば2月4日の高知
競馬第2レースの単勝の票数は517票、ワイド
は599票しかありません。ここにあなたが中央競
馬の感覚で1万円投票したらどうなるでしょうか？

あなたが買った買い目のみオッズが大きく下がっ
てしまい、仮に当たったとしても少ない配当しか
受け取ることができません。この程度の票数の場
合、買っていい金額は本命寄りの買い目で最大
2000円くらいまで、穴寄りの買い目では500円
くらいまでです。また、票数の少ない賭け式では
締切直前よりも早めに投票して先にオッズを下げ
てしまい、他の人が買い難くするなどの工夫が効
果的です。

昨年の東海ダービーは、アムロ（左）がミサキティンバーを
ハナ差でしりぞけた 写真●愛知県競馬組合
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氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％） 連対率（％） 収得賞金（円）
1 岡部　　誠 917 270 162 118 29.4 47.1 135,183,500
2 安部　幸夫 785 150 116 113 19.1 33.9 44,894,000
3 丸野　勝虎 639 131 86 69 20.5 34.0 35,262,000
4 宇都　英樹 446 86 78 61 19.3 36.8 28,080,000
5 戸部　尚実 400 81 49 56 20.3 32.5 34,948,000
6 大畑　雅章 739 80 79 88 10.8 21.5 25,194,000
7 吉田　　稔 545 76 66 59 13.9 26.1 65,612,000
8 今井　貴大 588 74 97 86 12.6 29.1 24,395,500
9 柿原　　翔 495 73 90 70 14.7 32.9 21,093,000
10 兒島　真二 331 57 58 37 17.2 34.7 21,353,000
11 阪野　　学 733 49 68 72 6.7 16.0 14,308,500
12 柴田　直樹 676 47 65 72 7.0 16.6 11,061,000
13 横井　将人 802 43 74 81 5.4 14.6 15,893,500
14 丹羽　克輝 347 39 27 49 11.2 19.0 9,715,000
15 持原　大志 569 36 59 68 6.3 16.7 15,992,500
16 山本　　茜 274 34 31 33 12.4 23.7 12,142,000
17 竹下　　太 338 33 25 29 9.8 17.2 9,673,000
18 丸山　真一 567 23 30 47 4.1 9.3 5,500,000
19 尾崎　章生 532 23 25 38 4.3 9.0 5,191,000
20 小山　信行 476 21 48 27 4.4 14.5 5,772,000
21 加藤　利征 518 17 23 25 3.3 7.7 4,106,000
22 藤原　良一 257 17 22 18 6.6 15.2 4,847,000
23 友森翔太郎 731 9 22 54 1.2 4.2 3,759,000

氏　名 出走回数 1着 2着 3着 勝率（％） 連対率（％） 収得賞金（円）
1 角田　輝也 855 230 169 112 26.9 46.7 60,345,000
2 川西　　毅 391 115 78 67 29.4 49.4 59,503,500
3 藤ケ崎一男 602 88 92 83 14.6 29.9 31,408,000
4 錦見　勇夫 875 54 80 88 6.2 15.3 20,046,500
5 原口　次夫 265 54 39 55 20.4 35.1 28,728,000
6 瀬戸口　悟 367 51 49 54 13.9 27.2 18,638,000
7 坂口　義幸 465 47 61 48 10.1 23.2 12,466,000

氏　名 出走回数 1着 2着 勝率（％）
8 藤ケ崎一人 260 44 44 16.9
9 今津　博之 267 39 44 14.6
10 竹下　直人 295 35 44 11.9
11 田中　敏和 388 35 30 9.0
12 斉藤　弘光 176 30 33 17.0
13 山内　和明 163 29 25 17.8
14 倉地　　学 171 27 33 15.8
15 井手上慎一 303 27 24 8.9
16 宮本　　仁 148 26 17 17.6
17 塚田　隆男 285 25 29 8.8
18 栗田　和昌 119 24 17 20.2
19 新山　廣道 335 23 31 6.9
20 櫻井今朝利 259 22 31 8.5
21 野島三喜雄 105 21 21 20.0
22 今津　勝之 194 20 26 10.3
23 山本　健二 296 20 21 6.8

氏　名 出走回数 1着 2着 勝率（％）
24 内村　寛司 358 19 31 5.3
25 圓田　　修 242 18 27 7.4
26 荒巻　　透 182 18 24 9.9
27 井上　　哲 177 18 20 10.2
28 井上　　正 167 18 12 10.8
29 地辺　幸一 171 17 9 9.9
30 迫田　清美 181 15 24 8.3
31 植松　則幸 367 14 29 3.8
32 竹之下昭憲 191 14 14 7.3
33 本名　信行 385 13 21 3.4
34 伊藤　定幸 298 13 19 4.4
35 山本　　功 459 11 7 2.4
36 竹口　勝利 239 8 9 3.3
37 成田　　明 257 6 4 2.3
38 安部　弘一 661 5 13 0.8
39 伊藤　勝己 278 2 2 0.7

名古屋所属騎手2011年成績 名古屋所属調教師2011年成績

第4位 121万9330円（1口） 1/8 帯広

第5位 110万5450円（2口） 1/10 園田

第6位 106万2500円（1口） 1/3 帯広

第7位 83万6970円（1口）12/29 帯広

第8位 62万3390円（2口）12/18 帯広

第9位 60万5310円（2口） 1/12 笠松

第10位 46万9080円（1口） 12/8 園田

第1位 162万2940円（1口）1/30 帯広

第2位 141万7330円（2口）2/29 園田

第3位 121万9700円（4口）2/18 佐賀

高額配当ランキング
（2011年12月1日～ 2012年2月29日）

我ら競馬場のアイドル

758ドリームゲッターズ
（名古屋競馬場）

各地の競馬場を盛り上げるマスコッ
ト・キャラクターたちを紹介するこの
コーナー。1回目は、名古屋競馬場の
『758（なごや）ドリームゲッターズ』で
す。05年9月、先にデザインが決定。そ
の愛称を公募したところ1700件を超え
る応募があったとか。「7」、「5」、「8」の
ゼッケンをつけた各キャラクターの名
前は、（左から）「かけるくん」、「あたるく
ん」、「ゆめちゃん」。名古屋を代表する食

文化・エビフライとのコラボレーション
がポイントです。愛らしいデザインは、
女性やお子さんに大人気とのこと。ちな
みに、重賞実施日を中心に有料来場者に
先着で配布される「あたるくんカード」
（プレゼント抽選券）もこのキャラクター
にかけたネーミングです。ぜひ、名古屋
競馬場で、賭けて、当てて、大きな夢を
ゲットしてください。

読者プレゼント読者プレゼント読者プレゼント
①宇都英樹騎手直筆サイン色紙　
　2名様

②佐賀記念ソーラー電卓　3名様
　提供：佐賀県競馬組合

③ばんえい十勝2012年度カレンダー　
　5名様
提供：ばんえい十勝

ご希望の方は官製はがきに、①ご希望のプレゼント名、
②住所・氏名、③年齢、④Odds Park Clubを読ん
でのご感想、を明記の上、下記まで。締切は4月20日
（金）の消印有効。当選者の発表は景品の発送をもっ
て代えさせていただきます。なお、個人情報について
は景品の発送以外の目的では使用いたしません。
〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-47-4-503

有限会社サイツ
　OPC編集部　プレゼント係

※2011年の地方競馬のみの成績。2012年2月現在の現役騎手・調教師を掲載。
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※南関東地区で行われるダートグレード競走については、市中銀行会員のみ投票できます。※ホッカイドウ競馬については、楽天銀行会員・すぐかえーる会員は投票できません。
※高知競馬の4月、5月、6月は全日ナイター開催です。
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※開催内容が変更となる場合がございますのでご注意ください。

4
月

競馬場 実施日 競走名 競走条件 距離 備考
船　橋 4（水） 第16回 マリーンカップJpnⅢ 3歳以上牝馬 1,600 中央・地方全国交流

笠　松 5（木） 第38回 新緑賞 3歳 1,600

園　田 5（木） 第44回 菊水賞 3歳 1,700 

高　知 8(日） 第28回 二十四万石賞 4歳以上 1,900 中国・四国地区交流

金　沢 10（火） 第22回 スプリングカップ 4歳以上 1,900

名古屋 12（木） 第52回 東海桜花賞 4歳以上 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

佐　賀 13（金） 第11回 ル・プランタン賞 3歳牝馬 1,800 地方全国交流

福　山 15（日） 第45回 福山桜花賞 4歳以上 2,250

大　井 18（水） 第23回 東京スプリントJpnⅢ 4歳以上 1,200 中央・地方全国交流

門　別 25（水） 第36回 北斗盃 3歳 1,200 地方全国交流

笠　松 27（金） 第21回 オグリキャップ記念 4歳以上 2,500 地方全国交流

帯　広 29（祝・日） 第6回 ばんえい十勝オッズパーク杯 4歳以上選抜 200 

水　沢 30（振・月） 第12回 留守杯日高賞 3歳牝馬 1,600 地方全国交流

5
月

競馬場 実施日 競走名 競走条件 距離 備考
金　沢 1（火） 第20回 北日本新聞杯 3歳 1,700

名古屋 1（火） 第18回 東海クイーンカップ 3歳牝馬 1,600 地方全国交流

船　橋 2（水） 第24回 かしわ記念JpnⅠ 4歳以上 1,600 中央・地方全国交流

名古屋 2（水） 第12回 尾張名古屋杯 クラス混合 1,600

名古屋 3（祝・木） 第51回 駿蹄賞 3歳 1,900

園　田 3（祝・木） 第13回 兵庫チャンピオンシップJpnⅡ 3歳 1,870 中央・地方全国交流

門　別 4（祝・金） 第2回 コスモバルク記念 3歳以上 1,800 地方全国交流

名古屋 4（祝・金） 第14回 かきつばた記念JpnⅢ 4歳以上 1,400 中央・地方全国交流

園　田 4（祝・金） 第48回 兵庫大賞典 4歳以上 1,870 

高　知 7（月） 第3回 福永洋一記念 4歳以上 1,600

水　沢 13（日） 第37回 シアンモア記念 オープン 1,600 地方全国交流

福　山 13（日） 第39回 福山ダービー 3歳 1,800

門　別 17（木） 第12回 エトワール賞 3歳以上 1,200 地方全国交流

園　田 17（木） 第50回 のじぎく賞 3歳牝馬 1,700 地方全国交流

高　知 18（金） 第16回 黒潮皐月賞 3歳 1,400 中国・四国地区交流

福　山 27（日） 第1回 福山記念 3歳以上 1,600

浦　和 30（水） 第16回 さきたま杯JpnⅡ 4歳以上 1,400 中央・地方全国交流

門　別 31（木） 第9回 星雲賞 3歳以上 2,000 地方全国交流

6
月

競馬場 実施日 競走名 競走条件 距離 備考
佐　賀 1（金） 第54回 九州ダービー栄城賞 3歳 2,000 四国・九州地区交流

盛　岡 4（月） 第32回 岩手ダービーダイヤモンドカップ 3歳 2,000 

門　別 5（火） 第40回 北海優駿（ダービー） 3歳 2,000 地方全国交流

園　田 7（木） 第13回 兵庫ダービー 3歳 1,870 

名古屋 8（金） 第42回 東海ダービー 3歳 1,900 北陸・東海・中国地区交流

福　山 10（日） 第5回 西日本グランプリ 4歳以上 2,250 西日本地区交流

高　知 10（日） 黒潮ダービー 第40回 高知優駿 3歳 1,900 中国・四国地区交流

川　崎 13（水） 第48回 関東オークスJpnⅡ 3歳牝馬 2,100 中央・地方全国交流

門　別 14（木） 第16回 北海道スプリントカップJpnⅢ 3歳以上 1,200 中央・地方全国交流

帯　広 17（日） 第43回 旭川記念 3歳以上 200 

金　沢 17（日） 第55回 百万石賞 3歳以上 2,300

園　田 21（木） 第2回 園田FCスプリント 3歳以上 820 西日本地区交流

名古屋 22（金） 第2回 名古屋でら馬スプリント 3歳以上 800 北陸・東海地区交流

帯　広 24（日） 第6回 柏林賞 4歳 200 

水　沢 24（日） 第40回 一條記念みちのく大賞典 オープン 2,000

福　山 24（日） 第5回 福山チャンピオンシップ 3歳 1,800 中国・四国地区交流

大　井 27（水） 第35回 帝王賞JpnⅠ 4歳以上 2,000 中央・地方全国交流

門　別 28（木） 第37回 栄冠賞 2歳 1,200 地方全国交流
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