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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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ばんえい帯広

ホッカイドウ門別

盛　岡

水　沢

金　沢

笠　松
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姫　路

福　山

高　知

佐　賀

03

06

11

12

41
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61
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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

http://sp.oddspark.com/
スマートフォン

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

調べたいことがあって、去年は夏の3 ヶ
月を北海道で暮らした。 その滞在中

は、 午前中に原稿を書き、 午後になると飽
きることなく、 せっせと門別競馬場に足を
運んだ。

滞在費を稼いでやろうと必死に馬券を
買ったものの、結果はかんばしくなかった。
通算90％に終わった回収率を、 「馬券ベタ
としては立派」と悪友は冷静に笑った。

あれは7月の終わりだったか。
梅雨に似た雨がじくじくと落ちる夕暮

れ、 小腹が空いて、 ポラリスドームの売店
を覗いた。 この新スタンドはまだ新しく、 
大きなビジョンもあって、すこぶる快適だ。
「あんた、 久しぶりだね」
立ったままカレーをぱくついていると、

初老の男性から声がかかった。誰？　と
思ったのも束の間、 ああ、 あの時の、 と記
憶は蘇った。

およそ10年前、 多くの生産者を取材し

てルポを書いたことがある。 その際、 話を
聞かせてもらったうちのお一人だった。
「お元気でしたか？」
型どおりに微笑んだ僕は、生産馬が出走

するのだと思い、 「応援ですか？」とも聞い
た。 すると、 60代後半とおぼしきその牧場
主は「いや、 牧場、 やめたのさ」と寂しく笑
って、 目をスタンドの外に向けた。

後継者の問題なのか、 それとも経営が立
ちゆかなくなったのか。 理由は聞かなかっ
た。 いや、 聞けなかった。 ただ、 生産をや
めたにもかかわらず、こうして競馬場に
やってきたその横顔には、 「馬はやっぱり
おもしろいよ」と書いてある気がした。
「よく来るのかい？」
聞かれ、 近況を短く伝えてから、 「好き

なんスよ、 ここ」と僕は続けたのだ。
「どこらへんが？」
「開放感、 ですかね」
「開放感……？」

「客を歩かせないようにって配慮なのか、
最近の競馬場はどこもせせこましいじゃな
いですか。特にパドックが。その点ここは、
競馬場に来たって気にさせてくれるし」
「開放感はたしかに圧倒的だねェ。 そのぶ

ん、 馬場の風はきついけどさ」
二人で笑って馬券を買い、 傘を並べて

レースを見つめた。 すぐにゲートが開いた。
「牧場もここもそう、ドドッ、ドドドッっ

て蹄の音が胸に響くでしょ。 たまらんもね」
たまらん、 と、 元牧場主はたしかに言っ

たのだ。 ただ、 その言葉の意味も、 僕は聞
けていない。 続く新馬戦のパドックを、 仕
事の関係で、 どうしても見なければならな
かったからだ。

間もなくの夏もまた、 門別競馬場へ行
く。 特有の開放感を味わいたくて。

そしてたぶん、レースのたびにポラリス
ドームを覗くのだろう。 あの時の「たまら
ん」に込められた思いだけは、 同じ馬好き
として確かめないわけにはいかない。

地方競馬応援隊
門別競馬場門別競馬場

夕暮れ時の再会

河村 清明
（かわむら　きよあき）

1962年、山口県に生まれ
る。北大文学部卒。競馬コ
ラムニストとして『優駿』『競
馬ブック』等に寄稿するほ
か、『馬産地ビジネス』『ウ
オッカの背中』『ウイニング・
チケット』（漫画原作）など
多数の著作を持つ。



勝続きのデビューから4連勝で03年東京
2歳優駿牝馬（大井）を制したビービーバ
ーニングがいる筋の通った良血馬でもあ
り、将来性はかなり高そうだ。
●スピード魅力のハニーパイ
また、新馬戦ではコルチナにねじ伏せら
れたハニーパイ（牝）の速力も魅力十分。
2戦目のアタックチャレンジ（1000メート
ル）は逃げて7馬身差で圧勝した。スプリ
ント戦ならコルチナに雪辱する可能性もあ
るかもしれない。
文●神谷健介（ホッカイドウ競馬ひだか応援隊）

●レベル高い2歳、筆頭はコルチナ
執筆時点で、4月25日の開幕から1カ

月が経過。毎年、全国の頂点も狙えるレ
ベルの逸材が飛び出してくる2歳戦線で
は、今季も早々から魅力十分のスター候補
生が誕生している。

現段階での、その筆頭格がハーツクライ
産駒のコルチナ（牝）だ。開幕2週目の5
月4日、門別1200メートルでデビューした
のだが、直線の脚色は1頭だけ次元の違う
もの。逃げた2着馬は1馬身半差に食い下
がったが、そこから3着は5馬身も開いた。
このコルチナ、実は4月12日に受けた能力
検査の段階で非凡さを強く印象付ける末脚
を見せていた。能検のノーカット動画はホッ
カイドウ競馬公式HP「データルーム」内の

「能力検査成績」で視聴できるので活用し
て頂きたい。話は逸れたが、能検でも本番
でも別次元との印象を抱かせたコルチナの
末脚は本物。超一流競走馬を次 と々送り出
しているノーザンファームの生産馬で、林和
弘調教師、主戦の井上俊彦騎手とも素質
の高さにホレ込んでいる。“日本一早く行わ
れる2歳重賞”栄冠賞（今年は1着馬に
JRA函館2歳ステークスGⅢへの出走権
付与）から始まる2歳重賞戦線でも、大い
なる活躍を期待できるはずだ。
●期待の良血ラブキンゾウ

注目を集める新種牡馬（初年度産駒が
今年デビュー）の中で、真っ先に勝ち馬を
出したのはブラックタイド（ディープインパク
トの全兄）。父にその栄誉をもたらしたラブ
キンゾウ（牡）もなかなかの逸材だ。1200
メートルで好位から抜け出して2着に4馬
身差。時計は前出コルチナに劣るものの
ゴール前は流す余裕もあった。半姉に圧

写真●○○○○
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場番号  門別 06#場番号  門別 06#

場番号  帯広03#場番号  帯広03#

●貴重な個性派ホッカイヒカル
4月29日、今季初の重賞競走・ばん

えい十勝オッズパーク杯で、阿部武臣騎
手のホッカイヒカルが優勝、08年の柏
林賞以来の重賞制覇である。昨年まで
は、オープンの壁に阻まれて、勝ち切れ
ないレース続きだっただけに、2着ホク
ショウダイヤ、3着カネサブラックを抑
えての優勝に、関係者一同満面の笑顔で
の表彰式だった。

昨季で引退した井馬博アナウンサーの
「例によって、ホッカイヒカルは最後方
のマイポジション」の実況でおなじみ。
スタートして20馬身も後方から、頭を
低く下げ止まらずに前に前に進む追い込

写真●写真のトライ

4月25日　北斗盃　ロクイチスマイル

5月4日　コスモバルク記念　ジョーモルデュー

写真●ばんえい十勝

は自分の何かを重ねて、共感できるもの
があるんだね。これからも大事に育てて
大きな仕事をしてほしいですね」。阿部
騎手（宮城県出身）も含め、今は本州出
身 の 騎 手 は 多 く な っ た が、 昭 和 50

（1975）年、騎手を志し、ひとりで津軽
海峡を渡り、2600勝騎手となった苦労
人の坂本東一調教師が愛馬を語ってくれ
た。� 文●小寺雄司

み馬は、現役ではこの馬をはじめ少な
い。初めてホッカイヒカルの馬券を買っ
た人は、スタートしてすぐに「買わなけ
れば良かったと思った」という。先行馬
から20馬身も後方を追走しているのだ
からもっともである。それが第2障害で
追い付き、障害をひと腰で切り、差し切
って勝つレースを見ると、いっぺんに、
この馬の熱烈なファンになってしまうら
しい。近年は先行逃げ切り型が多く、イ
ンパクトの強い競馬をする個性的な馬が
少なくなったばんえい界にとっては貴重
な存在といえる。
「阿部武臣騎手が巧く乗ってくれたね。

それにあのメンバーに入って3番人気も
嬉しいね。引退したイケダガッツもそう
だったが、テンには置かれるけれど、息
を抜かず一生懸命走る姿に、ファンの人

4月29日　ばんえい十勝オッズパーク杯　ホッカイヒカル

3月25日　ばんえい記念　ニシキダイジン

●ばんえい競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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
3/11 イレネー記念（3歳） 200 ニシキエーカン（牡3） 鈴木恵介 ばんえい・村上慎一

3/18 ポプラ賞（4歳・5歳） 200 タケノビジン（牝5） 安部憲二 ばんえい・今井茂雅

3/25 ばんえい記念（4歳以上） 200 ニシキダイジン（牡11） 鈴木恵介 ばんえい・村上慎一

4/29 ばんえい十勝オッズパーク杯（4歳以上） 200 ホッカイヒカル（牡8） 阿部武臣 ばんえい・坂本東一

●ホッカイドウ競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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
4/25 北斗盃（3歳） 1200 ロクイチスマイル（牝3） 服部茂史 北海道・田中淳司
5/4 コスモバルク記念（3歳以上） 1800 ジョーモルデュー（牡8） 服部茂史 北海道・田中淳司
5/17 エトワール賞（3歳以上） 1200 プリティゴールド（牝6） 五十嵐冬樹 北海道・佐久間雅貴
5/31 星雲賞（3歳以上） 2000 クラキンコ（牝5） 五十嵐冬樹 北海道・堂山芳則
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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

ろでタイトルを逃していたが、5月の北
日本新聞杯では、主戦の米倉知騎手が騎
乗停止で乗れなかったために藤田騎手が
代役で初騎乗となったが、プレッシャー
をはね除けて悲願の重賞タイトルを獲得
した。川崎の全日本2歳優駿JpnIや浦
和の桜花賞へ積極的に遠征させたことで
強くなっており「一度経験したことは覚
えてしまう賢いタイプなので、これから
も全国区のスピードを体感させたい」と、
高橋師はさらなる成長を期待している。
� 文●瀬川剛司（中日スポーツ）

●3歳の素質馬ロッソコルサ
日程の短縮、開催地の変更など昨年度

の岩手競馬は厳しい一年を送ったが、こ
の春は予定通り4月7日から水沢競馬場
で開幕した。今季は開幕前から3歳、古
馬とも上級への転入馬が相次ぎ、開幕週
の3歳特別スプリングカップ、牝馬限定
のあやめ賞とも転入初戦の馬が優勝、2
歳時の路線の流れをガラリと変えた。特
に注目の存在となるのが、スプリングカ
ップを圧勝したロッソコルサで、JRA2
歳新馬戦優勝、500万下特別5着という
素質馬。スプリングカップでは余力タッ
プリに5馬身差の勝利をおさめ、続く5

4月30日　留守杯日高賞　ミスシナノ

●初のリーディング目指す藤田騎手
今年度の金沢競馬では、リーディング

ジョッキー争いが早くも白熱している。
7年間リーディングに君臨していた吉原
寛人騎手が、1月からに引き続き、4月
からも期間限定騎乗制度を利用して南関
東で騎乗しているためにシーズン開幕か
ら不在で、これまで金沢で年間150ほ
ども挙げていた勝ち星が宙に浮いたから
だ。各騎手とも初めてリーディングを取
れるチャンスがあるだけに、開幕戦から
例年以上に激しいレースを繰り広げてい
る。中でも一番気合が入っているのは藤
田弘治騎手だ。藤田騎手は吉原騎手の同

期で仲も良く、これまで年下の吉原騎手
の活躍をうらやましく思っていたが、今
年は「リーディングを取りたい」と気合
が入っている。3月末に騎乗停止を受け
た影響で開幕日に乗れない痛い“出遅
れ”もあったが、その後はハイペースで
勝ち星を量産中。これまで年間63勝が
自己最高だったが、このままのペースで
行けば大きく上回るのは確実だ。
●勢いある高橋俊厩舎の原動力アルドラ

この藤田騎手の頑張りを支えている高
橋俊之調教師も、今年は大きく勝ち星を
伸ばしている。以前から藤田騎手を応援
しており、ここ数年間リーディングトレ
ーナーの上位を独占している金田一昌調
教師や佐藤茂調教師を抑えて、首位に立
つ勢いを見せている。厩舎の原動力とな
っているのがアルドラの活躍で、2歳時
は兼六園ジュニアカップ、プリンセスカ
ップといずれも2着で、あと一歩のとこ

月の七時雨賞も楽に抜け出した。千葉幸
喜調教師は「地元であれば2000メート
ルまでは大丈夫だろう」と三冠一冠目の
岩手ダービー・ダイヤモンドカップへ向
けての自信をのぞかせていたが、そのあ
との路線選択は難しいところ。父デュラ
ンダルが示す通り、JRAの実績も芝の短
距離戦、7月15日の地方全国交流、オパ
ールカップ（盛岡芝1700メートル）か
らは芝路線へ転じる可能性も十分にある。
●春先から好調ヒカルジョディー

春の水沢開催最終週では昨年開催休止
となった重賞、シアンモア記念が2年ぶり
の開催となり、岩手デビューで再度の里帰
りとなった船橋のリュウノボーイが快勝。
人気を集めた昨年度代表馬カミノヌヴォー
は、直線伸び切れず5着に敗れた。冬季
休催のある岩手では、春のレースは一度
でも実戦を使ってきた馬が有利。これまで
5月に行われてきた同レースでも、休み明

けでいきなり優勝したのは、GI馬メイセイ
オペラだけであり、カミノヌヴォーもそのジ
ンクスを破ることはできなかった。一方春
先から好調なのはヒカルジョディー、小回
り水沢コースながら鋭い追い込み脚を見せ
ており、シアンモア記念でも前半最後方の
位置から2 着に届いた。この馬は元々
JRAの芝 1200メートルで4 勝しており、
今後どのような路線を目標にしていくのか
興味深い。
� 文●深田桂一（ケイシュウニュース）

5月13日　シアンモア記念　リュウノボーイ

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
4/30 留守杯日高賞（3歳牝） 水沢1600 ミスシナノ（牝3） 佐藤博紀 川崎・高月賢一

5/13 シアンモア記念（OP） 水沢1600 リュウノボーイ（牡5） 村上　忍 船橋・齊藤　敏

●岩手競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5

4月10日　スプリングカップ　ナムラダイキチ

5月1日　北日本新聞杯　アルドラ

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
4/10 スプリングカップ（4歳以上） 2000 ナムラダイキチ（牡4） 畑中信司 金沢・藤木一男

5/1 北日本新聞杯（3歳） 1700 アルドラ（牝3） 藤田弘治 金沢・高橋俊之

●金沢競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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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

で7 着。 笠松コースとの相性はいいが、
どうも地元コースでは分が悪いようだ。

駿蹄賞で、オーリーライアンに次ぐ3
着に入ったのがヴィグラスサウンド。スプ
リングカップ（3月8日）ではまだ仕上が
り途上という感じで、兵庫の強豪エーシ
ンユリシーズの 6 着だったが、1 戦ごとに
身が入って、こちらも夏以降の走りが楽
しみになった。
●古馬は牡馬の奮起に期待

古馬勢では、3月から5月までの名古屋
の重賞で地元勢が勝ったのは、尾張名古
屋杯（5月2日）での牝馬デジタルゴール
ドだけ。牡馬の奮起が待たれるところだ
が、昨年、重賞で4勝し、名古屋大賞典
JpnⅢでも地方最先着の4着に入ったヒシ
ウォーシイは主戦の岡部誠騎手同様に長

●混戦続く3歳世代
昨年からサバイバル戦が続いている3

歳勢はまだ勢力地図が固まらない状態のま
ま、ひと夏越えそうなムード。昨年11月
のゴールドウィング賞を勝って2歳王者に
なったオーリーライアンは4月に始動して、
叩き2走目で東海3歳三冠の一冠目・駿
蹄 賞（5月3日）を迎えた。 初めての
1900メートル戦、中団からじっくり運んで
直線勝負に出る作戦に出たが、笠松の評
判馬アウヤンテプイに迫るも2着に追い込
むのが精一杯。ただ、距離に対応できた
ことで今後の活躍が楽しみになった。

笠松でライデンリーダー記念と新緑賞を
優勝しているマイネルセグメントは駿蹄賞

期休養中。3月の落馬事故で休んでいる
岡部騎手はようやく7月に復帰の目途が立
った状況だ。

デジタルゴールドとともに牝馬で期待が
かかるスウィングダンスは、1月の名古屋
記念まで破竹の9連勝を飾った時のような
勢いはないが、力はだれもが認めていると
ころ。仕上がり次第で再度連勝街道を突
っ走る可能性は十分ある。
� 文●外山謙一（中日スポーツ）

●牝馬2頭がかきつばた記念で健闘
ラブミーチャンが5月、名古屋・かき
つばた記念JpnⅢで3着に食い込んだ。
昨年暮れの園田で8着に敗れて以来のレ
ースで、ハナを奪えず3番手からとなっ
たが、直線も踏ん張りを見せ、中央勢を
相手にこの着順ならまずまずの結果だっ
た。昨年と同じローテーションでも今年
は脚もとの不安もなく、夏場に向けて期
待できそうな滑り出し。身上のスピード
に陰りは見られず、これからの名古屋戦
や遠征戦が楽しみになった。
このレースでラブミーチャンに続いて
4着に入ったのがエーシンクールディだ
った。こちらは今年2戦目で、東海桜花

賞で3着に敗れていたため人気を落とし
ていたがセレスハントやサマーウインド
ら中央勢に先着したのはさすがだった。
昨年は夏場に活躍した夏女。今年もこれ
から状態面はグングン上向いてくるだろ
う。
●3歳はアウヤン＆マーメイドに注目
3歳勢はアウヤンテプイが4月の新緑

賞で名古屋のマイネルセグメントに敗れ
る波乱。笠松では能力が抜けた存在と思
われていただけに2着といえども先々に
不安を残したが、続く5月の名古屋・駿
蹄賞ではレースっぷりが一変。2番手か
ら、直線楽に抜け出して本来のスピード
と粘りを取り戻していた。この走りなら
地元にとどまらず、遠征でも互角以上の
走りが期待できそう。特に1900メート
ルの距離を克服して勝利を収めた意味は
大きかった。
3歳牝馬ではマーメイドジャンプの走

りに注目が集まった。5月の名古屋・東
海クイーンカップではスタートよくハナ
を奪うと、そのまま他馬を寄せ付けるこ
となく逃げ切り、重賞初勝利を飾った。
勢いに乗って園田・のじぎく賞へ遠征。
今度は中団から、直線一気に抜け出して
快勝。重賞連勝を果たして見せた。自在
に動け、折り合いがつくのが魅力で輸送
にもへこたれない根性を示した。地元以
外の重賞を勝ち取ったことでこれからの
活躍の場が広がった。
� 文●外山謙一（中日スポーツ）

5月3日　駿蹄賞　アウヤンテプイ

5月4日　かきつばた記念JpnⅢ　セイクリムズン

●名古屋競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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
3/8 スプリングカップ（3歳） 1800 エーシンユリシーズ（牡3）木村　健 兵庫・橋本忠男
3/22 名古屋大賞典JpnⅢ（4歳以上） 1900 ニホンピロアワーズ（牡5）幸　英明 JRA・大橋勇樹
4/12 東海桜花賞（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
5/1 東海クイーンカップ（3歳牝） 1600 マーメイドジャンプ（牝3） 東川公則 笠松・後藤　保
5/2 尾張名古屋杯（クラス混合） 1600 デジタルゴールド（牝5） 丸野勝虎 名古屋・角田輝也
5/3 駿蹄賞（3歳） 1900 アウヤンテプイ（牡3） 尾島　徹 笠松・柴田高志
5/4 かきつばた記念JpnⅢ（4歳以上） 1400 セイクリムズン（牡6） 岩田康誠 JRA・服部利之

4月27日　オグリキャップ記念　ジャングルスマイル

4月5日　新緑賞　マイネルセグメント

●笠松競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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
4/5 新緑賞（3歳） 1600 マイネルセグメント（牡3） 今井貴大 名古屋・川西　毅

4/27 オグリキャップ記念（4歳以上） 2500 ジャングルスマイル（牡6）平瀬城久 金沢・金田一昌
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●オオエライジン、復活の白星
デビューから10連勝後にダートグレ
ードで2連敗したオオエライジンが5月
4日の兵庫大賞典で復活の白星を挙げ
た。佐賀記念JpnⅢ（2月8日）以来で、
「太め残り」と木村健騎手から弱気発言
が出ていた。しかし、2番手を進み3コ
ーナーで先頭に立つと、JRAから転入後
3連勝で六甲盃（3月29日）を制したパ
ーフェクトランに3馬身差をつける完勝
だった。レース後、木村騎手は「今日は
手ごたえが違った。プラス体重は成長な
のでしょうね」。橋本忠男調教師も「こ
の馬の根性には何度もびっくりさせられ
る。現在はマッキーローレル（兵庫のサ

写真●福山市競馬事務局

写真●兵庫県競馬組合

3月29日　六甲盃　パーフェクトラン

●クラマテング11冠達成
世代別（3歳・4歳・5歳・6歳・7歳
以上）のトライアル1、2着が優先出走
権を獲得するという福山初の画期的な試
みで行われた「オッズパーク杯・第1回
福山記念」。ダービー組の3歳アグリノ
キセキ、クーヨシンが回避でフルゲート
に満たない8頭立ての淋しい頭数となっ
たが、新たな歴史の1ページを刻むにふ
さわしい名勝負にスタンドがヒートアッ
プ。さすがにここ一番、瀬戸内10冠ク
ラマテングが他馬の包囲網をスピードと
パワーで突き破り、11冠目をゲット。
福山桜花賞馬サマースピードの体調不安
説がささやかれる中、8月に行われる灼

熱の夢舞台「第38回金杯」に至るまで
のオープン戦線はクラマテングの安定政
権が続きそうなムードだ。
●カバキチの最多勝への挑戦続く

なにかと注目度の高い福山競馬。アラ
ブの不死鳥モナクカバキチの地方競馬最
多勝挑戦はメディアも大注目。昨年7月
のリーチから足踏み状態が続いている
が、ひたむきに走り続ける13歳のあく
なきチャレンジは勇気と感動を与え続け
る。この原稿がファンの手元に届く頃に
は快挙達成の歴史的瞬間の朗報が待ち受
けていることを信じたいのだが……。
●福山を元気づける騎手の活躍
ジョッキーの話題もこと欠かない。韓

国プサンで騎乗中の楢崎功祐騎手が第
15回コリアンダービーで2着のビッグ

ニュースが届き、あのミスターピンク・
内田利雄騎手が4年ぶりの福山参戦。オ
ーラを放つピンクの勝負服にファンの視
線が釘付けだ。さらには兵庫からの期間
限定騎乗で山崎雅由騎手が21勝をマー
クするなど、さわやかな旋風を巻き起こ
した。存続が危ぶまれる中、福山競馬は
まだまだ元気だ。
� 文●樋本輝明（福山エース）

ラブレッド1期生で、2000年セントラ
イト記念GⅡ4着後、JRAに転入し菊花
賞GIに出走）以上」と称賛。今後は
JRAへの挑戦を視野に入れながら、ダー
トグレードを目標にしている。ハンデを
背負わされるが、9月7日の摂津盃（園
田1700メートル）に出走してくれば本
命に支持されるだろう。
●GDJ制覇狙うマンボビーン
昨年のグランダム・ジャパン（GDJ）

3歳シーズン総合優勝馬マンボビーンが
5月16日に初のオープンA1を快勝した。
52kgとハンデに恵まれたものの、重賞
3勝馬エーシンエフダンズや、今年の兵
庫大賞典3着キョウワシャドーなどを相
手に、向正面からスパートして3コーナ
ーで先頭の早め勝負だった。今後は
GDJ古馬シーズン制覇を目指す。

●連続2着の珍記録
珍記録をひとつ。昨年12月の兵庫転

入2戦目から続いていたカチドキハルの
連続2着が9でストップした。10戦連
続を狙った5月10日のC1では直線で一
旦は先頭に立ったが、ゴール寸前で捕ま
って3着。2着馬とはハナ差で、惜しく
も記録は伸びなかった。
� 文●池永博省（大阪日刊スポーツ）

5月13日　福山ダービー　アグリノキセキ

●福山競馬重賞勝ち馬一覧　　2012.3～2012.5

5月27日　オッズパーク杯福山記念　クラマテング

5月4日　兵庫大賞典　オオエライジン

●兵庫競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5
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
3/29 六甲盃（4歳以上） 園田2400 パーフェクトラン（牡9） 大山真吾 兵庫・栗林徹治
4/5 菊水賞（3歳） 園田1700 ポアゾンブラック（牡3） 松浦政宏 兵庫・野田　学
5/3 兵庫チャンピオンシップJpnⅡ（3歳） 園田1870 オースミイチバン（牡3） 川島信二 JRA・荒川義之
5/4 兵庫大賞典（4歳以上） 園田1870 オオエライジン（牡4） 木村　健 兵庫・橋本忠男
5/17 のじぎく賞（3歳牝） 園田1700 マーメイドジャンプ（牝3） 東川公則 笠松・後藤　保

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
3/4 福山弥生賞（3歳） 1600 アグリノキセキ（牡3） 岡田祥嗣 福山・高本友芳
3/12 大高坂賞（4歳以上） 1800 クラマテング（牡7） 嬉　勝則 福山・江口秀博
3/19 若草賞（3歳牝） 1800 キミニコイシテ（牝3） 尾島　徹 笠松・伊藤強一
3/25 ファイナルグランプリ（4歳以上） 1800 グランシュヴァリエ（牡7） 岡田祥嗣 高知・雑賀正光
4/15 福山桜花賞（4歳以上） 2250 サマースピード（牡6） 岡田祥嗣 福山・徳本慶一
5/13 福山ダービー（3歳） 1800 アグリノキセキ（牡3） 三村展久 福山・高本友芳
5/27 オッズパーク杯福山記念（3歳以上） 1600 クラマテング（牡7） 嬉　勝則 福山・江口秀博



Odds Park Club vol.26 07

写真●○○○○

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

短距離重賞への出走となりそうだが、こ
れまで距離不問の活躍を見せているだけ
に、好結果が期待できそうだ。
●上がり馬ゴールドレインボー
ゴールドレインボーは、10年7月の

佐賀転入後24戦中21戦で連対し、昨年
12月にA3級へ昇級。しばらくは勝てな
いレースが続いたが、2月のA1A3級で
A級戦初勝利を挙げると、その後は準オ
ープン特別で5連勝。まだ佐賀トップク
ラスとの対戦経験はないが、デュナメス
に続く上がり馬の活躍に期待したいとこ
ろだ。
●3歳の目標はロータスクラウン賞
グランダム・ジャパン3歳シーズンに

組み込まれて3年目となるル・プランタ
ン賞（4月13日）は、兵庫のメイレディ
が優勝。佐賀勢はガルシーズンが2着、
レコパンが3着を確保している。両馬は
その後も3歳シーズンの競走に挑戦した

●初重賞制覇目指すデュナメス
はがくれ大賞典（3月11日）は、この
時点で23戦連続連対中だったデュナメ
スの重賞初制覇なるかが注目されたが、
勝ったのは2月のJRAからの転入初戦を
勝利してこのレースに臨んできたフサイ
チオフトラだった。しかし同馬はレース
中に右前脚に故障を発症し、5月に登録
抹消となってしまった。一方、デュナメ
スははがくれ大賞典で1馬身差の2着を
確保すると、その後も1、2着と連続連
対を伸ばしている。ここまでの重賞3戦
は2000か2500メートルでいずれも2
着。吉野ヶ里記念（7月15日）で、初の

が、レコパンは東海クイーンカップ（名
古屋）で7着、ガルシーズンはのじぎく
賞（園田）で5着と、ル・プランタン賞
以上の成果は挙げられなかった。6月の
九州ダービー栄城賞が終わると、3歳馬
は地元での古馬格付戦や、JRA小倉の特
指戦への挑戦など、さまざまな過程でロ
ータスクラウン賞（9月23日）を目指す。
一足先に遠征で強豪にもまれ経験を積ん
だガルシーズンらの今後の成長に注目し
ておきたいところだ。
� 文●上妻輝行

写真●高知県競馬組合

●飛躍期すリワードレブロン
4月の二十四万石賞を制したのはタン
ゴノセック。チュニジアンブルーの逃げ
きり濃厚と思われたゴール寸前、猛然と
襲いかかってアタマ差交わした末脚は鳥
肌モノであり、黒船賞JpnⅢの地方最先
着馬としての地力を存分に発揮した。2
着チュニジアンブルーの粘り腰も見事。
こちらも黒船賞出走馬であり、2012年
度は大舞台を経験した強豪2頭による熱
戦でのスタートとなった。
その二十四万石賞で2頭に続いたのが
リワードレブロン。直線は伸び負けた
が、タンゴノセックとはコンマ2秒差の

接戦を演じ、改めて非凡な能力をアピー
ルした。JRAでデビューし、3戦未勝利
の戦績で雑賀正光厩舎に転入。7戦6勝
のあと、敢然と挑戦した黒潮菊花賞で初
重賞制覇を飾っている。黒潮皐月賞馬マ
イネリスペクト、高知優駿馬シャイニー
フェイトといったタイトルホースが揃っ
ていたこともあり、10頭立ての8番人
気と伏兵の域を出なかったが、マイネリ
スペクトを番手から交わし、追い込んで
きたシャイニーフェイトを封じる完璧な
レースで最後の一冠を制した。「まだ幼
い面があるので、強い馬について行っ
た」とコメントした鞍上の永森大智騎手
にとってもこれが重賞初制覇。今年の飛
躍につながる1勝とも言えるだろう。
リワードレブロンの特徴は、昨年暮れ

の高知県知事賞3着、名古屋大賞典JpnⅢ

5着、オグリキャップ記念4着と、中、
長距離が舞台なら強豪相手にも善戦でき
る点。反対に、格下相手にはあっけなく
敗戦を喫するなどまだ精神的に未完成な
面もあるが、相当なポテンシャルを秘め
ていることは間違いない。夏から秋にか
けては短距離重賞が続くが、どこかでま
た大仕事を成し遂げそうな若馬である。
� 文●風間恒一（中島競馬号）

4月13日　ル・プランタン賞　メイレディ

3月11日　はがくれ大賞典　フサイチオフトラ

5月7日　福永洋一記念　コスモワッチミー

●高知競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5

5月18日　黒潮皐月賞　ドンスキマー

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
3/20 黒船賞JpnⅢ（4歳以上） 1400 セイクリムズン（牡6） 岩田康誠 JRA・服部利之
4/8 二十四万石賞（4歳以上） 1900 タンゴノセック（牡8） 赤岡修次 高知・田中　守
5/7 福永洋一記念（4歳以上） 1600 コスモワッチミー（牡4） 宮川　実 高知・田中　守
5/18 黒潮皐月賞（3歳） 1400 ドンスキマー（牡3） 赤岡修次 高知・工藤英嗣

●佐賀競馬重賞勝ち馬一覧　2012.3～2012.5

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

3/11 はがくれ大賞典（3歳以上） 2000 フサイチオフトラ（牡8） 倉富隆一郎 佐賀・川田孝好

4/13 ル・プランタン賞（3歳牝） 1800 メイレディ（牝3） 木村　健 兵庫・保利良次
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第16回
ホクトベガメモリアル
スパーキングレディーカップ
JpnⅢ
7月4日（水）　
川崎1600m
3歳以上牝馬
1着賞金2500万円
フルゲート14頭

11.7.6
川崎
1600m
晴・良

8 ⑨ ラヴェリータ（JRA） 牝5 58 武　豊 1.39.0 2人気

8 ⑩トーホウドルチェ（JRA） 牝6 56 幸英明 6 3
7 ⑧ アイアムアクトレス（JRA） 牝3 53 秋山真 1�1/2 1
単勝⑨210円　枠連複（8-8）590円　馬連複（9-10）590円　枠連単（8-8）530円
馬連単（9-10）840円　3連複（8-9-10）170円　3連単（9-10-8）1,250円

●リピーター色の強いレース
昨年はラヴェリータが3連覇の偉業を達成。こ
のレースはリピーター色が強く、レマーズガール
は03・06年、トーセンジョウオーは05・08年に
このレースを勝利している。過去5年の3着以内
馬はJRA勢が12頭、地方勢が3頭。ほかのダー
トグレード同様にJRA勢が圧倒的に強い。狙い
目は前走で牡馬混合のレースに出走しているタイ
プ。昨年の1着ラヴェリータは前走さきたま杯、2
着トーホウドルチェは前走栗東ステークス、3着ア
イアムアクトレスは前走ユニコーンステークスに出
走していた。過去4年の3着以内馬はすべて4番
人気以内。無理な穴狙いは禁物で、素直に人気馬
から入りたい。

10.7.7
川崎
1600m
曇・稍重

8 ⑭ ラヴェリータ（JRA） 牝4 57 岩田康 1.40.0 1人気

8 ⑬トーホウドルチェ（JRA） 牝5 56 四位洋 3 2
7 ⑫ ウェディングフジコ（JRA） 牝6 55 内田博 クビ 3
単勝⑭130円　枠連複（8-8）280円　馬連複（13-14）270円　枠連単（8-8）270円
馬連単（14-13）360円　3連複（12-13-14）280円　3連単（14-13-12）770円

09.7.15
川崎
1600m
晴・良

2 ② ラヴェリータ（JRA） 牝3 54 岩田康 1.39.7 1人気

4 ④ クィーンオブキネマ（JRA） 牝5 55 内田博 3/4 4
7 ⑪ メイショウバトラー（JRA） 牝9 56 武　豊 4 2
単勝②140円　枠連複（2-4）720円　馬連複（2-4）700円　枠連単（2-4）850円
馬連単（2-4）1,060円　3連複（2-4-11）670円　3連単（2-4-11）2,640円

第14回
ジャパンダートダービー
JpnⅠ
7月11日（水）　
大井2000m
3歳
1着賞金4500万円
フルゲート16頭

11.7.13
大井
2000m
晴・良

6 ⑪ グレープブランデー（JRA）牡3 56 横山典 2.04.9 1人気 ●端午ステークス勝ち馬に注目
3歳ダートの頂上決戦。歴代の優勝馬には、トー

シンブリザード、ゴールドアリュール、カネヒキリ、
フリオーソ、テスタマッタなど、ダートの一流馬が
名を連ねている。JRA勢の3着以内馬はユニコー
ンステークス組と日本ダービー組が中心。ユニ
コーンステークス組は3着以内が必須。日本ダー
ビー組は二けた着順からでも巻き返せる。過去5
年、端午ステークス（昨年はいぶき賞として実施）
勝ち馬は【2.1.2.0】。複勝率100％と抜群の安定
感を誇っている。地方勢の3着以内馬はすべて東
京ダービー組。ただし、2、3着馬の好走が多く、
07年1着フリオーソは東京ダービー 2着、10年1
着マグニフィカは同3着だった。

5 ⑨ ボレアス（JRA） 牡3 56 武　豊 アタマ 4
4 ⑦ タガノロックオン（JRA） 牡3 56 川田将 3/4＋1/2 3
単勝⑪230円　枠連複（5-6）460円　馬連複（9-11）500円　枠連単（6-5）670円
馬連単（11-9）720円　3連複（6-9-11）510円　3連単（11-9-6）2,220円

10.7.14
大井
2000m
晴・重

7 ⑪ マグニフィカ（船橋） 牡3 56 戸崎圭 2.05.2 6人気

6 ⑧ コスモファントム（JRA） 牡3 56 内田博 3/4 3
4 ④ バトードール（JRA） 牡3 56 安藤勝 アタマ 5
単勝⑪2,080円　枠連複（6-7）5,700円　馬連複（8-11）6,630円　枠連単（7-6）11,700円
馬連単（11-8）16,830円　3連複（4-8-11）12,260円　3連単（11-8-4）104,680円

09.7.8
大井
2000m
曇・稍重

3 ③ テスタマッタ（JRA） 牡3 56 岩田康 2.04.5 4人気

6 ⑧ シルクメビウス（JRA） 牡3 56 田中康 2 2
8 ⑫ ゴールデンチケット（JRA） 牡3 56 武　豊 4 3
単勝③1,180円　枠連複（3-6）3,110円　馬連複（3-8）2,720円　枠連単（3-6）6,560円
馬連単（3-8）6,950円　3連複（3-8-12）3,480円　3連単（3-8-12）28,130円

第16回
マーキュリーカップ
JpnⅢ
7月16日（祝・月）　
盛岡2000m
3歳以上
1着賞金2300万円
フルゲート14頭

11.7.18
盛岡
2000m
晴・良

6 ⑥ ゴルトブリッツ（JRA） 牡4 55 川田将 2.04.2 1人気 ●勝負は4コーナーで決まる
過去15回中14回でJRA勢が優勝。唯一、地

方勢で勝利したのは地元のメイセイオペラのみで
ある。過去5年の3着以内馬15頭のうち14頭は
JRA勢。地方勢で3着以内に入ったのは10年2
着ブルーラッド（川崎）で、同馬は過去に浦和記念
を勝利していた。逃げ・先行勢が圧倒的に強いの
も特徴の一つ。過去5年の3着以内馬15頭のう
ち14頭は4コーナー 3番手以内。昨年の勝ち馬
ゴルトブリッツは4コーナー 3番手、2着メイショ
ウタメトモは同1番手、3着パワーストラグルは同
2番手だった。勝負は4コーナーで決まるといって
いい。特に4コーナー先頭の馬は【3.2.0.0】で連
対率100％をマークしている。

8 ⑨ メイショウタメトモ（JRA） 牡6 54 武　豊 3 3
7 ⑦ パワーストラグル（JRA） 牡5 55 勝浦正 2 4
単勝⑥130円　枠連複（6-8）440円　馬連複（6-9）450円
馬連単（6-9）560円　3連複（6-7-9）680円　3連単（6-9-7）1,590円

10.7.19
盛岡
2000m
曇・良

3 ③ カネヒキリ（JRA） 牡8 59 横山典 2.04.8 1人気

6 ⑥ ブルーラッド（川崎） 牡4 58 小林俊 5 5
4 ④ ロールオブザダイス（JRA）牡5 57 岩田康 2�1/2 4
単勝③150円　枠連複（3-6）4,220円　馬連複（3-6）4,340円
馬連単（3-6）6,300円　3連複（3-4-6）5,900円　3連単（3-6-4）35,760円

09.7.20
盛岡
2000m
晴・良

7 ⑪ マコトスパルビエロ（JRA） 牡5 56 安藤勝 2.04.0 2人気

4 ④ スマートファルコン（JRA） 牡4 58 岩田康 4 1
6 ⑧ サカラート（JRA） 牡9 58 中舘英 クビ 5
単勝⑪440円　枠連複（4-7）180円　馬連複（4-11）160円�
馬連単（11-4）740円　3連複（4-8-11）1,030円　3連単（11-4-8）5,340円

第17回
クラスターカップ
JpnⅢ
8月14日（火）　
盛岡1200m
3歳以上
1着賞金2300万円
フルゲート14頭

11.8.15
盛岡
1200m
曇・良

5 ⑧ドスライス（JRA） 牡5 54 柴田善 1.10.4 1人気 ●スピードのある先行馬から
創設当初から盛岡1200mで行われていたが、

07・08年は水沢1400mで実施。09年から再び
盛岡1200mで行われている。過去3年を振り返
ると、09年は前年のJBCスプリント覇者バンブー
エールが優勝。翌10年はのちのJBCスプリント
覇者サマーウインドがレコード勝ち。ともにダート
短距離路線でトップクラスの力を持っていた。昨
年はダートグレード実績のないドスライスが勝利
したものの、全体的に小粒なメンバー構成だった。
マーキュリーカップと同じく逃げ・先行勢が圧倒的
に有利。過去3年の勝ち馬はすべて4コーナー 2
番手以内。前に行かないと勝機は見出せない。ス
ピードのある先行馬から入りたい。

7 ⑪ グランドラッチ（JRA） 牡6 54 吉田豊 6 4
3 ③ ラブミーチャン（笠松） 牝4 52 濱口楠 2�1/2 2
単勝⑧190円　枠連複（5-7）790円　馬連複（8-11）1,250円
馬連単（8-11）1,500円　3連複（3-8-11）670円　3連単（8-11-3）3,160円

10.8.16
盛岡
1200m
曇・稍重

7 ⑩ サマーウインド（JRA） 牡5 56 藤岡佑 R1.08.9 1人気

7 ⑨ ミリオンディスク（JRA） 牡6 57 蛯名正 2 2
6 ⑦ メイショウバトラー（JRA） 牝10 55 福永祐 4 5
単勝⑩120円　枠連複（7-7）110円　馬連複（9-10）120円
馬連単（10-9）150円　3連複（7-9-10）540円　3連単（10-9-7）930円

09.8.14
盛岡
1200m
晴・良

8 ⑬ バンブーエール（JRA） 牡6 59 松岡正 1.10.0 1人気

5 ⑧トーセンブライト（JRA） 牡8 57 安藤勝 クビ 2
1 ① メイショウバトラー（JRA） 牝9 55 武　豊 1�1/2 3
単勝⑬110円　枠連複（5-8）150円　馬連複（8-13）160円
馬連単（13-8）210円　3連複（1-8-13）220円　3連単（13-8-1）420円

データ分析●小田原智大

短距離のハンデ戦。昨年は、58.5kgでトップ
ハンデのスーニから最大で6.5kg差がつき、
笠松転入後圧勝続きで重賞3連勝のエーシン
クールディが53kgで、単勝2番人気に支持さ
れた。そのエーシンクールディがハナを奪った
が、スーニにマークされる苦しい展開。いつも
なら後続を引き離しにかかる3〜4コーナーで

は早くもスーニに交わされると、直線では脚が
上がり、単勝1番人気トーホウドルチェ、ダイ
ショウジェットにも交わされ4着と敗れた。スー
ニにとっては、10年4月以来、約1年4カ月
ぶりの勝利。復活ののろしを上げた強豪は、こ
こから、JBCスプリントJpnIを含むダートグレー
ド4連勝を成し遂げる。

Dirt Gradeプレイバック サマーチャンピオンJpnⅢ（佐賀）2011年8月16日

写真●佐賀県競馬組合
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第24回
ブリーダーズゴールドカップ
JpnⅡ
8月16日（木）
門別2000m
3歳以上
1着賞金3200万円
フルゲート16頭

11.8.11
門別
2000m
晴・良

8 ⑫ シビルウォー（JRA） 牡6 56 吉田豊 2.05.0 3人気 ●秋へ向けての重要な一戦
09年から門別競馬場の2000mに舞台を移して

実施。間隔はあるが秋のGⅠ戦線へ向けての重要
な一戦となっている。昨年はやや低調なメンバー
構成で、シビルウォーがここで重賞初制覇となった
が、その後JBCクラシックで3着と好走。ここで勝
ち負けするにはダート中距離での確かな実力・実
績が必要だ。東海ステークスから直行、もしくは
マーキュリーカップ好走馬の参戦が主流で、どちら
も中心視できる存在だ。ただし、過去3年ではフ
リオーソ（09年4着）、カネヒキリ（10年2着）、エー
シンモアオバー（11年3着）と1番人気馬が勝利し
ていない。かなりの実力馬でも敗れている。1番
人気馬は4連敗中だ。

2 ② メイショウタメトモ（JRA） 牡6 56 武　豊 6 2
5 ⑥ エーシンモアオバー（JRA）牡5 56 藤田伸 1�1/2 1
単勝⑫620円　枠連複（2-8）640円　馬連複（2-12）900円
馬連単（12-2）2,390円　3連複（2-6-12）270円　3連単（12-2-6）4,880円

10.8.12
門別
2000m
曇・不良

5 ⑦ シルクメビウス(JRA) 牡4 57 田中博 2.03.0 2人気

4 ④ カネヒキリ(JRA) 牡8 58 横山典 4 1
2 ② マイネルアワグラス(JRA) 牡6 56 松岡正 1�1/2 5
単勝⑦300円　枠連複（4-5）140円　馬連複（4-7）140円
馬連単（7-4）480円　3連複（2-4-7）360円　3連単（7-4-2）1,830円

09.8.13
門別
2000m
雨・重

6 ⑪ スマートファルコン(JRA) 牡4 57 岩田康 R2.02.2 2人気

5 ⑨ アドマイヤスバル(JRA) 牡6 56 勝浦正 1 3
2 ③ アロンダイト(JRA) 牡6 58 後藤浩 1�1/2 4
単勝⑪220円　枠連複（5-6）910円　馬連複（9-11）720円
馬連単（11-9）1,060円　3連複（3-9-11）2,150円　3連単（11-9-3）4,960円

第23回
オーバルスプリント
交流重賞
9月13日（木） 
浦和1400m
3歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

11.9.8
浦和
1400m
晴・良

7 ⑩ ダイショウジェット（JRA） 牡8 54 柴山雄 1.26.4 4人気 ●夏場に使われていた馬から
昨年から中央馬も交えた重賞競走となった一

戦。そのレースを振り返ると連覇を狙ったナイキマ
ドリードが1番人気で4着に敗れるという結果。同
馬は前走さきたま杯も勝利しており、浦和1400m
の実績は十分だったが人気に応えられなかった。
勝ったのは前走サマーチャンピオン3着の古豪ダ
イショウジェット。2着も前走サマーチャンピオン
2着のトーホウドルチェ。つまり、夏場のダートグ
レードで好走していた馬同士の決着だった。ナイ
キマドリードは少し間隔が開いており、敗因はこの
点だったかもしれない。オープンクラスのダート
1400m実績は必要な上で、ローテーションに気を
付けたいところだ。

5 ⑥トーホウドルチェ（JRA） 牝6 53 幸英明 5 2
6 ⑦ ディアーウィッシュ（船橋） 牡7 54 今野忠 1/2 5
単勝⑩400円　枠連複（5-7）730円　馬連複（6-10）630円　枠連単（7-5）1,630円
馬連単（10-6）1,430円　3連複（6-7-10）2,380円　3連単（10-6-7）11,640円

2010年以前は南関東地区限定重賞として実施

第59回
日本テレビ盃
JpnⅡ
9月26日（水） 
船橋1800m
3歳以上
1着賞金3200万円
フルゲート14頭

11.9.23
船橋
1800m
曇・重

8 ⑫ スマートファルコン（JRA） 牡6 58 武　豊 1.50.6 1人気 ●上位人気馬3頭で決着
JBCへ向けてのステップレースとなっており、出

走馬のレベルは高い。スマートファルコンやフリ
オーソといった実績上位馬か、マコトスパルビエロ
のような前走ダートグレードを勝って勢いがある人
気馬がとにかく強い一戦だ。05年以降、6年連続
（南関東限定で行われた07年は除く）で上位人気
馬3頭で1～ 3着を独占。人気サイドの堅い決着
となっている。特に1番人気は【4.2.0.0】で勝率
66.7％、連対率100％という成績。休み明けや斤
量が58キロでも特に問題なく、好走を果たしてい
る。昨年2着のフリソは重賞未勝利だったが、丹
沢ステークス1着など東京コースを得意としてい
た。左回りの実績も重要だ。

5 ⑥ フリソ（JRA） 牡5 56 三浦皇 4 3
5 ⑦ カキツバタロイヤル（船橋）牡5 56 石崎駿 1�1/2 2
単勝⑫100円　枠連複（5-8）120円　馬連複（6-12）300円　枠連単（8-5）120円
馬連単（12-6）310円　3連複（6-7-12）180円　3連単（12-6-7）480円

10.9.23
船橋
1800m
雨・稍重

6 ⑩ フリオーソ(船橋) 牡6 58 戸崎圭 1.48.8 1人気

5 ⑦トランセンド(JRA) 牡4 56 藤田伸 2�1/2 2
2 ② スマートファルコン(JRA) 牡5 56 武　豊 ハナ 3
単勝⑩250円　枠連複(5-6)330円　馬連複(7-10)400円　枠連単(6-5)670円
馬連単(10-7)690円　3連複(2-7-10)450円　3連単(10-7-2)1,950円

09.9.23
船橋
1800m
曇・良

7 ⑫ マコトスパルビエロ(JRA) 牡5 56 安藤勝 1.50.9 2人気

4 ⑤ フェラーリピサ(JRA) 牡5 56 岩田康 1 1
6 ⑨ ボンネビルレコード(JRA) 牡7 57 的場文 1�1/2 3
単勝⑫230円　枠連複（4-7）210円　馬連複（5-12）210円　枠連単（7-4）330円
馬連単（12-5）430円　3連複（5-9-12）210円　3連単（12-5-9）750円

今年4月にデビューした地方競馬教養センター 90期生は、北
海道の阿部龍騎手がすでに9勝（5月29日現在）、船橋の山本聡
紀騎手が初騎乗で勝利を飾るなど各地で大活躍。その同期7名の
なかで最初に勝利を挙げたのが佐賀の小山紗知伽騎手です。デ
ビュー予定だった荒尾競馬の廃止により佐賀へ。4月7日の初騎
乗から3戦目となった翌8日第6レースで鮮やかな逃げ切り勝ち
を収めました。佐賀競馬は若手の激戦区だけに、きっかけをつか
めば、いきなりリーディング上位へという期待も高まります。

写真●佐賀県競馬組合

小山紗知伽騎手
（佐賀）

編集部が選ぶ編集部が選ぶ

ホッカイドウ競馬で行われているダートグ
レードでは最高の Jpn Ⅱ。昨年のこのレース
を制したのは、JRAのシビルウォーだった。
この日は通算 6勝のうち 5勝を挙げていた
相性のいい吉田豊騎手に鞍上がスイッチ。直
線一気で届かずというレースが多く、この日
も後方を追走していたが、3コーナー手前か

ら徐々に上がっていくと、エーシンモアオ
バー、メイショウタメトモらの先行勢を直線
で並ぶ間もなく差し切った。�JRA勢は5頭中、
DG勝ち馬が1頭とやや手薄とも思える布陣
だったが、終わってみれば掲示板を独占。地
方勢では、前年の北海道 3歳三冠馬クラキ
ンコの 6着が最先着だった。

Dirt Gradeプレイバック ブリーダーズゴールドカップJpnⅡ（門別）2011年8月11日

第12回
サマーチャンピオン
JpnⅢ
8月15日（水） 
佐賀1400m
3歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

11.8.16
佐賀
1400m
曇・重

8 ⑪ スーニ（JRA） 牡5 58.5 川田将 R1.23.8 4人気 ●プロキオンS組が好走
昨年はスーニがトップハンデの58.5キロを背負

いながらレコードで圧勝。これをきっかけに4連勝
を果たしJBCスプリントのタイトルも手中に収め
た。同馬は約1年不振が続いており、前走プロキ
オンステークスでも8着という結果。着順だけみ
ると大きくは狙いにくいが、同レースからの好走馬
は多い。10年優勝のセレスハントや09年2着の
ランザローテも同様のステップで好走を果たして
いた。プロキオンステークス組は「惨敗していなけ
ればよい」、という程度の低いハードルで取捨すべ
きだ。また、ハンデもあまり気にする必要がない。
あとは、近走短距離のダートグレードで善戦してい
る馬を中心に相手を探したい。

2 ②トーホウドルチェ（JRA） 牝6 55.5 幸英明 4 1
3 ③ ダイショウジェット（JRA） 牡8 57.5 柴山雄 1�1/2 3
単勝⑪540円　枠連複（2-8）480円　馬連複（2-11）530円
馬連単（11-2）1,320円　3連複（2-3-11）450円　3連単（11-2-3）3,200円

10.8.18
佐賀
1400m
晴・良

1 ① セレスハント(JRA) 牡5 57 福永祐 1.26.4 2人気

2 ② ダイショウジェット(JRA) 牡7 57.5 柴山雄 3 3
3 ③ マンオブパーサー (佐賀) 牡7 54 山口勲 2 5
単勝①490円　枠連複（1-2）1,130円　馬連複（1-2）1,560円
馬連単（1-2）2,870円　3連複（1-2-3）4,910円　3連単（1-2-3）17,140円

09.8.17
佐賀
1400m
小雨・良

1 ① ヴァンクルタテヤマ(JRA) 牡7 58 幸英明 R1.25.2 2人気

8 ⑩ ランザローテ(JRA) 牡6 57 武　豊 5 1
3 ③ リミットレスビッド(JRA) 牡10 58 岩田康 2 3
単勝①270円　枠連複(1-8)120円　馬連複(1-10)130円
馬連単(1-10)380円　3連複(1-3-10)250円　3連単(1-10-3)890円

写真●写真のトライ
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春から秋は競馬、そして冬はデビュー前の
馬の育成に携わるホッカイドウ競馬の騎手。
宮崎光行騎手は1984年のデビューからそ
のサイクルのなかで実績を重ねてきた。宮
崎騎手は2009年から北海優駿を3連覇。
勝負強さを兼ね備えている騎手でもある。

宮崎騎手は1993年に初のリーディングを
獲得。デビューから10年目だった。
須藤三千夫調教師（故人）の一番弟子と
してこの世界に入って、チャンスはたくさ
んもらえましたね。調教から何からいろい
ろと教わりました。よく怒られましたし、
意見がぶつかることもありましたよ。でも
それは強い馬を造るという同じ目的の上で
のこと。僕がここまで来られたのは、やは
り須藤先生のおかげですね。リーディング
ということには自分自身、それほど意識は
していないんですよ。毎年毎年、いい馬と
の巡りあわせがあるかどうかということが
大きいですからね。
その須藤厩舎の管理馬では、2000年に

ヒットパークで道営記念を制覇した。
JRAでは短距離戦が中心だったせいか、
調教から行きたがって仕方がなくて。それ
でも転入初戦の瑞穂賞の2着で力があるこ
とがわかったので、調教方法を変えていく
ことにしたんです。ヒットパークは、須藤
先生が初めてといっていいくらい、僕に調
教からレースから任せてくれた馬なんです
よ。そのあと（転入2戦目の）北海道スプ
リントカップで4着に入って、秋初戦は
JRAのエルムステークスで5着。でもJRA
の速いペースを経験して道営に戻ると、ま
た行きたがってしまうと思ったので、南部
杯に遠征させてもらって強い相手と対戦さ
せました。そのとき、僕がいちばんに考え
ていたのは、ヒットパークと自分の呼吸と
を合わせたいということ。その過程があっ
たから、2000mの道営記念でも折り合え
たんだと思います。短距離馬を2000mの
大レースで勝たせたことは、僕の騎手人生
のなかで大きな思い出のひとつとして残っ

ています。
「勝つ」という目標に対して進めていく作業
には、職人的要素が大いにある。その一方
で、宮崎騎手は初コンビの馬を好走させた
実績がたくさん。北海優駿は2010年、
2011年と初騎乗の馬で勝利している。
クラキンコ（2010年）は、周りからい

ろいろな話が聞こえてきましたけれど、そ
れは全部流すようにして、とにかく僕の感
覚で乗るしかないと思っていました。
1200m（北斗盃）から2000mになるわけ
ですし、ひたすら「折り合い折り合い」と
念じて。でもやっぱり重圧があったのかな
あ。表彰式が終わってから、ものすごくホ
ッとしたという気持ちになりました。
そういったなかでも結果を残せる勝負強さ
は、夏のJRA開催でもいかされている。
昨年までで10勝ですか。もちろん、JRA

開催はモチベーションにつながります。で
も最近は2歳馬が中心という傾向がより強
くなっていますし、3歳時にJRAの芝で勝
ったファインドロップみたいなタイプは少
なくなりましたね。それでも今後もJRAに
は参戦していきたいと思っています。
2歳馬が中心の競馬ということは、必然的

にケガをするリスクも高くなる。2009年には
シーズン中のケガで、約3カ月の休養を余儀
なくされた。
その年は「久々にリーディングが取れる

かな」という勢いだったんですよね。そん
ななかでのケガでしたから堪えました。あ
れ以降、少し体が硬くなったように感じて
いるので、毎日のストレッチは入念にやっ
ていますよ。とにかく今は大きなケガをし
ないようにすることが大事ですから。
その大ケガの影響で、2008年に続いてス
ーパージョッキーズトライアル（SJT）に出場
できる可能性もついえてしまった。
シーズンが始まるとき、まず目標にする

のはSJTの出場資格を得るということ。ほ
かの競馬場で乗るのは楽しいですし、その
なかでもSJTは本当に出たいと思える舞
台。もちろん出場するのも勝ち抜くのも大
変ということはわかっていますが、なんと
か……とはいつも思っているんです。
宮崎騎手の勝負強さなら、その目標も手が

届かないわけではないといえそう。実際、
2009年から3年連続で連対率が1位。
2011年は勝率でも1位となっている。
「勝たせる」という前提で頼まれる馬も
多いですからね。そういった馬でレースに
臨むとき、僕は「この馬は強い」と信頼し
て乗るんです。あとは馬の邪魔をしないよ

うにと気をつけながら。自分の馬が強いと
思えば気持ちに余裕が出ますからね。それ
でもある程度の緊張感というかプレッシャ
ーは、常に感じていなければならないとは
思っています。
そういったなかでも、快心と思えるレースは
たくさんあったことだろう。
強い馬に乗るのも楽しいですが、強い馬

を負かすというのも騎手の醍醐味ですよ
ね。カネマサコンコルド（2010年北海道
2歳優駿1着）のレースはまさにそれ。あ
のときは「ひょっとしたら」という思いは
ありましたが、無欲といえば無欲。この馬
の競馬をして3着でも拾えたら最高だなと
いうくらいの気持ちでいたら、勝ちました
ものね。しぶといタイプなので道中はイン
コースでじっとしていたら前が開いてくれ
て、展開もピタリとはまってくれました。
数々の重賞タイトルを手にしている宮崎騎

手だが、まだ若手にその地位を譲るつもりは
全くない。
とにかく強い気持ちを持つことが大切な

んですよ。負けが込むと少しヘコむことも
ありますが、そんな状態では勝てないんで
す。勝負ごとでいちばん大切なのは、気持
ち。それと体調管理ですね。最近は減量が
厳しいですが、プロですからしっかりして
いかないと。自分の体調がいまひとつだと
いい結果も出ないんです。馬も同じですよ
ね。体調がいまひとつだと動けない。です
から、どれだけいいコンディションで自分
も馬もレースに臨めるのか。調教も普段の
生活も、それを第一に考えています。

今年もSJTの舞台を目指して勝ち星を
重ねるベテランジョッキー。「ケガなく」
というテーマをクリアすれば、そのチャン
スはおのずと近づいてくるはずだ。

取材・文●浅野靖典

宮崎光行（北海道）
みやざき　みつゆき

1966年11月24日生まれ　いて座　AB型
北海道出身　松本隆宏厩舎
初騎乗／1984年9月30日
地方通算成績／10,604戦1,545勝
重賞勝ち鞍／北海道2歳優駿JpnⅢ、道営記
念（3回）、北海優駿（4回）、赤レンガ記念（5
回）、王冠賞、北斗盃、栄冠賞（2回）、瑞穂賞、
サンライズカップ（5回）、華月賞、フロイライ
ンカップなど49勝
服色／胴白・緑元禄、そで緑
※2012年5月21日現在

昨年はピエールタイガーで北海優駿3連覇�写真●写真のトライ
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ホクト1号・2号
「日本でいちばん新しい競馬場」である
門別競馬場は、1997（平成9）年12月に
オープン。もともとは1982（昭和57）年
に開設された、競走馬の調教を行う「門別
トレーニングセンター」で、それを改修し
て競馬場にしたのが始まりである。
それ以前のホッカイドウ競馬（＝道営競
馬）は、函館、札幌、岩見沢、旭川、帯広
の各競馬場を巡業して回るシステムだっ
た。馬と人は開催競馬場が変わるたびに引
越しをしなければならず、それがかなりの
負担になっているという声は少なからずあ

ったようだ。
ちなみにその当時、開催が行われない冬

の期間は、調教師ごとに自らが所有してい
る、あるいは提携している牧場などで馬を
管理していたらしい。たとえば千島一巳元
調教師は、網走と知床半島の中間付近にあ
る千島北斗牧場が冬の間の本拠地だった。
その牧場にある、今では全く使われていな
い馬場の柵は、その名残といえるものであ
る。道営競馬のホースマンとして仕事をし
ている限りは、旅から旅へという人生。そ
れが門別という軸になる場所が作られたこ
とで、体力的や気持ちの苦労がかなり解消
されたことだろう。
そのトレーニングセンターが競馬場に転

用されることになり、いろいろな設備を作
る必要が生じた。ホームストレッチに観客
用の通路を作り、小さいスタンドを設置。
当時の門別町は人口がおよそ1万4千人で、
札幌からの距離もあるから500人収容の
スタンドで大丈夫、と判断したのは正解だ
ったといえるだろう。しかし入場門は4コ
ーナーの奥。私が最初に門別競馬場を訪れ
たときは、残り400mの標識付近から馬場
沿いに延々と歩く必要があった。あるとき
はお目当てのレースの締め切り時刻に間に
合うために、スタンドまで疾走してヘトヘ
トになったことも。
主催者サイドも「さすがにそれでは客足

に影響する……」と考えたのか、やがて入
場門からワゴン車でスタンド手前まで送迎
してくれるようになった。ちなみに当初、

用いられていたのは、緑ナンバーを
つけた車。つまり大型タクシーを1
日借り切ってサービスを提供してい
たわけである。何度か利用させても
らったが、その都度「経費がかかっ
ているんだろうなあ」と思ったもの
だった。
しかしそれはやがて白ナンバーの

車に変わり、近年は発音が同じ「紋
別」から、流氷観光に使われていた
バッテリーカー「ホクト1号・2号」
を譲り受けて、入場門からの送迎用

として使用し始めた。競馬場内だからスピ
ードを出す必要はないし、オープンカーだ
から風もさわやか。遠方から訪問するファ
ンは、札幌駅前から無料バスに乗って、バ
ッテリーカーに乗り換えるというのが定番
ルートのひとつになっている。
だが2009年にホームストレッチ裏手の

高台に「JBC駐車場」ができてからは、多
くの来場者がそちらに駐車。「ホクト」の
利用率はかなり減少しているようだ。
「平日は特に利用率が下がりましたね。
でも開幕と5月の連休のときはJBC駐車場
が満車になったので、フル稼働しました
よ。今年は2台のうち1台が故障中だから
なおさら大変で。この車にはまだまだ頑張
ってもらわないといけないね」
と、ドライバーさん。レンタカーで門別

競馬場を訪問される場合でも、ぜひ昔から
の入場門に据えられた青色のスターティン
グゲートを通り、「ホクト」に乗ってスタ
ンドに行くことをおすすめしたい。
その「JBC駐車場」ができたときに変わ

ったことがもうひとつ。パドックの場所が
全国の競馬場と同様に、スタンドの裏側に
移動したのである。それまでは「スタンド
と本馬場の間にパドックがある、日本唯一
の競馬場」だった。パドックですぐそこを
歩く馬を見て、馬券を買ってレースを観
る。その移動距離が短いのが門別競馬場の
最大の利点であり特徴だったのだが、その
場所は観客が滞留できる広場になり、一部
はウイナーズサークルに転用された。しか
し新しくできたパドックも、馬と観客との
距離は近い。むしろ検量室前で撮影してい
た口取り写真がスタンド前に移動したこと
で、全体的な馬と人との距離感が以前より
縮まったといえるかもしれない。
「日本一新しい競馬場」ではあるが、年
ごとにいろいろと改良が重ねられている。
2012年は新たに厩舎エリアに屋根付き坂
路も造成された。全国に2歳馬を送り出す
前線基地として重要な位置づけにある門別
競馬場は、これからも進化を続けていくこ
とだろう。スタンド前にはかつてのパドックの名残が

スタンドまでのファンの足となるホクト2号

筆者が訪問した5月10日から始めたと
いうメニューが「ハヤシカレー」。ポラリス
ドーム内にある「いこい」店長の高橋辰
弥さんが「営業中の食事でなんとなくハ
ヤシとカレーの2つを合わせて食べてみた
ら意外とイケたので、今日の昼にもう一
度味を確かめて、大丈夫だと判断して提
供することにしました」という新顔である。
ハヤシライス自体も今年から始めたメニュ
ーで、脂肪の融点が低い「びらとり豚」

の特長をいかせる料理として導入したそう
だ。さっそく皿の上の「ハヤシ」と「カレ
ー」を混ぜつつ食べてみると、違和感な
どは全くなく、1＋1が3以上と思えるよ
うな味で好印象。「じつは値段設定をど
うするか、さっきまで悩んでいたんですよ。
ハヤシライス、カレーライスと同じ500円
にしたほうがいいのかなあって」と、高橋
さん。個人的には、このコラボレーション
なら600円で納得です！

今昔物語今昔物語今昔物語
門別競馬場

取材・文●浅野靖典

ハヤシカレー（600円）門別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（2）

■ブリーダーズゴールドカップJpnⅡ 過去10年の優勝馬
年 優勝馬 性齢 所属 騎手 人気 調教師 前走
2011 シビルウォー 牡 6 JRA 吉 田　 豊 3 戸 田 博 文� 東海Ｓ 10着
2010 シルクメビウス 牡 4 JRA 田 中 博 康 2 領 家 政 藏 東海Ｓ１着
2009 スマートファルコン 牡 4 JRA 岩 田 康 誠 2 小 崎　 憲 マーキュリーＣ２着
2008 メイショウトウコン 牡 6 JRA 藤 田 伸 二 2 安田伊佐夫� 東海Ｓ 10着
2007 ギルガメッシュ 牡 4 北海道 齊 藤 正 弘 1 角 川 秀 樹 旭川1600m�4 着
2006 ハードクリスタル 牡 6 JRA 横 山 典 弘 1 作 田 誠 二 ブリリアントＳ３着
2005 サカラート 牡 5 JRA 秋山真一郎 2 石 坂　 正 東海Ｓ１着
2004 タイムパラドックス 牡 6 JRA 安 藤 勝 己 2 松 田 博 資 帝王賞４着
2003 イングランディーレ 牡 4 JRA 五十嵐冬樹 2 清 水 美 波 天皇賞（春）９着
2002 アルアラン 牡 6 JRA 本 田　 優 2 昆　　 貢 東海Ｓ３着
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ブリーダーズゴールドジュニアカップ
は、門別ダート1800mで行われるH1競
走です。ホッカイドウ競馬夏の2歳チャン
ピオン決定戦で、栄冠賞に続く2歳三冠の
二冠目となります。ゴール前200m付近か
らのスタートで、1700m戦より1コーナー
入口までの距離が100m長いため、外枠不
利が軽減されています。しかしやはり1〜
9番までの、特に偶数番に入った逃げ・先
行馬に注意した方が良いでしょう。馬番別
脚質の有利不利は表の通りです。

この時期の2歳馬は牝馬の方が発育がよ
く有利なのですが、この時期の負担重量は
定量で牡・牝ともに54kgと、牡馬が有利
な設定になっています。結果も過去5年と
も牡馬が優勝しているように、1着付けは
必ず牡馬にした方がいいでしょう。1番人

気3勝、3番人気2勝で人気馬の信頼度は
かなり高い結果になっています。前走が
JRAのクローバー賞だった09年のビッグ
バンを除き、前走は重賞または2歳オープ
ンで1着と、近走の調子は重要です。また
優勝馬はすべてここまでキャリア5戦以内
で、レースを多く使っている馬は軽視した
方がよさそうです。

ブリーダーズゴールドカップは、門別
競馬場の2000mで行われる中央・地方交
流のダートJpnⅡ競走で、屈指の歴史を誇
るビッグレースと言えます。4コーナーポ
ケットからのスタートで、ホームストレッ
チの長い直線を走るため枠順の有利不利は
ありません。長距離戦ですので展開次第で
は、差し、追い込みが決まるコースです。
あえて有利枠をあげるなら逃げ先行では
ロスなくコーナーを回れる5、6番枠で、差

し、追い込みは内に包まれにくい10番よ
り外の枠が有利です。

過去10年で地方馬の優勝は07年のギル
ガメッシュだけで、この年は馬インフルエ
ンザの影響でJRA所属馬がすべて競走除
外になったことを考えると、地方馬にとっ
ては勝つことが難しいレースです。ちな
みに07年を除くと地方馬の優勝は第1回
のフェートノーザン（笠松）まで遡ります。
人気では1番人気の優勝が2回、2番人気
が7回、3番人気が1回で、人気薄の出番は
まったくありません。特に2番人気の優勝
回数が異常に多く、JRA所属で力はあるが
前走を負けていて少し人気を落とし、地方
競馬へのコース替わりの適性を生かして逆
転して勝つパターンが多くあります。前走
ではJRAの東海ステークスGⅡを使った
馬が5勝しています。優勝するには少なく
とも前走は重賞に出走している実績馬であ
ることが必須と言えるでしょう。6歳馬が
5勝しており、ベテランもまぎれの少ない
ダート2000m戦で力を発揮していると言
えます。

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/

一周1600mは、大井競馬場、盛岡
競馬場と並び地方競馬で最大サイズ
の競馬場です。ゴールまでの直線は
330mあり、大井競馬場（386m）
に次いで2番目に長く、追い込み馬
でも届くコースです。元トレーニング
センターを改造して作られた競馬場
で、入場口が4コーナー付近にある
など変わった構造をしています。旭
川競馬場が08年限りで廃止となっ
たことで、09年よりナイター開催の
競馬場に生まれ変わりました。

■門別競馬場■門別競馬場

1200m 1000m

1700m 1800m
2000m

2600m

ゴール

右回り 1周1,600m
直線 400m（ゴールまで330m）
幅員 25m
高低差 1.54m
フルゲート 16頭

スタンド

■門別 1800m 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 +0.02 +0.11 −0.12 −0.03
2 +0.06 +0.06 −0.03 −0.07
3 −0.03 +0.19 −0.03 −0.16
4 +00.10 +0.15 −0.03 −0.16
5 −0.03 −0.03 −0.03 +0.12
6 +0.15 +0.02 −0.03 −0.12
7 −0.03 +0.06 +0.11 −0.07
8 +0.02 −0.07 +0.25 −0.02
9 +0.09 +0.19 −0.01 −0.06
10 −0.04 +0.26 +0.02 +0.14
11 0.00 +0.08 −0.08 +0.08
12 −0.04 +0.19 −0.16 −0.04
13 −0.16 +0.01 +0.01 −0.16
14 − − − −
※�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。

8月2日（木）
ブリーダーズゴールドジュニアカップ

2歳　1800m

8月16日（木）
ブリーダーズゴールドカップJpnⅡ

3歳以上　2000m

●馬体重を必ずチェックする
地方競馬の場合、毎週のようにレースに使うこ

とも多く、休み明け馬以外はほとんど追いきりを
行いません。また、ネット環境での競馬観戦の
場合、追いきりタイムなどの情報も手に入りにく
いので、馬の状態を知るバローメーターとして馬
体重を必ずチェックすることをお勧めします。
よく「今回は＋10kgだから太いな」などと前
走からの体重差を気にする方が多くいらっしゃい
ますが、重要なのは好走した時の馬体重からの
体重差を見なければなりません。例えば好走し
た2走前の体重が500kgで前走が480kgで惨

敗。今回が＋20kgなら好調時の500kgでの
出走となりますから、これは復調の兆しと見るべ
きでしょう。
では好走時の馬体重と何キロ差があった場
合に危険な兆候と見るべきなのでしょうか？　私
が調べた結果、好走時の馬体重から3％以上
変動したら本調子ではないと見るといいようで
す。好走時の体重が500kgだとすると、500×
0.03=15kgで、485kg以下、515kg以上なら危
険と考え、能力を割り引いて予想しすると精度が
上がります。

昨年のブリーダーズゴールドジュニアカップは、ウィードパ
ワーがデビューから3連勝　　� 写真●写真のトライ
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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 服部　茂史 749 119 116 80 15.9 31.4 135,554,000
2 桑村　真明 597 76 77 64 12.7 25.6 61,581,000
3 五十嵐冬樹 573 72 76 65 12.6 25.8 55,783,500
4 岩橋　勇二 683 67 91 64 9.8 23.1 56,493,500
5 宮崎　光行 340 67 51 47 19.7 34.7 54,799,000
6 井上　俊彦 474 66 52 68 13.9 24.9 60,220,500
7 坂下　秀樹 513 62 65 60 12.1 24.8 39,071,000
8 川島　洋人 349 56 39 45 16.0 27.2 39,768,000
9 小国　博行 528 46 53 51 8.7 18.8 53,281,000
10 佐々木国明 453 38 45 45 8.4 18.3 27,675,000
11 黒澤　愛斗 389 33 31 42 8.5 16.5 21,084,000
12 山口　竜一 360 32 31 52 8.9 17.5 43,334,000
13 川島　雅人 316 32 28 33 10.1 19.0 22,287,000
14 宮平　鷹志 382 29 24 51 7.6 13.9 14,187,000
15 馬渕　繁治 282 19 26 23 6.7 16.0 8,076,000
16 亀井　洋司 230 19 20 29 8.3 17.0 9,036,000
17 小林　靖幸 275 16 11 14 5.8 9.8 10,763,000
18 櫻井　拓章 400 13 25 31 3.3 9.5 6,150,000
19 伊藤　千尋 257 7 17 15 2.7 9.3 5,414,000
20 沼澤　英知 136 6 10 12 4.4 11.8 2,522,000
21 下村　瑠衣 187 5 1 7 2.7 3.2 2,224,000
22 秋田　大助 160 4 5 10 2.5 5.6 1,472,000
23 笹木　美典 59 0 0 1 0.0 0.0 72,000
― 阿部　　龍 2012年 4月デビュー

氏　名 出走回数 1着 2着 3着 勝率（％） 連対率（％） 収得賞金（円）
1 原　　孝明 546 83 75 62 15.2 28.9 47,175,000
2 田中　淳司 333 76 63 48 22.8 41.7 81,809,000
3 角川　秀樹 427 64 59 49 15.0 28.8 85,376,000
4 林　　和弘 335 52 45 48 15.5 29.0 49,323,000
5 堂山　芳則 276 51 41 44 18.5 33.3 61,185,000
6 田中　正二 307 44 36 40 14.3 26.1 30,907,000
7 米川　伸也 279 37 31 36 13.3 24.4 27,436,000
8 恵多谷　豊 276 36 32 31 13.0 24.6 23,299,000
9 若松　　平 369 33 39 41 8.9 19.5 17,336,000
10 桑原　義光 328 33 34 28 10.1 20.4 21,139,500
11 松本　隆宏 229 32 46 27 14.0 34.1 20,168,000
12 米川　　昇 234 31 33 29 13.2 27.4 28,011,500
13 桧森　邦夫 284 30 30 27 10.6 21.1 16,428,000
14 廣森　久雄 203 29 29 17 14.3 28.6 23,155,000
15 佐久間雅貴 327 28 27 32 8.6 16.8 19,455,000
16 北川　數男 229 26 33 28 11.4 25.8 12,972,000

氏　名 出走回数 1着 2着 勝率（％）
17 小野　　望 258 26 22 10.1
18 村上　正和 307 25 29 8.1
19 國信　　滿 168 16 22 9.5
20 齊藤　正弘 161 15 18 9.3
21 山田　和久 136 14 8 10.3
22 佐藤　英明 341 13 24 3.8
23 柳澤　好美 207 12 13 5.8
24 千葉津代士 190 12 7 6.3
25 谷口　常信 385 11 19 2.9

氏　名 出走回数 1着 2着 勝率（％）
26 伊藤　隆志 192 11 17 5.7
27 安田　武広 168 11 15 6.5
28 田部　和則 185 11 12 5.9
29 大崎　順司 225 9 12 4.0
30 石本　孝博 236 9 10 3.8
31 山中　静治 96 8 1 8.3
32 岡島　玉一 185 5 10 2.7
33 伊藤　靖則 164 4 6 2.4
34 高橋　　司 93 3 4 3.2

ホッカイドウ競馬所属騎手 2011年成績 ホッカイドウ競馬所属調教師 2011年成績

第4位 101万2020円（1口） 4/14福山

第5位 72万4650円（1口） 3/7園田

第6位 56万7600円（1口） 4/30園田

第7位 54万  460円（4口） 5/12帯広

第8位 50万4940円（3口） 4/19園田

第1位 31万6980円（1口） 5/27佐賀

第1位 367万9520円（1口）3/27 園田

第2位 136万8950円（3口）5/23 笠松

第3位 104万5010円（1口）5/28 盛岡

高額配当ランキング
（2012年3月1日～ 2012年5月31日）

我ら競馬場のアイドル

ホクトくん＆
ナナセちゃん
（ホッカイドウ競馬）
写真●ホッカイドウ競馬

グランシャリオナイター開催中のホッ
カイドウ競馬のマスコットとしてお馴染
みなのが「ホクトくん」（写真左）。一般
公募のなかから、“北斗七星のように輝
き続ける存在であってほしい”との思い
を込めて名付けられました。門別競馬場
の入場門とスタンド間の送迎を行う電気
自動車の名前（ホクトくん1号・2号）に
もなっています。そのホクトくんの妹分

として、昨年8月9日に「ナナセちゃん」
（右）がお披露目。こちらは、北斗七星の
七星を“ナナセ”と呼んで名付けられま
した。性格は「怒るとちょっと怖い」（ホ
クトくん談）とのこと。ホクトくんは
1992年5月20日生まれということで、
なんと今年でハタチ。19歳差の年の差
コンビが、ホッカイドウ競馬を盛り上げ
ます。

読者プレゼント読者プレゼント読者プレゼント
①宮崎光行騎手直筆サイン色紙　
　4名様

②オグリキャップオリジナル帽子　
　3名様

③ホッカイドウ競馬オリジナルエコバッグ　
　3名様

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7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

提供：岐阜県地方競馬組合

提供：ホッカイドウ競馬

※2011年の地方競馬のみの成績。2012年5月現在の現役騎手・調教師を掲載※宮平鷹志騎手は荒尾競馬より移籍

［五重勝単勝式］

［七重勝単勝式］

※兵庫（園田／姫路）競馬の投票方式が、5月15日（火）の開催よりランダム投票からセレクト投票に変更となりました。
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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7月、8月、9月は全日ナイター開催です。
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南関DG 南関東

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

ばんえい
帯　　広 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★
★ ★ ★ ★ ★

★ ばんえい

ホッカイドウ
門　　別 ★ ★ ★ ★ ★

★
★ ★

★
★ ★

★ ホッカイドウ

岩　　手
盛岡／水沢

水沢 水沢 水沢 水沢 水沢 水沢 水沢 水沢 水沢 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡
岩　手★

金　　沢 金　沢

笠　　松 笠　松

名 古 屋 名古屋

兵　　庫
園田／姫路

園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田 園田
兵　庫★

★ ★ ★

福　　山 福　山

高　　知 ★ ★ ★ ★
★

★ ★ 高　知

佐　　賀 佐　賀

南関DG
浦和★ 船橋

南関東

ダートグレード開催日　　　　重賞開催日
★：薄暮取扱　★：ナイター取扱

※薄暮取扱・ナイター取扱の印はオッズパークでの取扱として表記します。
※日程は変更となる場合がございますのでご注意ください。
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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。

7
月

競馬場 実施日 競走名 競走条件 距離 備考
川　崎 4（水） 第16回 ホクトベガメモリアル  スパーキングレディーカップ JpnⅢ 3歳以上牝馬 1,600� 中央・地方全国交流

水　沢 8（日） 第44回 岩鷲賞 オープン 1,400
福　山 8（日） 第5回 福山スプリントカップ 4歳以上 1,250 中国・四国地区交流

大　井 11（水） 第14回 ジャパンダートダービー JpnⅠ 3歳 2,000 中央・地方全国交流

門　別 12（木） 第49回 赤レンガ記念 3歳以上 1,800 地方全国交流

笠　松 13（金） 第36回 クイーンカップ 3歳牝馬 1,600 北陸・東海・近畿・中国地区交流

帯　広 15（日） 第20回 北斗賞 3歳以上 200

盛　岡 15（日） 第13回 オパールカップ 3歳 芝1,700 地方全国交流

佐　賀 15（日） 第14回 吉野ヶ里記念 3歳以上 1,400

盛　岡 16（祝・月） 第16回 マーキュリーカップ JpnⅢ 3歳以上 2,000 中央・地方全国交流

金　沢 17（火） 第30回 読売レディス杯 3歳以上牝馬 1,500 地方全国交流

名古屋 19（木） 第16回 名港盃 3歳以上 1,900 北陸・東海・近畿・中国地区交流

盛　岡 22（日） 第34回 せきれい賞 オープン 芝2,400 地方全国交流

高　知 22（日） 第9回 トレノ賞 3歳以上 1,300 中国・四国地区交流

門　別 26（木） 第11回 ノースクイーンカップ 3歳以上牝馬 1,800 地方全国交流

笠　松 27（金） 第35回 サマーカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

帯　広 29（日） 第24回 はまなす賞 3歳・4歳 200

盛　岡 29（日） 第26回 ひまわり賞（オークス） 3歳牝馬 2,000

8
月

門　別 2（木） 第6回 ブリーダーズゴールドジュニアカップ 2歳 1,800

姫　路 2（木） 第5回 兵庫サマークイーン賞 3歳以上牝馬 1,800 地方全国交流

帯　広 12（日） 第24回 ばんえいグランプリ 3歳以上 200 ファン選抜

盛　岡 14（火） 第17回 クラスターカップ JpnⅢ 3歳以上 1,200 中央・地方全国交流

盛　岡 15（水） 第13回 若鮎賞 2歳 芝1,600

佐　賀 15（水） 第12回 サマーチャンピオン JpnⅢ 3歳以上 1,400 中央・地方全国交流

佐　賀 15（水） 第16回 霧島賞 3歳以上九州産馬 1,400 中央1000万下・地方全国交流

門　別 16（木） 第24回 ブリーダーズゴールドカップ JpnⅡ 3歳以上 2,000 中央・地方全国交流

笠　松 17（金） 第41回 くろゆり賞 3歳以上 1,600 北陸・東海・近畿・中国地区交流

福　山 19（日） 第38回 金杯 3歳以上 1,600 ファン選抜、中国・四国地区交流

金　沢 21（火） 第56回 MRO金賞 3歳 1,700 北陸・東海・近畿・中国地区交流

門　別 23（木） 第33回 王冠賞 3歳 2,600 地方全国交流

高　知 24（金） 第35回 建依別賞 3歳以上 1,400 中国・四国地区交流

帯　広 26（日） 第37回 ばんえい大賞典 3歳 200

姫　路 29（水） 第9回 姫路チャレンジカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

門　別 30（木） 第9回 リリーカップ 2歳牝馬 1,000 地方全国交流

9
月

水　沢 3（月） 第38回 ビューチフル・ドリーマーカップ オープン牝馬 1,900 地方全国交流

金　沢 4（火） 第8回 イヌワシ賞 3歳以上 2,000 地方全国交流
名古屋 6（木） 第6回 秋桜賞 3歳以上牝馬 1,800 地方全国交流

園　田 7（金） 第44回 摂津盃 3歳以上 1,700

水　沢 9（日） 第30回 ビギナーズカップ 2歳 1,400
福　山 9（日） 第32回 福山3歳牝馬特別 3歳牝馬 1,600 中国・四国地区交流

門　別 13（木） 第12回 イノセントカップ 2歳 1,200 地方全国交流

浦　和 13（木） 第23回 オーバルスプリント 3歳以上 1,400 中央・地方全国交流

笠　松 14（金） 第38回 オータムカップ 3歳以上 1,900 北陸・東海・近畿・中国地区交流
帯　広 16（日） 第20回 銀河賞 4歳 200
金　沢 16（日） 第10回 オータムスプリントカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

水　沢 17（月） 第20回 青藍賞 オ−プン 1,600

金　沢 18（火） 第14回 兼六園ジュニアカップ 2歳 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流
園　田 19（水） 第14回 園田プリンセスカップ 2歳牝馬 1,400 地方全国交流

門　別 20（木） 第56回 ステイヤーズカップ 3歳以上 2,600 地方全国交流
高　知 22（土） 第24回 珊瑚冠賞 3歳以上 1,900 中国・四国地区交流

盛　岡 23（日） 第14回 ジュニアグランプリ 2歳 芝1,600 地方全国交流

佐　賀 23（日） 第9回 ロータスクラウン賞 3歳 1,800 四国・九州地区交流
船　橋 26（水） 第59回 日本テレビ盃 JpnⅡ 3歳以上 1,800 中央・地方全国交流

門　別 27（木） 第12回 フローラルカップ 2歳牝馬 1,700 地方全国交流

帯　広 30（日） 第48回 岩見沢記念 3歳以上 200

盛　岡 30（日） 第14回 岩手県知事杯OROカップ オープン 芝1,700 地方全国交流
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