
Graded Dirt Races
1/23  TCK女王盃 JpnⅢ（大井）
1/30  川崎記念 JpnⅠ（川崎）
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2/27  エンプレス杯 JpnⅡ（川崎）
3/13 ダイオライト記念 JpnⅡ（船橋）
3/19  黒船賞 JpnⅢ（高知）
3/20  名古屋大賞典 JpnⅢ（名古屋）
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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。　※重勝式は、インターネット投票（クラシック投票は除く）のみ投票できます。

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 重勝式 投票方式
インターネット投票馬番場
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投票賭式番号 1 2 3 4 7 5 6 8 9

ばんえい帯広

ホッカイドウ門別

盛　岡

水　沢

金　沢

笠　松

名古屋

園　田

姫　路

福　山

高　知

佐　賀
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0180-991-335（盛岡開催）
0180-991-336（水沢開催）

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

https://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

●

●

●

●

1995年に解散した日本の伝説的な
ロックバンドBO GUMBOS（ボ

ガンボス）。ライブのアンコールでよく歌わ
れた『あこがれの地へ』という曲に「とんで
いけあこがれの地へ　呼んでいるお前を」
という歌詞があります。

若かりし頃、 競馬場とライブハウスに通
う日々を送っていた私にとって当時のスタ
ーホース、 オグリキャップの故郷・笠松競
馬場はまだ見ぬあこがれの地でした。

1987年、 笠松競馬でデビューし、 88年
に中央競馬へ移籍。 またたく間にスターと
なったオグリキャップの人気は国民的なも
ので、 競馬の世界を越えた社会現象とな
り、 当時は競馬のなんたるかさえよくわか
っていなかった私も、 ぬいぐるみを持ち競
馬場に足を運ぶ、 女性ファンのひとりでし
た。

超満員のスタンド。 熱気溢れるレース。 
ライブで競馬を楽しむ喜び。 熱い時代を競
馬場で過ごすことができた幸せ。 オグリキ

ャップがたくさんのことを教えてくれまし
た。大袈裟かもしれませんが、 彼は競馬を
教えてくれた神様のような存在です。

いつかは行きたい。 そんな思いを抱えな
がら、 笠松競馬場に初めて訪れたのは
2008年４月『オグリキャップ記念』 当日の
こと。 名古屋駅から名鉄の赤い電車に乗り
笠松駅へ向かう途中、 木曽川を渡る鉄橋越
しに見えてきた競馬場。 ついに聖地に足を
運ぶことができた嬉しさで心が躍りました。

駅から歩いて約３分。 土手を越え、 階段
を降りると正門が見えてきます。 正門を入
ってすぐ左側にオグリキャップの像が！
2005年に里帰りをした際には、 彼を一目
見ようと大勢のファンが集まったそうです
が、 その日も像の周りはたくさんの花で飾
られ、 地元の方々に変わらずに愛されてい
ることが伝わってきました。

珍しい内馬場にあるパドック。 初めて見
ると不思議な感じがしましたが、 スタンド
からパドック、馬場入場、返し馬、レースま

で見ることができるのでとても快適です。 
馬券を買う時以外は座ったままで大丈夫な
ので、 落ち着いてゆったりと過ごすことが
でき、 お年寄りにも優しい競馬場です。

地方競馬から中央競馬へ史上初めて移籍
した安藤勝己騎手もまた競馬の歴史を大き
く動かした人物。 笠松競馬は『名馬・名手
の里 ドリームスタジアム』の愛称にふさわ
しく、 その後もオグリローマン、 ライデン
リーダー、ミツアキタービン、レジェンドハ
ンター、 近年ではラブミーチャンなど多く
の名馬を輩出してきました。

オグリキャップと同じレースに出走した
こともある最高齢誘導馬・ハクリュウボー
イの存在や、 手作りの競馬グッズが並ぶ愛
馬会の売店などなど。 笠松競馬に関わる
方々の競馬場への温かい思いがそこかしこ
から伝わってきて、 まるで自分の故郷に帰
ったような心地よさがあります。 競馬に魅
せられた人々が集まる場所。 笠松競馬場は
いつまでも夢にみたあこがれの地なのです。

地方競馬応援隊
笠松競馬場笠松競馬場

あこがれの地へ

荘司典子
（しょうじ のりこ）
埼玉県出身。グリーンチャン
ネル『中央競馬全レース中
継』キャスター。中央競馬の
みならず地方競馬も楽しむ、
根っからの競馬ファン。もとも
と競馬が好きで競馬キャス
ターになった女性としては珍
しい存在。
http://www.hacouske.com



笠松・プリンセス特別後にそのまま移籍
となったオグリハート、早めに名古屋に
移籍した後すでに3勝を積み重ねたミル
クヒメらが北陸、東海の注目馬。新馬戦
3馬身差勝ちの実績を引っ提げて兵庫に
移籍したグレイスフルライフ、新馬戦2
着＆アタックチャレンジ勝ちの素質を福
山転入後も如何なく発揮して3連勝中の
シキセイセイ、道営4戦1勝・2着3回で
高知に移り、古馬と好戦を続けるマイン
ダンサーがいずれも頂点まで狙えそうな
注目馬。新馬戦で1番人気に推されなが
らレース中の骨折で7着に終わり、その
一戦のみで佐賀に移籍となった素質馬ゲ
イヒンカンが「隠し玉」的な存在だ。
� 文●ひだか応援隊

●各地で活躍必至の道営出身3歳勢
24年度ホッカイドウ競馬は11月15

日の第55回道営記念（優勝＝モエレビ
クトリー）をもって閉幕。総発売額は前
年比103.7％、計画比でも同100.1％に
達し、2年続けての「前年超え＆計画ク
リア」を成し遂げた。これは景況が一向
に上向かない道内での発売額の減少傾向
を、全国規模でのファン層拡大、参加者
の増加分が上回って打消しての結果だ。
その全国での関心の高まりを支える最大
の要素が、2歳シーズン終了と前後して
門別から全国に散らばり、年明けの3歳
クラシック戦線で毎年のように活躍を見
せる「道営デビュー馬」たちである。

そして今季も、各地でトップを狙える
だろう好素質馬が次々と移籍。そのスタ
ー候補たちを紹介していきたい。まずは
岩手にトレードされたブリリアントロビ
ン。エーデルワイス賞JpnⅢにも出走（9
着）した高素質馬だ。11月18日の2歳
B1戦を4馬身差で圧勝。その勝ち時計1
分27秒6（1400メートル）は、北海道の
オグリタイムが3馬身差で完勝した同日
の南部駒賞での1分41秒3（1600メート
ル）を凌駕するほど高レベル。順調なら、
特にマイル辺りまでなら間違いなく中心
の一角を担う存在となるだろう。金沢で
転入初戦を勝ったノコリモノや、遠征の

写真●○○○○
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●未経験の強み、マリンチャンス
11月11日、第37回クインカップが
4歳牝馬限定で行われた。
トップハンデ690キロで銀河賞2着の
アグリコトブキが単勝5.1倍、銀河賞3
着で680キロのブラックパールが4.1倍、
同じく680キロの上がり馬アアモンド
マツカゼが1.7倍と、この3頭が人気を
集めていたが、5番人気の伏兵マリンチ
ャンスが2番人気ブラックパールに9秒
8もの差を付けて圧勝。2、3歳時はク
ラスの壁に阻まれ、厳しい戦いが続いた
が、明け4歳の今季7勝目が嬉しい重賞
初制覇となった。
喜びの表彰式で、坂本東一調教師が

写真●写真のトライ

10月25日　エーデルワイス賞JpnⅢ　ハニーパイ

写真●ばんえい十勝

経験のない初の重量でも1回目だけは意
外と苦にしないで大きな仕事をすること
が多い。逆に高重量が続くと、重病み
（オモヤミ）といって苦にする場合がある
んだよ」と坂本調教師は語ってくれた。
未経験の重量であったことが、マリンチ
ャンスの勝因だったのかもしれない。
� 文●小寺雄司

「今回は馬場状態、ハンデと好条件が揃
いました。それと、（軽めの馬場になる）
暗くなる時間で良かったね、昼間なら
670キロの高重量で1分47秒0の勝ち
タイムは出せませんでした」と話してい
たように、ばんえいは特異な競馬。開催
日ごとに変わる勝ちタイムや、1日の前
半レースと後半レースで展開の違いがあ
り、今回のマリンチャンスのように、平
場での610キロから一気に60キロもア
ップした670キロでの重賞圧勝劇もあ
る。
高重量戦では、どうしても重量経験の

ある馬が有利に感じるが、「ばん馬は正
直だよ、重量は体で覚える。特に若馬は

11月11日　クインカップ　マリンチャンス

11月4日　ばんえい菊花賞　ニシキウンカイ

●ばんえい競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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

9/16 銀河賞（4歳） 200 ニュータカラコマ（牡4） 藤野俊一 ばんえい・松井浩文

9/30 岩見沢記念（3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

10/14 ナナカマド賞（2歳） 200 ショウチシマシタ（牡2） 菊池一樹 ばんえい・久田　守

10/28 北見記念（3歳以上） 200 ギンガリュウセイ（セン8） 安部憲二 ばんえい・久田　守

11/4 ばんえい菊花賞（3歳） 200 ニシキウンカイ（牝3） 大口泰史 ばんえい・村上慎一

11/11 クインカップ（4歳牝） 200 マリンチャンス（牝4） 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　2012.9～2012.11
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
9/13 イノセントカップ（2歳） 1200 ストーミングスター（牡2） 桑村真明 北海道・角川秀樹
9/20 ステイヤーズカップ（3歳以上） 2600 シャア（牡6） 川島洋人 北海道・田中正二
9/27 フローラルカップ（2歳牝） 1700 カイカヨソウ（牝2） 五十嵐冬樹 北海道・廣森久雄
10/4 道営スプリント（3歳以上） 1200 シャイニングアワー（牡7）桑村真明 北海道・角川秀樹
10/10 サンライズカップ（2歳） 1700 ジェネラルグラント（牡2） 五十嵐冬樹 北海道・廣森久雄
10/18 瑞穂賞（3歳以上） 1800 リアライズノユメ（牝4） 坂下秀樹 北海道・佐久間雅貴
10/25 エーデルワイス賞JpnⅢ（2歳牝） 1200 ハニーパイ（牝2） 桑村真明 北海道・角川秀樹
11/8 北海道2歳優駿JpnⅢ（2歳） 1800 アルムダプタ（牡2） 幸　英明 JRA・五十嵐忠男
11/15 道営記念（3歳以上） 2000 モエレビクトリー（牡6） 服部茂史 北海道・田中淳司
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写真●石川県競馬事業局

写真●佐藤　到

挑戦でJRA勢にヒケをとらない走りが
できたことで、これからは遠征も視野に
入ってくる。全国の強豪たちにもまれて
さらなるパワーアップを図り、11月の
JBC競走に地元代表として挑んでもらい
たい。
� 文●瀬川剛司（中日スポーツ）

●ロッソコルサ王者への道
震災の影響で昨年は盛岡開催となった

ダービーグランプリが再び水沢競馬場へ
戻り、全国の強豪3歳馬を迎えて行われ
た。ゴール前4地区の代表が際どく競り
合う中、地元ファンの大声援を受けて先
頭で駆け抜けたのはロッソコルサ。「デ
キが素晴らしかった。今年はずっと遠征
馬に苦戦していたので、結果を出してく
れて感謝している」と村上忍騎手。本年
度の岩手競馬はグレードレースを含む交
流重賞で連敗が続いていたが、その悔し
さを一番感じていたのは岩手リーディン
グの村上忍騎手だっただろう。ロッソコ

10月22日　若駒賞　ロックハンドパワー

●ナムラダイキチ、充実の1年
金沢所属馬で昨年もっとも成長したと

いえばナムラダイキチだろう。3歳の頃
は外から他馬に被されるとひるんでしま
う気の弱さもあったが、それがまったく
なくなった。象徴するレースがオータム
スプリントカップ。テンの速い兵庫、笠
松勢に次々と先手を奪われてしまい、先
団直後につけたナムラダイキチは内々に
閉じ込められる苦しい展開に見えたが、
まったく気にすることなく内ラチ沿いを
グングンと駆け上がった。そのまま独走
状態で混戦の2着争いを大差離してのゴ
ールイン。藤木一男調教師は「他馬を怖
がる素振りを見せなくなって、気性面で

すごく成長した」と目を細めた。
精神面でも強くなって万全の状態で挑

んだ白山大賞典JpnⅢ。JRAのニホンピ
ロアワーズが4カ月半ぶりの休み明けだ
ったこともあって、イヌワシ賞、オータ
ムスプリントカップと圧勝中のナムラダ
イキチが悲願の地元馬による制覇をして
くれるのではとファンの期待は高まっ
た。結果的にはニホンピロアワーズに並
ぶこともできず突き放されたが、直線盛
り返して逃げたエーシンモアオバーを交
わし2着は確保した。JRAトップクラス
との力の差をまざまざと見せつけられた
が、畑中信司騎手は「交流戦のペースに
も苦しまずについて行けた」と手応えを
つかんだようだった。ダートグレード初

ルサは次走に桐花賞を予定しているが、
元々はJRA新馬勝ち、500万特別5着と
も芝コースで走ってきた馬。オパールカ
ップや桂樹杯での好走で盛岡芝コースで
の適性も示しているだけに、今後はコー
ス、距離を問わずマルチに活躍できる岩
手の新チャンピオンとなる可能性も秘め
ている。
●古馬路線、混戦を断つのは？

冬の古馬路線は今年も混戦模様。トー

ホクキングが軸となって展開している
が、重賞タイトルは1つだけ。冬の水沢
開幕を飾る栗駒賞も6番人気コパノマユ
チャンが優勝、三連単32万馬券の波乱
となっている。12月31日にはファン投
票によるグランプリレース桐花賞、1月
13日にトウケイニセイ記念が続くが、
本年度は中12日と間隔がある。2000、
1600メートルと距離を変え、トップク
ラスが再度激突するということも考えら
れる。
� 文●深田桂一（ケイシュウニュース）

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
9/3 ビューチフル・ドリーマーカップ（OP牝） 水沢1900 サクラサクラサクラ（牝6） 吉田　稔 北海道・田中淳司
9/9 ビギナーズカップ（2歳） 水沢1400 ワタリルーブル（牝2） 高松　亮 岩手・板垣吉則
9/17 青藍賞（OP） 水沢1600 カミノヌヴォー（牡4） 阿部英俊 岩手・千葉幸喜
9/23 ジュニアグランプリ（2歳） 盛岡芝1600 セラミックガール（牝2） 上田健人 北海道・田中淳司
9/30 岩手県知事杯OROカップ（OP） 盛岡芝1700 ナターレ（牝4） 吉原寛人 川崎・内田勝義
10/8 マイルチャンピオンシップ南部杯JpnⅠ（3歳以上）盛岡1600 エスポワールシチー（牡7）佐藤哲三 JRA・安達昭夫
10/22 若駒賞（2歳） 盛岡1600 ロックハンドパワー（牡2） 村上　忍 岩手・菅原　勲
10/27 OROターフスプリント（OP） 盛岡芝1000 ライトマッスル（牡3） 関本　淳 岩手・熊谷　昇
10/28 不来方賞（3歳） 盛岡2000 ロッソコルサ（牡3） 村上　忍 岩手・千葉幸喜
11/3 知床賞（2歳） 盛岡1400 ミネサランサジャ（牝2） 阿部英俊 北海道・林　和弘
11/10 絆カップ（3歳以上） 盛岡1600 トウホクビジン（牝6） 佐藤友則 笠松・笹野博司
11/18 南部駒賞（2歳） 水沢1600 オグリタイム（牡2） 川島雅人 北海道・米川　昇
11/24 栗駒賞（OP） 水沢1400 コパノマユチャン（牝6） 南郷家全 岩手・櫻田勝男
11/25 ダービーグランプリ（3歳） 水沢2000 ロッソコルサ（牡3） 村上　忍 岩手・千葉幸喜

●岩手競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11

10月2日　白山大賞典JpnⅢ　ニホンピロアワーズ

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
9/4 イヌワシ賞（3歳以上） 2000 ナムラダイキチ（牡4） 畑中信司 金沢・藤木一男
9/16 オータムスプリントカップ（3歳以上） 1400 ナムラダイキチ（牡4） 畑中信司 金沢・藤木一男
9/18 兼六園ジュニアカップ（2歳） 1400 ホウライジェントル（牡2） 柿原　翔 名古屋・藤ケ崎一人
10/2 白山大賞典JpnⅢ（3歳以上） 2100 ニホンピロアワーズ（牡5）酒井　学 JRA・大橋勇樹
10/21 サラブレッド大賞典（3歳） 2000 アルドラ（牝3） 米倉　知 金沢・高橋俊之
11/11 北國王冠（3歳以上） 2600 ナムラダイキチ（牡4） 畑中信司 金沢・藤木一男
11/25 金沢プリンセスカップ（2歳牝） 1500 ガッツオブトップ（牝2） 松戸政也 金沢・岩切敏男

●金沢競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11

9月4日　イヌワシ賞　ナムラダイキチ
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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

い。まだ伸びしろが十分ある。秋桜賞や
東海菊花賞では他場の馬にタイトルをも
っていかれ、もうひとつ元気がない名古
屋の古馬勢にあって、ブライトシンプー
の活躍は2013年の名古屋を占う意味で
も大きな期待が寄せられるだろう。
●期待の素質馬コスモエスプレッソ

東海版・天皇賞と呼ばれる東海菊花賞
で名古屋勢として最先着したのがコスモ
エスプレッソだ。移籍後2、1着してA
級に編入。そこで快勝すると、果敢に東
海菊花賞に挑戦して3着に健闘。未知の
部分が多いが、期待が持てそうな素質が
ある。
●明け3歳はウォーター、ホウライ

2歳勢ではゴールドウィング賞でウォ
ータープライドが中団から直線押し上げ
て、重賞初制覇に成功。人気は前走で金

●伸びしろ十分ブライトシンプー
東海版・菊花賞と言われる笠松の岐阜

金賞でブライトシンプーが、後方待機か
ら直線だけでひとまくりを決めて1着ゴ
ール。能力は名古屋で一番と言われなが
ら駿蹄賞（4着）、東海ダービー（2着）で
勝てなかったうっぷんを見事に晴らして
最後の一冠を勝ち取った。このレース、
東海ダービーを制したマイネルセグメン
トがいただけに二重の喜びとなった。た
だ、その後の水沢・ダービーグランプリ
では他地区の層の厚さの前に屈した格好
となって4着に敗れたが、その差は1着
から3/4馬身、アタマ、アタマというも
ので、決して逆転できないものではな

沢・兼六園ジュニアカップを制したホウ
ライジェントルだったが、こちらは先行
争いに巻き込まれて4着に敗退、キャリ
アの浅さが出てしまった感じだった。ウ
ォータープライドはその後の笠松戦では
3着だったが、いずれにしろ上記2頭が
2013年のクラシック路線をけん引して
いくことは間違いなさそうな素質を示し
た。
� 文●外山謙一（中日スポーツ）

●健在ラブミーチャン、復活マルヨ
笠松競馬にとって2012年はラブミー

チャン復活に沸いた年となった。地方の
重賞こそ名古屋と船橋で勝ち取ったが、
ダートグレードで勝ってこその能力を備
えた馬。佐賀のサマーチャンピオンJpnⅢ
で2着に好走して、その予兆はあった。
10月、前年も2着になっている相性の
いい東京盃JpnⅡでそれが本物になっ
た。レースは外め2、3番手から直線抜
け出す完勝劇。並み居るJRA勢を寄せ
付けず2着のタイセイレジェンドに1馬
身半差をつけて笠松の女傑健在をアピー
ルした。11月のJBCスプリントJpnIで
は9着に敗れたが、やはりラブミーチャ

ンには1400メートルよりも1200メー
トルが合う。2年ぶりに地元笠松で走っ
た笠松グランプリ（1400メートル）で
も引退を表明していたエーシンクールデ
ィに花道を譲った格好で2着に甘んじて
いる。冬場は休んで今年は3月の高知・
黒船賞JpnⅢからレース復帰する予定と
いうが、1400メートルの黒船賞でどん
なレースを披露してくれるか、いまから
楽しみ。いずれにしろ地方馬がなかなか
勝てなくなったダートグレードでラブミ
ーチャンが一矢報いたことは意義があ
る。

牡馬ではマルヨフェニックスが11月
の名古屋・東海菊花賞で久しぶりに重賞
を制し、ラブミーチャンに続けとばかり
に復活の雄たけびを上げた。笠松古馬勢
は牡牝とも2013年は期待できそうだ。

●明け3歳の期待はカツゲキドラマ
2歳勢ではカツゲキドラマが11月の

プリンセス特別で勝利を収め、9月の園
田プリンセスカップに続いて2つ目の重
賞を勝ち取った。これで7戦6勝。4着
に敗れたレースは川崎のローレル賞だ
け。大晦日の大井・東京2歳優駿牝馬で
雪辱を期すが、こちらも2013年の活躍
がおおいに期待できる。
� 文●外山謙一（中日スポーツ）

11月1日　ゴールドウィング賞　ウォータープライド

11月14日　東海菊花賞　マルヨフェニックス

●名古屋競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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
9/6 秋桜賞（3歳以上牝） 1800 ロッソトウショウ（牝7） 吉田晃浩 金沢・佐藤　茂

11/1 ゴールドウィング賞（2歳） 1600 ウォータープライド（牝2） 兒島真二 名古屋・塚田隆男

11/14 東海菊花賞（3歳以上） 1900 マルヨフェニックス（牡8） 尾島　徹 笠松・柴田高志

11月20日　プリンセス特別　カツゲキドラマ

10月12日　岐阜金賞　ブライトシンプー

●笠松競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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
9/14 オータムカップ（3歳以上） 1900 エーシングレーソロ（牡7）岡部　誠 笠松・伊藤強一

10/12 岐阜金賞（3歳） 1900 ブライトシンプー（牡3） 宇都英樹 名古屋・伊藤定幸

11/20 プリンセス特別（2歳牝） 1600 カツゲキドラマ（牝2） 尾島　徹 笠松・柴田高志

11/22 笠松グランプリ（3歳以上） 1400 エーシンクールディ（牝6） 岡部　誠 笠松・伊藤強一
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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#

●ホクセツは中距離路線へ
10月10日に行われたJBC指定競走・

姫山菊花賞は地元のホクセツサンデーが
3コーナー過ぎからスパートして優勝し
た。8月の兵庫サマークイーン賞、姫路
チャレンジカップ、9月の園田プリンセ
スカップと他地区との交流重賞では3戦
連続でタイトルを遠征勢に持っていかれ
ていただけに、地元のファンや関係者も
溜飲を下げたことだろう。

ナイター開きとなった9月7日の摂津
盃は5キロのハンデ差があった牝馬エー
シンアガペーの後塵を拝したホクセツサ
ンデーだったが、定量戦の姫山菊花賞で
は前述のとおり力の違いを見せた。「流

写真●福山市競馬事務局

写真●兵庫県競馬組合

10月10日　姫山菊花賞　ホクセツサンデー

●カイロス筆頭に粒揃いの明け3歳
新たなる伝説へ歴史的瞬間の1ページ

を刻んだ秒殺フィニッシュ。「第5回福山
2歳優駿」でカイロスはデビューから7戦
不敗で2歳王の栄光を4馬身差圧勝とい
う脅威のスプリントで勝ち取り、一昨年
2月にシルクウィザードが1250メート
ルでマークした1分19秒1という不滅の
コースレコードにコンマ1秒差に迫る音
速決着。日本列島に「瀬戸内に破天荒な
怪童現る!!」と衝撃が走った。「競走レベ
ルが別次元。全国区でも通じるスピード
と破壊力を兼ね備えた快速ランナー」と
佐原秀泰騎手が福山所属馬として初の他
地区重賞Vを賭けて臨んだ兵庫チャンピ

オンシップJpnⅡ（11月29日・園田）は
無残な結末（9着）で夢を打ち砕かれたが、
ゲート内で立ち上がるなど、初輸送で神
経が過敏になりすぎていた。結果はとも
かく、カイロスにとってはこれがいい経
験になれば幸いなのだが……。

カイロス以外では3000勝ジョッキー
の岡崎準騎手が絶賛する切れ者イワミノ
キズナ、ホッカイドウ競馬から転入した
大器候補シキセイセイ、姉がフレアリン
グマリーという魅惑の血フレアリングレ
ーヌが明け3歳の注目株だ。
●下村騎手、期間限定騎乗初勝利

女性たちの熱き闘い、輝かしい歴史に
ピリオドが打たれたレディースジョッキ
ーズシリーズ2011・福山ラウンドの2
レースを制した下村瑠衣騎手が期間限定

騎乗ジョッキーとして11月24日から瀬
戸内に参戦。騎乗2日目の7戦目、シル
クイングレイヴで立ち遅れながら、3コ
ーナー強襲の派手なパフォーマンスでス
タンドが狂喜乱舞。1月27日までの予
定だが、期間を延長して廃止となる3月
までの騎乗へ意欲。下村騎手の話題もむ
なしく、63年の歴史に幕を閉じる福山
競馬。アラブ王国の終焉は哀しすぎる。
� 文●樋本輝明（福山エース）

れが良かったので行った」（田中学騎手）
というエーシンアガペーが向正面から一
気に仕掛けたが、ホクセツサンデーは、
そのスパートに動じなかった。レース後
に「摂津盃の時とは手ごたえが違った。
3コーナーで勝てると思った。直線を向
いて確信した」とコメントした木村健騎
手。1月からも中距離路線を進むが、定
量戦の遠征競馬も視野に入れている。
●オオエライジンは1400m中心に

同期のオオエライジンは東京盃JpnⅡ、
JBCスプリントJpnIとスピード負けし
たが、今年も1400メートルを中心に使
っていく予定だ。
●4月からは再び金曜ナイター�
さて、前述のように9月7日から“そのだ

金曜ナイター”が始まり、11月9日まで
実施された。期待されたほどの売り上げ
増はなかったが、ファン層が若返り、今
後の園田競馬復活が期待される。今年は
4月から昨年同様に金曜日がナイター開
催になる。
� 文●池永博省(大阪日刊スポーツ）

10月29日　福山2歳優駿　カイロス

11月11日　福山菊花賞　サマースピード

10月24日　兵庫若駒賞　エーシンクリアー

●兵庫競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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
9/7 摂津盃（3歳以上） 園田1700 エーシンアガペー（牝5） 田中　学 兵庫・橋本忠男
9/19 園田プリンセスカップ（2歳牝） 園田1400 カツゲキドラマ（牝2） 尾島　徹 笠松・柴田高志
10/10 姫山菊花賞（3歳以上） 園田1700 ホクセツサンデー（牡4） 木村　健 兵庫・田中範雄
10/24 兵庫若駒賞（2歳） 園田1400 エーシンクリアー（牡2） 田中　学 兵庫・橋本忠男
11/7 兵庫クイーンカップ（3歳以上牝） 園田1700 ロッソトウショウ（牝7） 吉田晃浩 金沢・佐藤　茂
11/23 楠賞（3歳以上） 園田1870 ハイパーフォルテ（牡5） 田中　学 兵庫・平松徳彦
11/29 兵庫ジュニアグランプリJpnⅡ（2歳） 園田1400 ケイアイレオーネ(牡2） 幸　英明 JRA・西浦勝一

●福山競馬重賞勝ち馬一覧　　2012.9～2012.11
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
9/9 福山3歳牝馬特別（3歳牝） 1600 ミッドコサージュ（牝3） 岡田祥嗣 福山・徳本慶一
10/7 鞆の浦賞（3歳） 2250 キモンエンジェル（牝3） 岡田祥嗣 福山・徳本慶一
10/13 銀杯（3歳以上） 1800 ユメミルチカラ（牝4） 嬉　勝則 福山・高本敏明
10/29 福山2歳優駿（2歳） 1250 カイロス（牡2） 佐原秀泰 福山・高本友芳
11/4 紅葉賞（3歳） 1600 キャニオンサクセス（牡3） 周藤直樹 福山・吉井勝宏
11/11 福山菊花賞（3歳以上） 2250 サマースピード（牡6） 岡崎　準 福山・徳本慶一
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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

チャンピオンまでは、上級レースはほぼ
佐賀デビュー馬のみで行われており、道
営などから転入してくる高レベルの馬と
の戦いはまだまだこれから。ロマンチッ
クの次の目標となる花吹雪賞（1月20日、
3歳牝馬限定）が、佐賀デビュー組のレ
ベルを図る上で試金石の一戦となりそう
だ。
●佐賀記念は地元勢の奮起に期待
佐賀競馬場移転開設40周年記念とし

て行われた九州大賞典（11月23日）は、
前年の同レース2着デュナメスが、4コ
ーナーで迫られたタニノウィンザーらを
直線突き放す強い競馬で勝利。重賞挑戦
4度目での初制覇となった。しかしこの
レースには佐賀3歳三冠（飛燕賞、九州
ダービー栄城賞、ロータスクラウン賞）
を達成したエスワンプリンスや、西日本
グランプリ（福山）を勝ったレイズミー

●ロマンチック九州2歳王者に
九州ジュニアチャンピオンは、今回か

ら未来優駿シリーズに加わるため、前年
までの11月下旬から約1カ月繰り上げ
て10月26日の開催。デビュー 3戦目の
JRA認定競走で初勝利を挙げ、続くシリ
ウス特別と連勝していたロマンチックが
2着馬に1秒9もの圧倒的な差をつけて
九州2歳王者となった。2着のフレンド
クィーンは、次開催にロマンチック不在
の2歳特別を順当に勝ちあがったが、そ
のレースではJRAや道営で未勝利だっ
た転入馬が僅差の2、3着に入っている。
5月の2歳戦スタートから九州ジュニア

アップ、2011年の中島記念の覇者ウル
トラカイザーらは出走しておらず。これ
らの馬とデュナメスら九州大賞典組が対
決する中島記念（12月24日）は、レベル
の高い戦いとなったはずだ。今年は2月
11日に実施される佐賀記念JpnⅢだが、
佐賀所属馬は、08年のザオリンポスマ
ン（4着）以降は掲示板内を確保できてい
ないものの、中島記念の上位馬が揃って
向かえば、活躍に期待が持てそうだ。
� 文●上妻輝行

写真●高知県競馬組合

●コスモワッチミー充実の時！
11月4日に行われた第8回黒潮マイ

ルチャンピオンシップは、コスモワッチ
ミーの圧勝で幕を閉じた。グランシュヴ
ァリエ、タンゴノセックといった真打ち
2頭こそ翌日のJBCクラシックJpnI参
戦のため不在だったものの、出走馬9頭
中、コスモワッチミーを含む5頭が重賞
勝ち馬という豪華なメンバーが集結して
いたが、終わってみればコスモワッチミ
ーが単騎先行から逃亡劇を完遂。休み明
けのハンデも克服し、重賞3勝を含む7
連勝を達成した。年齢的にも充実期に入
った印象があり、1月の第2回久松城賞、
そして3月に行われる第15回黒船賞

JpnⅢへの各トライアルレースで、果た
してどのような走りを見せてくれるか。
グランシュヴァリエ、タンゴノセックら
との対戦が実に楽しみだ。

2着に敗れたが、リワードレブロンの
走りも見事。今回はやや距離不足の印象
はあったが、兵庫の名手・木村健騎手の
渾身のムチにこたえて連対は死守した。
3歳時に黒潮菊花賞を制して以降、ビッ
グタイトルからは遠ざかっているが、能
力の高さは万人が認めるところ。今後も
目が離せない存在といえるだろう。
●3歳重賞戦線も白熱！

第16回黒潮菊花賞は、ヒロカミヒメ
とケイズイーグルのデッドヒート。長い
追い比べの末、ヒロカミヒメがアタマ差
制し、人気に推されながら無冠に終わっ
た春の無念を晴らした。続く黒潮マイル
チャンピオンシップはコスモワッチミー

の4着、新設重賞・第1回土佐秋月賞は
出遅れが響き、ケイズイーグルに雪辱を
許したが、まだまだ成長が見込める逸材。
卓越したスピードと勝負根性が武器だけ
に、短距離戦が主体となる1月から3月
の重賞戦線で大きく花開く可能性を感じ
させる。
� 文●風間恒一（中島競馬号）

11月23日　九州大賞典　デュナメス

10月26日　九州ジュニアチャンピオン　ロマンチック

11月4日　黒潮マイルチャンピオンシップ　コスモワッチミー

10月14日　黒潮菊花賞　ヒロカミヒメ

●高知競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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
9/22 珊瑚冠賞（3歳以上） 1900 タンゴノセック（牡8） 赤岡修次 高知・田中　守
10/14 黒潮菊花賞（3歳） 1900 ヒロカミヒメ（牝3） 西川敏弘 高知・大関吉明
11/4 黒潮マイルチャンピオンシップ（3歳以上） 1600 コスモワッチミー（牡4） 赤岡修次 高知・田中　守
11/17 土佐秋月賞（3歳） 1600 ケイズイーグル（牡3） 倉兼育康 高知・松木啓助

●佐賀競馬重賞勝ち馬一覧　2012.9～2012.11
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
9/23 ロータスクラウン賞（3歳） 1800 エスワンプリンス（牡3） 鮫島克也 佐賀・手島勝利

10/26 九州ジュニアチャンピオン（2歳） 1750 ロマンチック（牝2） 山口　勲 佐賀・東　眞市

11/23 九州大賞典（3歳以上） 2500 デュナメス（牡6） 南谷圭哉 佐賀・土井道隆



Odds Park Club vol.2808

第16回
TCK女王盃
JpnⅢ
1月23日（水）　
大井1800m
4歳以上牝馬
1着賞金2200万円
フルゲート16頭

12.1.18
大井
1800m
晴・良

6 ⑥ ハルサンサン（船橋） 牝4 54 今野忠 1.53.6 7人気

3 ③ カラフルデイズ（JRA） 牝4 55 岩田康 アタマ 1
1 ① プレシャスジェムズ（JRA） 牝5 56 吉田隼 1 2
単勝⑥2,150円　枠連複（3-6）2,020円　馬連複（3-6）2,690円　枠連単（6-3）5,030円
馬連単（6-3）9,350円　3連複（1-3-6）2,230円　3連単（6-3-1）33,950円

●伏兵馬の単勝に注意
過去5年の1番人気馬の成績は【1.4.0.0】。連

軸としての信頼度は高いが、アタマから狙うのは
危ないという傾向。主力は前走クイーン賞好走馬
なのだが、勝ち切れていない点がその要因だ。内
訳は08年2着デアリングハート（前走クイーン賞
3着）、09年2着ユキチャン（同2着）、10年1着
ユキチャン（同1着）、11年2着ミラクルレジェン
ド（同1着）、12年2着カラフルデイズ（同3着）。
ミラクルレジェンドほどの実力馬でもまだ勝ってい
ないレースだ。昨年は船橋のハルサンサンが7番
人気で優勝。08年はラピッドオレンジが前走芝の
ユートピアステークスからの参戦で優勝。異色の
ローテーションの馬でも注意が必要だ。

11.2.2
大井
1800m
曇・良

7 ⑬ ラヴェリータ（JRA） 牝5 57 M.デムーロ 1.52.4 2人気

5 ⑩ ミラクルレジェンド（JRA） 牝4 55 岩田康 クビ 1
3 ⑥ ブラボーデイジー（JRA） 牝6 56 北村友 2�1/2 5
単勝⑬340円　枠連複（5-7）290円　馬連複（10-13）280円　枠連単（7-5）630円
馬連単（13-10）620円　3連複（6-10-13）840円　3連単（13-10-6）3,790円

10.1.20
大井
1800m
晴・良

7 ⑪ ユキチャン（川崎） 牝5 54 今野忠 1.52.9 1人気

2 ② ウェディングフジコ（JRA） 牝6 54 菊澤徳 クビ 3
5 ⑦ コスモプリズム（大井） 牝4 53 戸崎圭 3/4 6
単勝⑪270円　枠連複（2-7）1,640円　馬連複（2-11）1,450円　枠連単（7-2）2,990円
馬連単（11-2）2,820円　3連複（2-7-11）5,160円　3連単（11-2-7）22,560円

第62回
川崎記念
JpnⅠ
1月30日（水）　
川崎2100m
4歳以上
1着賞金6000万円
フルゲート14頭

12.1.25
川崎
2100m
晴・不良

5 ⑤ スマートファルコン（JRA） 牡7 57 武　豊 R2.10.7 1人気 ●1番人気が6連勝中
年明け最初のビッグレース。昨年はスマートファ

ルコンがレコードのおまけ付きで4馬身差の圧勝。
10年JBCクラシックから続くダートグレードの連
勝を9に伸ばし、JpnⅠ（GⅠ）は6勝目となった。
07年にヴァーミリアンが勝利して以降、このレー
スの1番人気馬は6連勝中。すでにJpnⅠ級の実
績を持った実力馬が強く、前走東京大賞典を経て
参戦してくれば極めて高い確率で好走を果たすこ
ととなる。焦点は2着争いとなるが、相手候補と
なる馬もダートグレードでの好走実績は必須。距
離実績は1800mぐらいまでこなせていれば問題
ない。JRA勢が中心で3連単の配当を含めても、
毎年堅い決着が続いている。

1 ① ランフォルセ（JRA） 牡6 57 横山典 4 5
4 ④ フリオーソ（船橋） 牡8 57 戸崎圭 4 2
単勝⑤110円　枠連複（1-5）810円　馬連複（1-5）860円　枠連単（5-1）1,170円
馬連単（5-1）1,060円　3連複（1-4-5）1,060円　3連単（5-1-4）3,220円

11.1.26
川崎
2100m
晴・良

4 ④ フリオーソ（船橋） 牡7 57 戸崎圭 2.14.2 1人気

2 ② メイショウタメトモ（JRA） 牡6 57 福永祐 5 3
6 ⑦ ボランタス（川崎） 牡7 57 山崎誠 1�1/2 2
単勝④100円　枠連複（2-4）440円　馬連複（2-4）450円　枠連単（4-2）540円
馬連単（4-2）510円　3連複（2-4-7）440円　3連単（4-2-7）1,350円

10.1.27
川崎
2100m
晴・良

2 ② ヴァーミリアン（JRA） 牡8 57 武　豊 R2.12.7 1人気

3 ③ フリオーソ（船橋） 牡6 57 M.デムーロ クビ 3
5 ⑤ テスタマッタ（JRA） 牡4 56 岩田康 1�1/2 4
単勝②130円　枠連複（2-3）260円　馬連複（2-3）250円　枠連単（2-3）290円
馬連単（2-3）340円　3連複（2-3-5）780円　3連単（2-3-5）1,770円

第40回
佐賀記念
JpnⅢ
2月11日（祝・月）　
佐賀2000m
4歳以上
1着賞金2300万円
フルゲート12頭

12.2.8
佐賀
2000m
雪・不良

3 ③ ピイラニハイウェイ（JRA） 牡7 56 川田将 R2.05.7 6人気 ●実績よりも勢い重視
注目したいタイプは大きく分けて二つある。一

つは前走平安ステークス組。昨年優勝のピイラニ
ハイウェイ（平安ステークス13着）、2着タカオノ
ボル（同16着）。09年2着ロールオブザダイス（同
11着）、07年2着クーリンガー（同11着）など、
平安ステークスで惨敗していた馬の巻き返しがあ
る。もう一つは11年1着メテオロロジスト（前走
サンタクロースステークス1着）、10年1着ラッシュ
ストリート（前走招福ステークス1着）のように前走
で1600万クラスを勝利したばかりの馬。東京大
賞典や名古屋グランプリなど、前走格上のダート
グレード善戦馬を狙うのも悪くはないが、配当面を
考えるとあまり面白くはない。

6 ⑥ タカオノボル（JRA） 牡4 55 武　豊 1 3
4 ④ マイネルアワグラス（JRA）牡8 57 柴田大 アタマ 5
単勝③3,130円　枠連複（3-6）2,190円　馬連複（3-6）4,850円
馬連単（3-6）14,940円　3連複（3-4-6）7,640円　3連単（3-6-4）91,820円

11.2.11
佐賀
2000m
曇・稍重

5 ⑤ メテオロロジスト（JRA） 牡4 55 武　豊 R2.06.0 2人気

7 ⑨ アドマイヤスバル（JRA） 牡8 57 小牧太 1 1
7 ⑩ セレスハント（JRA） 牡6 57 福永祐 2 5
単勝⑤320円　枠連複（5-7）340円　馬連複（5-9）330円
馬連単（5-9）750円　3連複（5-9-10）1,400円　3連単（5-9-10）4,850円

10.2.11
佐賀
2000m
雨・不良

2 ② ラッシュストリート（JRA） セン5 56 武　豊 2.07.5 3人気

8 ⑩ フサイチピージェイ（JRA） 牡5 56 M.デムーロ 1/2 2
8 ⑪ ロールオブザダイス（JRA）牡5 57 岩田康 1/2 1
単勝②670円　枠連複（2-8）360円　馬連複（2-10）550円�
馬連単（2-10）1,680円　3連複（2-10-11）130円　3連単（2-10-11）2,340円

第59回
エンプレス杯
JpnⅡ
2月27日（水）　
川崎2100m
4歳以上牝馬
1着賞金3500万円
フルゲート14頭

2012年は開催中止

●JpnⅡでも波乱はおきやすい
牝馬限定重賞の中ではJBCレディスクラシック

に次ぐ位置づけとなる一戦。2月に行われるように
なったのは03年以降で、昨年は降雪の影響で中
止になっている。最重要トライアルである大井の
TCK女王盃組が中心。ただし、03年以降TCK女
王盃→エンプレス杯と連勝を果たしたのは04年レ
マーズガールと11年ラヴェリータの2頭だけ。グ
レードは高いが、全馬が目標にしているというレー
スではないため、波乱は起きやすい。別路線から
でも台頭でき、10年優勝ブラボーデイジーは芝路
線からの参戦。05年はプルザトリガー（7番人気）、
06年ローレルアンジュ（8番人気）が優勝。ダート
グレード実績がない地元馬の好走もありうる。

11.3.2
川崎
2100m
曇・不良

7 ⑨ ラヴェリータ（JRA） 牝5 56 武　豊 2.15.3 1人気

1 ① ブラボーデイジー（JRA） 牝6 56 北村友 1/2 3
3 ③ ミラクルレジェンド（JRA） 牝4 54 C.デムーロ クビ 2
単勝⑨180円　枠連複（1-7）630円　馬連複（1-9）550円　枠連単（7-1）970円
馬連単（9-1）820円　3連複（1-3-9）190円　3連単（9-1-3）1,230円

10.2.24
川崎
2100m
晴・良

2 ② ブラボーデイジー（JRA） 牝5 55 武　豊 2.14.5 3人気

6 ⑨ ラヴェリータ（JRA） 牝4 55 岩田康 クビ 1
1 ① コスモプリズム（大井） 牝4 54 戸崎圭 2�1/2 5
単勝②750円　枠連複（2-6）540円　馬連複（2-9）510円　枠連単（2-6）1,740円
馬連単（2-9）1,620円　3連複（1-2-9）2,060円　3連単（2-9-1）9,440円

データ分析●小田原智大

第58回
ダイオライト記念
JpnⅡ
3月13日（水） 
船橋2400m
4歳以上
1着賞金3200万円
フルゲート14頭

12.3.14
船橋
2400m
晴・良

7 ⑩ ランフォルセ（JRA） 牡6 56 横山典 2.34.7 3人気 ●名馬も制した春の最長距離戦
春に行われるダートグレードでは最長距離の一

戦。芝重賞で考えると2000mと2400mのレー
スではメンバー構成も、要求される適性も確実に
異なるが、ダートではそこまで考える必要がない。
2000m超のダートグレードそのものの数が少な
く、長距離馬が育ちにくい環境にある。中距離で
の地力の差がここでの勝敗に結びつく。昨年優勝
のランフォルセはスピードがあり1700m前後がベ
ストのタイプだったが、前走川崎記念2着の地力
を見せた。過去の優勝馬にはスマートファルコン
やヴァーミリアンなど名馬が並ぶ。ただ、年によっ
てはメンバーレベルが下がり、フサイチセブンやキ
クノアローのような上がり馬が勝つケースもある。

2 ② ピイラニハイウェイ（JRA） 牡7 56 川田将 1/2 5
3 ③トーセンルーチェ（船橋） 牡6 56 張田京 1/2 6
単勝⑩390円　枠連複（2-7）6,700円　馬連複（2-10）6,080円　枠連単（7-2）9,330円
馬連単（10-2）7,630円　3連複（2-3-10）25,890円　3連単（10-2-3）135,060円

11.5.2
船橋
2400m
晴・良

4 ⑤ スマートファルコン（JRA） 牡6 56 武　豊 2.33.2 1人気

7 ⑪ カキツバタロイヤル（船橋）牡5 56 森泰斗 8 8
5 ⑦ インバルコ（JRA） 牡5 56 後藤浩 3 2
単勝⑤100円　枠連複（4-7）360円　馬連複（5-11）6,510円　枠連単（4-7）400円
馬連単（5-11）8,580円　3連複（5-7-11）6,890円　3連単（5-11-7）47,940円

10.3.10
船橋
2400m
晴・不良

2 ② フサイチセブン（JRA） 牡4 55 内田博 2.31.3 2人気

8 ⑬ マイネルアワグラス（JRA）牡6 56 松岡正 2�1/2 6
6 ⑨ マコトスパルビエロ（JRA） 牡6 56 安藤勝 3/4 3
単勝②310円　枠連複（2-8）3,410円　馬連複（2-13）4,520円　枠連単（2-8）5,190円
馬連単（2-13）6,890円　3連複（2-9-13）5,160円　3連単（2-13-9）31,170円



Odds Park Club vol.28 09

第15回
黒船賞
JpnⅢ
3月19日（火）
高知1400m
4歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

12.3.20
高知
1400m
曇・不良

7 ⑨ セイクリムズン（JRA） 牡6 57 岩田康 1.28.4 3人気 ●GⅠの敗者復活戦
昨年は4連勝中のスーニが1番人気で4着に敗

退し、前走フェブラリーステークス15着のセイク
リムズンが巻き返しての優勝。この時期は同レー
スが最大目標となるので、メンバーもレースレベ
ルも高い。そこで大敗していてもここでは有力馬
となりうる。距離が1600mから1400mへと短縮
されるのも大きな要因。1400mを得意とする馬に
とっては歓迎の舞台だ。09年優勝のトーセンブライ
ト、07年優勝のリミットレスビッドも同じようなタイ
プ。基本的には58キロ以上の重い斤量を背負わさ
れても全く問題ない。勝ち馬は第2回以降、すべて
JRA勢。それも3番人気以内の馬に限られる。2、3
着馬に関しても同じような考えで選べばよいだろう。

8 ⑪トウショウカズン（JRA） 牡5 56 武　豊 クビ 2
5 ⑤ ダイショウジェット（JRA） 牡9 56 柴山雄 ハナ 4
単勝⑨470円　馬連複（9-11）580円　馬連単（9-11）1,230円
3連複（5-9-11）2,030円　3連単（9-11-5）7,390円

2011年は開催中止

10.3.22
高知
1400m
晴・不良

7 ⑩ スーニ（JRA） 牡4 59 川田将 1.27.7 1人気

7 ⑨トーセンブライト（JRA） 牡9 57 北村宏 1�1/2 2
4 ④ ミリオンディスク（JRA） 牡6 57 蛯名正 1 3
単勝⑩220円　馬連複（9-10）260円　馬連単（10-9）510円
3連複（4-9-10）240円　3連単（10-9-4）1,100円

第36回
名古屋大賞典
JpnⅢ
3月20日（祝・水） 
名古屋1900m
4歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

12.3.22
名古屋
1900m
晴・稍重

5 ⑤ ニホンピロアワーズ（JRA）牡5 57 幸英明 2.01.4 1人気 ●1番人気が抜群の成績
過去10年の1番人気馬の成績は【5.4.1.0】。

勝率50％、連対率90％、複勝率100％という抜群
の成績。ブルーコンコルドが3着に敗れて、5番
人気のアルドラゴンが優勝、2着に地元のムーン
バレイが突っ込んだ07年以外は堅い決着となって
いる。2月の佐賀記念出走馬が参戦してくるケー
スが多いが、勝ち切るのは容易ではない。もっと
レベルが高いダートグレードからの参戦馬の方を
狙った方がいいだろう。川崎記念やJCダートで5
着以内に入ったような馬であれば非常に有力。地
方勢がJRA勢の牙城を崩すのは難しい。地元重賞
の実績だけでは足りない。おのずとJRA勢に匹敵
する実績が必要となってくる。

7 ⑨ ダイシンオレンジ（JRA） 牡7 55 川田将 6 4
2 ② エーシンジーライン（JRA）牡7 55 岩田康 3 2
単勝⑤160円　枠連複（5-7）340円　馬連複（5-9）280円　枠連単（5-7）500円
馬連単（5-9）520円　3連複（2-5-9）430円　3連単（5-9-2）1,350円

11.3.21
名古屋
1900m
曇・不良

4 ④ エスポワールシチー（JRA）牡6 59 佐藤哲 R1.58.4 1人気

6 ⑦ ワンダーアキュート（JRA） 牡5 57 和田竜 2 2
1 ① クリールパッション（JRA） 牡6 57 津村明 8 3
単勝④110円　枠連複（4-6）160円　馬連複（4-7）140円　枠連単（4-6）190円
馬連単（4-7）170円　3連複（1-4-7）160円　3連単（4-7-1）350円

10.3.17
名古屋
1900m
晴・稍重

1 ① ラヴェリータ（JRA） 牝4 56 岩田康 2.02.1 4人気

6 ⑦ アドマイヤスバル（JRA） 牡7 57 勝浦正 2 1
5 ⑥ ラッシュストリート（JRA） セン5 57 武　豊 6 2
単勝①490円　枠連複（1-6）420円　馬連複（1-7）440円　枠連単（1-6）1,420円
馬連単（1-7）1,280円　3連複（1-6-7）330円　3連単（1-7-6）3,000円

震災の影響で前年が中止となり、2年ぶり
の黒船賞JpnⅢは、セイクリムズンが前年5
月以来となる復活の勝利を挙げた。前走フェ
ブラリーステークスGIで2歳時以来の逃げ
に出ると、15着と結果は出なかったが、先行
力を見せていた。この日、手綱を取った岩田
康誠騎手は、そのレースぶりを見て、「ここも

逃げられれば」と思ったという。その思惑ど
おりハナを奪うと、3～ 4コーナーからトウ
ショウカズンと一騎打ちとなったが、一度も
ハナは譲らず、クビ差で振り切った。これで
きっかけをつかんだのか、岩田騎手を背にこ
こからダートグレード破竹の4連勝。ダート
短距離路線の主役へとのし上がった。

Dirt Gradeプレイバック 黒船賞JpnⅢ（高知） 2012年3月20日

写真●高知県競馬組合

2012年は、中央で三冠牝馬が誕生、地方でもアスカリーブル
が南関東牝馬二冠馬に、シーギリヤガールがJRA2歳オープンを
勝つなど牝馬の活躍が目立ちました。なかでも印象深かったのは
ラブミーチャンの東京盃JpnⅡ（大井・10月3日）制覇ではない
でしょうか。2歳時以来のダートグレード制覇で、5歳になって
もまだ力をつけていることを示しました。2月28日には地元笠
松で「オッズパークグランプリ」が開催。ラブミーチャンにはぜ
ひ雄姿を披露してほしいところです。

写真●編集部

ラブミーチャン
（笠松）

編集部が選ぶ編集部が選ぶ



Odds Park Club vol.2810

笠松競馬特集 笠松競馬特集

今年度のオッズパークグランプリは2月
28日に笠松競馬場で行われる予定。過去５
回の同レースでは、笠松所属馬が3勝、2着
1回と抜群の成績を残している。そしてその
うちの２勝は尾島徹騎手が挙げたものだ。

まずはその２勝（08年マルヨスポット＝福
山、09年マルヨフェニックス＝園田）を振り
返ってもらおう。
最初のときは、福山競馬場そのものが初
めて。それで多少の不安はありましたが、
競馬場に着いて馬場を見たら笠松以上に小
回りで、さらに不安に。でもレースではキ
ングスゾーンとか強い馬が引っ張ってくれ
たので、うまく流れに乗れました。しかも
マルヨスポットは内にササるタイプだった
ので、コーナーもスムーズに回れたんで
す。ほかの馬は外に膨らんでいましたか
ら、その点は有利に働きましたね。
マルヨフェニックスのときは、勝てるか
なという手ごたえがありました。出走メン
バーのなかの強い馬を目標にして、最後に
差し切れればという思いで乗ったら、その
とおりになりました。
尾島騎手とマルヨフェニックスのコンビは、
南関東でも重賞を２勝。まさに全国区での活
躍が続いている。その出会いとともに、尾島
騎手の成績も急上昇。2009年以降は年間
100勝以上を達成している。
デビューしたころは安藤光彰さん（JRA
に移籍、引退）が師匠みたいで、いろいろ
と面倒をみてくださいました。でも自厩舎
には兄弟子が２人いたので、レースでは乗
る馬が全然いなくって。それでも少しずつ
乗り鞍が増えましたが、勝ったら次は乗り
替わり。よく腹を立てていましたね。
それでもデビューの年は17勝で、２年目
が40勝。素質を実績に変えつつあった
2006年に、ひとつの転機をみつけた。
僕の父の関係からつながって、JRAの岩
戸孝樹調教師（美浦）を紹介していただい
て、研修という形で行けることになったん

です。笠松での仕事はもちろん気になりま
したが、刺激がほしいという欲求と、興味
と好奇心で押し切りました。いやあ、行っ
てよかったです。重賞勝ち馬にも乗せても
らえましたし、藤沢和雄厩舎でも調教を手
伝わせていただきました。もう、馬を見る
だけでほれぼれするというか、笠松とは馬
のカタチや造りが違って見えましたね。そ
もそも、歩くスピードから違いました。
その経験は、その後の尾島騎手にどんな
影響を与えたのだろうか。
いちばん変わったのは考え方ですかね。

その期間、レースに乗ったわけではないで
すが、JRAでの経験は落ち着いて乗ろうと
考えることにつながったように思います。
「勝てる馬は構えて乗っても勝てるんだ」
と。その意識ができたことで、笠松でも控
えて乗れることが多くなりました。それに
よって、勝てる馬での取りこぼしが少なく
なったようにも思います。美浦に行く前
は、前へ前へという気持ちでしたし、周り
もそういう騎手が多かったですし。
そういった積み重ねが、2009年の笠松リ
ーディングにつながったともいえそうだ。
そのおかげで、JRAに遠征するときに、
笠松以外の馬にも乗せてもらえるようになり
ました。（マルヨフェニックスで）黒潮盃（大
井）を勝ったのも大きかったですね。僕み
たいな騎手は、何か目立つことをやらない
となかなか覚えてもらえないですから。
しかしなぜか、スーパージョッキーズトライ
アルでは２回とも苦戦となっている。
普段のレースとあまり変わらないと思うん

ですけれど……。でも気持ちとしては、ワ
ールドスーパージョッキーズシリーズは本当
に出たい舞台。その経験はもちろん、その
あとがきっと大きくなるはずですから。
そのためには今後もリーディングを守る必
要がある。尾島騎手が考える笠松競馬場の
勝負ポイントはどのあたりなのだろうか。
笠松では地元同士のレースだと、力のあ

る馬なら多少強引に行ってもなんとかなり
ますが、交流競走になるとペースが速くな
るので後ろからでも届きます。でもそれも
違いがあって、地元馬が逃げたらペースは
ゆっくりめ、遠征馬が逃げたら早くなると
いう特徴があります。まくりを打つなら３
コーナー手前にある坂の頂上が勝負ポイン
ト。でも外を回ると不利なので、通る目安
は内から３頭目までかな。ですから、先行
馬が固まっているとき、それがどうなって
いくのかを読むというのも重要です。
小回りコースだけに、コースロスを少なくす

るのは大きな課題。それが騎手の技量を上
げることにもつながるのだろう。
あるとき、インを突いて勝ったら、２着

の大先輩にものすごく怒られたんですよ。
でも、それで気後れしたり遠慮したりする
と、結果は残せませんよね。常に攻めてい
かないとレースしてもつまらないですし、
自分自身も成長できません。今はどこでも
レース映像が見られますから、どんなとき
でも自分が勝ちたいという気持ちが伝わる
ような競馬をしていきたいと思っています。
デビュー12年目の2012年は、過去最高
の勝ち星を挙げている。さて尾島騎手は、な
にを今後の目標に据えていくのだろうか。
確固たる目標というよりは、とにかくこ

こで実績を作ることが第一。それが今後に
つながっていくことになると思います。笠
松は先輩たちが勉強熱心というか、そうい
う気持ちをもっているんですよ。その意味
で、笠松には見習えるいい先輩が揃ってい
ます。そして安藤勝己さん、光彰さんをは
じめとする偉大な先輩と同じ時期に騎乗で
きたことも、自分自身の財産になっていま
す。笠松はベテランの皆さんが強い競馬場
ですけれど、僕自身、ここまで上がったか
らには成績を落としたくはないですね。

2012年のデビュー馬では、カツゲキドラ
マとのコンビで5連勝を挙げ、川崎のロー
レル賞でも4着に好走した。「あの馬は野生
状態で笠松に来て、馴致から僕が担当した
んです。そういう馬で活躍したのは、僕自
身はカツゲキドラマが初めてです。馴致育
成はその道のプロに任せたほうがいいと思
うんですけれど（苦笑）」。さまざまな経験を
重ねながらも高いところに理想を置いて、
その上で日々を一所懸命に過ごす。今後も
さまざまな舞台で、尾島騎手の活躍が見ら
れることだろう。

取材・文●浅野靖典

尾島　徹（笠松）
おじま　とおる

1984年3月23日生まれ　おひつじ座　O型
愛知県出身　柴田高志厩舎
初騎乗／2001年4月1日
地方通算成績／5,701戦870勝
重賞勝ち鞍／オッズパークグランプリ（福
山・園田）、OddsParkFanSelection、黒潮盃
（大井）、スパーキングサマーカップ（川崎）、
岐阜金賞（4回）、東海菊花賞（2回）など33勝
服色／黄、青のこぎり歯型、そで青一本輪
※2012年11月19日現在

マルヨスポットでオッズパークグランプリ2008を制覇
� 写真●福山市競馬事務局
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内馬場の田畑と墓地
現笠松競馬場の特色のひとつといえば、
内馬場に広がる田畑。かつては「走路だけ
競馬場が所有」という競馬場がたくさんあ
ったが、現在の日本でこの風景が見られる
のは、笠松が唯一となっている。
晩秋となれば、笠松競馬場も収穫期。正
面スタンド前には刈り取り済みの田んぼが
見え、向正面中央付近では大根とおぼしき
緑の葉が太陽の光を吸収中。その横では収
穫された稲が天日干しをされていた。朝８
時すぎに調教が終了すると、馬場を横切っ
て田畑の手入れに訪れる人の姿があった。
その田畑の近くには、これまた日本唯一
となる「内馬場の墓地」がある。
「あれは、昔は向正面の馬場の外にあっ
たんですよ。それが木曽川の土手を大きく
するときに移動することになって、内馬場
に引っ越してきたんです」と教えてくれた
のは、笠松競馬場で長く仕事をしている装
蹄師さん。笠松町出身でトウホクビジンな
どを担当している厩務員の三谷好さんもそ
う証言してくれた。
笠松競馬場の「馬場の内側にあるパドッ
ク」も日本唯一。しかし三谷さんによれば、
これも最初からここにあったわけではない
らしい。
「40年前くらいは、4コーナー寄りの入
場門を入ってすぐ右側がパドックでした
よ。なんというか、大正ロマンみたいな雰
囲気の。その頃は競馬場の周囲に厩舎が点
在していた時期。農家から馬が来て走って
いたような時代ですね」

その後に厩舎地区が作られることになっ
て、検量エリアが1コーナー寄りに設定さ
れ、それに伴ってパドックも移設されるこ
とに。しかしスタンドの裏は住宅と土手が
迫る狭い土地。内馬場にパドックを作った
のは苦肉の策というのが本当のところなの
だろう。
「厩舎地区も本当は競馬場に隣接してい
る土手沿いにまとめるはずだったんです
よ。それが理由はよくわからないけれど、
競馬場の横と少し離れた円城寺に分けるこ
とになったんです。その頃は笠松も馬がた
くさんいたから、円城寺と競馬場を結ぶ馬
道も混んでいて、他の馬を怖がるタイプと
かはすれ違うのにも苦労しましたね。調教
への往復は足元が薄暗い時間ですから、馬
に乗ったまま田んぼに落ちる人もけっこう
いて。僕も１回落ちたなあ（笑）。なかに
は用水路に落ちる馬もいましたね。落ちた
ところに階段があれば、そこから上がれる
んですけれど、階段のない場所で落ちたと
き、その馬が階段までの間にある橋をくぐ
れない場合にはクレーンが出動。３回はそ
のシーンを見ましたね」
通称「円城寺厩舎」から競馬場までの距

離はおよそ700m。かつては放馬もよくあ
ったそうだが、その危険性は今も変わらな
い。競馬場在籍中の競走馬が街なかを歩く
というのも、今となっては笠松競馬場が唯
一。それを御するホースマンたちの技術
は、自然と向上するはずだ。
そして笠松の最大の特徴といえば、オグ

リキャップをはじめとする数々の名馬が、
ここから誕生したこと。その秘密には諸説
あって、「調教に行くときに必ず土手を上
り下りするから」「厩舎と競馬場が離れて
いるから、自然と馬体に力がつく」などが
代表的なところ。ラブミーチャンのオーナ
ーであるDr.コパさんからは「笠松は風水
的に活躍馬が誕生する土地」であると聞い
たこともある。しかし果たしてそれだけ
で、たくさんの名馬が誕生するものなのだ

ろうか。
そこで濱口楠彦騎手に答えを聞いてみる

と、「わからんねえ。強いて挙げれば、水
がきれいでおいしいことかな」
尾島徹騎手は「特別なことは何もしてい

ないし、調教量もほかの競馬場より少ない
ようにも感じるんですけれど……」
と、そこで仕事をしている人でも謎に感

じている様子。しかし馬とともに生活をし
ている三谷さんには、その心当たりがある
ようだった。
「笠松の馬が走るのは、いい意味で環境
が悪いからなんじゃないかなあ。馬が歩い
ているところを車が通るし、通学路もある
し。あと、パドックへ行くのに本馬場を横
切るのも笠松くらいでしょ。JRAから交流
で来た馬なんかは、そこで明らかにスイッ
チが入っているものね。笠松の馬でもそこ
でうるさくなるのが多いんだけれど、そう
いう馬を名古屋とかに連れて行くと、ほと
んどおとなしくパドックを回るんですよ。
普段から精神的に厳しい環境に置かれてい
ることが、馬が活躍する理由になっている
のかもしれないですね」
笠松競馬場の砂は、きめの細かい高級

品とのこと。それを含めた様々な環境や
条件が、知らず知らずのうちに競走馬に
とってプラスになっていると考えるべき
なのだろう。となればこれから先も、笠
松から全国レベルで活躍する馬の誕生が
期待できるはずだ。

内馬場にあるパドックの向こうには墓地が見える

イタリアンな雰囲気が漂うこの店「カ
フェ・イル・ファンティーノ」は、競馬
場内としては異色。ここでランチでも食
べようかと思いつつ向かったら、入口の
看板で気が変わった。黒板に踊る「蹄鉄
バーガー第２弾」の文字が魅力的！　注
文からおよそ５分後に到着したのは、ボ
リュームたっぷりの一品。両手で持って
慎重にかぶりつくと、やわらかいトンカ
ツにかかっているソースが超うまい！
「それ、八丁味噌を使った味噌ダレです

よ。マスタードとかも混ぜているので、
ソースっぽく感じるのかも」と、店主。
以前は笠松町内のパン屋さんがカツバー
ガーを売っていて、それを受け継いだの
で“第２弾”となっているらしい。もち
ろん独自の工夫は加わっていて、塩ダレ
に漬けた地元特産の岐南ネギもそのひと
つだそうだ。手の込んだ造りの逸品は、
視覚と嗅覚と味覚を満足させてくれるも
の。これを食べるために笠松に行きたく
なってしまいそうなくらいだ。

今昔物語今昔物語今昔物語
笠松競馬場

取材・文●浅野靖典

開運カツバーガー（500円）笠松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

■ゴールドジュニア 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
2012 アウヤンテプイ 牡 3 笠松 尾 島　 徹 1 柴 田 高 志 笠松・JRA認定未勝利　1着
2011 ミラノボヴィッチ� 牝 3 笠松 濱口楠彦 4 柳 江　 仁 園田・園田クイーンセレクション�2着
2010 ラブミーチャン� 牝 3 笠松 濱口楠彦 1 柳 江　 仁 川崎・全日本２歳優駿　1着
2009 ブラックポイント� 牡 3 笠松 濱口楠彦 1 松 原 義 夫 笠松・ライデンリーダー記念�2着
2008 ケイゾク 牡 3 笠松 東川公則� 3 井 上 孝 彦 名古屋・新春ペガサスカップ�9着
2007 マツノショウマ� 牡 3 金沢 桑 野　 等 4 小 原 典 夫 金沢・３歳2組�2着
2006 オクトパス� 牡 3 笠松 尾 島　 徹 2 小井土金一 笠松・ライデンリーダー記念　2着
2005 クインオブクイン� 牝 3 笠松 濱口楠彦 1 松 原 義 夫 J京都・福寿草特別　10着
2004 ケイジーロマン� 牝 3 笠松 東川公則 4 後 藤　 保 J中山・フェアリーＳ�競走中止
2003 ワンダーアクセル� 牡 3 笠松 濱口楠彦 2 原　 隆 男 笠松・ライデンリーダー記念　1着
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ゴールドジュニアは、３歳牡馬・牝馬に
よる北陸・東海・近畿・中国地区の交流で、
1着馬にはJRA皐月賞トライアル（弥生賞、
スプリングステークス、若葉ステークス）
への出走権が与えられます。2010年には、
のちに東京盃JpnⅡを勝つなど活躍してい
るラブミーチャンが優勝しており、古くは
オグリキャップも優勝している出世レース
です。

過去10年では、やはり地の利を生かし
た笠松所属馬が９頭優勝しています。また
騎手では濱口楠彦騎手が５勝しており、こ
のレースでは断然信頼できる騎手だと言え
ます。優勝馬の人気は単勝４番人気以内
で、特に１番人気馬の勝率は40％と無謀
な穴馬から勝負するのはやめたほうがよさ
そうです。牝馬が４勝と実力さえあれば性
別は関係ないと言えます。前走では各馬
さまざまローテーションをとっています
が、ライデンリーダー記念を使った馬が３
勝と、同じコースを使っていることで馬の

能力や癖を把握できたことが勝因と言えま
す。ライデンリーダー記念で２着以内の馬
は評価を高くするべきでしょう。

３コーナー横にあるポケットがスタート
地点。スタートしてすぐに４コーナーに進
入するため、最内枠の逃げ馬がかなり有利
です。小回りコースですが距離が1600m
あるので差し馬が有利になります。

オッズ・パーク株式会社の特別協賛によ
るレースで、各地方競馬を持ち回りで開催
されている全国交流競走です。1着賞金は
1000万円とかなり高額であることもあり、
出走メンバーは全国からかなり骨のある馬
が揃うことでも有名なレースです。

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。基本
的には小回りコースですので、逃げ、先行
馬が有利ですが、向正面で仕掛けて３コー
ナーまでにいい位置を取れれば、差し馬が
一番有利になります。

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/

１周1100mと小ぶりなサイズの競馬
場で、ゴールまでの直線も201mと短
いため、直線勝負の追い込み馬には不
利。コーナーもきつめで、コーナーを
使って追い込むことが難しいため、向
正面の直線から3コーナーまでにいい
位置につけようとする騎乗になりま
す。安藤勝己騎手、川原正一騎手ら名
手を輩出。また、オグリキャップ、オグ
リローマン、ライデンリーダーらの名
馬も送り出し「名馬、名手の里」とよば
れています。日本で唯一、馬場内にパ
ドックが存在します。

■笠松競馬場■笠松競馬場
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ゴール

スタンド

右回り 1周1,100m
直線 238m（ゴールまで201m）
幅員 20m
高低差 1.92m
フルゲート 10頭

■笠松ダート1600m 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 +0.57 −0.04 0.00� −0.11
2 +0.31 +0.09 +0.02 −0.08
3 +0.34 +0.17 0.00� −0.11
4 +0.23 +0.22 −0.01 −0.11
5 +0.05 +0.12 +0.01 −0.09
6 +0.08 +0.17 0.00� −0.08
7 +0.07 +0.18 −0.04 −0.11
8 +0.03 +0.13 −0.02 −0.10
9 +0.01 +0.21 −0.01 −0.11
10 +0.13 +0.14 −0.01 0.00�
※�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。

■笠松ダート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 +0.37 −0.02 −0.02 −0.11�
2 +0.23 +0.05 0.00� −0.10�
3 +0.24 +0.10 −0.01 −0.10�
4 +0.26 +0.16 −0.01 −0.10�
5 +0.16 +0.18 −0.02 −0.09
6 +0.16 +0.22 −0.01 −0.10�
7 +0.09 +0.20 −0.02 −0.10�
8 +0.13 +0.23 −0.02 −0.10�
9 +0.12 +0.31 −0.01 −0.12
10 +0.18 +0.36 −0.01 0.00�
※�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。

2月15日（金）
ゴールドジュニア

3歳　1600m

2月28日（木）
オッズパークグランプリ2013

4歳以上　1400m

●期待値の高い買い目を狙う
「競馬で勝つ＝馬券を当てること」と考えている
人がほとんどだと思いますが、正確には少し違い
ます。
例えば１着に来る可能性が90％ある馬がいた

として、その大本命馬の単勝オッズが1.1倍だっ
たとします。新聞の印もすべてグリグリの二重丸
が並ぶような断然の本命馬ですから、この馬から
馬券を買うしかないと考えます。この馬の単勝を
100円ずつ10レース買ったとするとトータル1000
円になります。勝率90％ですので１回は外れる
確率ですので、払い戻し金は110円×9＝990
円となり９回当たっても10円損をします。つまりこ
の場合勝率90％の大本命馬はたくさん当たって
も儲からない馬となります。
逆に大本命の影に勝率10％の伏兵馬がいた

とします。単勝オッズは11倍だとします。勝率
10％ですので10回に１回当たる計算だとトータ

ル1000円使って1100円の払い戻しを受け100
円儲かります。この場合大本命馬が10回に１回
負けるのを期待して伏兵馬を買うことが勝ち続け
るためのポイントだとわかります。馬単でも３連
単でも単勝オッズに準じたオッズになりますので、
買い続けた場合基本的に同じような結果になりま
す。勝率10％の場合、儲かるか負けるかの損益
分岐点を示すオッズは単勝10倍で、単勝11倍
の伏兵馬は損益分岐点オッズを上回っています
ので買うべき馬と計算できます。
私はこのような買い目を「期待値の高い買い

目」と呼んでいます。まず各馬が何パーセントくら
いの確率で１着に来るかを予想して、損益分岐点
オッズを競馬新聞に書き込み、実際の単勝オッズ
と比較することで期待値の高い買い目を見つける
ことができます。期待値の高い買い目だけを買い
続けることがギャンブル全般における必勝法にな
ります。昨年のゴールドジュニアはアウヤンテプイが圧勝　

� 写真●岐阜県地方競馬組合
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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 尾島　　徹 623 123 100 70 19.7 35.8 53,822,000

2 東川　公則 638 100 96 83 15.7 30.7 49,769,000

3 向山　　牧 498 90 77 51 18.1 33.5 22,574,000

4 吉井　友彦 719 87 86 97 12.1 24.1 19,142,500

5 佐藤　友則 649 71 84 73 10.9 23.9 19,680,000

6 筒井　勇介 626 60 73 76 9.6 21.3 15,074,000

7 濱口　楠彦 341 56 58 54 16.4 33.4 70,101,000

8 藤原　幹生 673 51 48 59 7.6 14.7 10,779,000

9 湯前　良人 313 35 35 26 11.2 22.4 6,834,000

10 大塚　研司 537 33 39 54 6.2 13.4 7,768,000

11 花本　正三 348 22 27 33 6.3 14.1 6,964,000

12 大原　浩司 669 20 34 73 3.0 8.1 6,755,500

13 島崎　和也 727 17 25 43 2.3 5.8 4,347,000

14 高木　　健 196 15 23 15 7.7 19.4 3,214,000

15 森島　貴之 514 7 10 17 1.4 3.3 1,905,000

氏　名 出走回数 1着 2着 3着 勝率（％） 連対率（％） 収得賞金（円）
1 伊藤　強一 443 91 70 45 20.5 36.3 49,554,000
2 後藤　　保 446 73 70 58 16.4 32.1 25,110,000
3 加藤　幸保 332 66 47 39 19.9 34.0 13,153,000
4 柳江　　仁 296 61 55 46 20.6 39.2 70,306,000
5 川嶋　弘吉 470 60 53 53 12.8 24.0 12,194,500
6 後藤　正義 233 56 38 38 24.0 40.3 13,058,000
7 藤田　正治 786 50 53 71 6.4 13.1 11,096,000
8 青木　達彦 771 47 62 53 6.1 14.1 10,736,000
9 山中　輝久 645 39 63 60 6.1 15.8 9,359,000
10 井上　孝彦 381 38 43 53 10.0 21.3 9,351,000
11 柴田　高志 189 37 37 28 19.6 39.2 22,406,000
12 田口　輝彦 337 29 46 48 8.6 22.3 8,427,000
13 小森　勝政 972 23 43 49 2.4 6.8 5,560,000
14 法理　勝弘 159 23 22 28 14.5 28.3 4,305,000
15 森山　英雄 179 16 25 21 8.9 22.9 3,823,000
16 笹野　博司 132 16 13 20 12.1 22.0 13,124,000
17 山際　孝幸 156 14 14 23 9.0 18.0 2,776,500
18 大橋　敬永 131 13 10 16 9.9 17.6 5,585,000
19 鈴木　良文 85 13 8 9 15.3 24.7 2,427,000
20 松原　義夫 73 12 14 13 16.4 35.6 2,303,000
21 伊藤　勝好 96 11 16 10 11.5 28.1 2,099,500
22 町野　良隆 157 8 11 16 5.1 12.1 1,622,000
23 水野　善太 66 2 4 1 3.0 9.1 465,000
24 山下　清春 55 1 2 3 1.8 5.5 237,000

笠松競馬所属騎手 2012年成績 笠松競馬所属調教師 2012年成績

我ら競馬場のアイドル

写真●編集部

オグリキャップ像オグリキャップ像
（笠松競馬場）

競馬場の正門をくぐってすぐ左手に鎮
座するのが、笠松でデビューしJRAで大
活躍したオグリキャップの銅像です。の
ちに日本芸術院賞を受賞する彫刻家・神
戸峰男氏の作で、疾走するオグリキャッ
プを等身大で模ったもの。1992年2月
11日、同馬の功績をたたえ創設された
重賞・オグリキャップ記念の第1回実
施にあわせ完成除幕式が行われ、笠松時

代のオーナー小栗孝一氏、鷲見昌勇調教
師、安藤勝己騎手らが出席しました。そ
のオグリキャップは07年に種牡馬を引
退し、余生を過ごしていましたが、10年
7月3日、放牧中の事故により残念なが
ら安楽死の処置がとられました。後継種
牡馬には恵まれませんでしたがその血は
母系を通じて、笠松が生んだ芦毛の怪物
伝説も後世へと引き継がれていきます。

読者プレゼント読者プレゼント読者プレゼント
①尾島徹騎手直筆サイン色紙　
　3名様

②招福蹄鉄　
　2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、⑤Odds Parkを利用してのご感
想、⑥Odds Parkへのご意見・要望を明記の上、
下記まで。締切は1月18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：笠松けいば愛馬会

※種類の選択はお任せ下さい。

※2012年1月1日～ 11月11日、地方競馬のみの成績。2012年11月現在の現役騎手・調教師を掲載

第4位 89万1770円（2口） 11/3帯広

第5位 84万9660円（1口） 9/22帯広

第6位 81万3580円（1口） 9/28園田

第7位 78万3390円（1口）11/29園田

第8位 59万4910円（2口） 9/23盛岡

第1位 16万3840円（8口）10/26佐賀

第1位 283万7540円（3口） 9/7 園田

第2位 283万  680円（1口）10/19 園田

第3位 118万8770円（1口）10/14 帯広

高額配当ランキング
（2012年9月1日～2012年11月30日）

［五重勝単勝式］

［七重勝単勝式］
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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

DGDGDG 重賞重賞重賞
☆★☆　ナイター開催時の投票開始時間　☆★☆

兵庫（園田）、高知�………………………ナイター開催当日10：00～
ばんえい帯広、ホッカイドウ、南関東� …ナイター開催当日12：00～

※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。
※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。

1
月

競馬場 実施日 競走名 競走条件 距離 備考
名古屋 1（祝・火） 第13回尾張名古屋杯 クラス混合 1,600

帯　広 2（水） 第35回帯広記念 4歳以上 200
名古屋 2（水） 第52回新春盃 4歳以上 1,800

帯　広 3（木） 第6回天馬賞 5歳 200

園　田 3（木） 第55回新春賞 4歳以上 1,870

福　山 3（木） 第48回福山大賞典 4歳以上 2,600

名古屋 4（金） 第16回名古屋記念 3歳以上 1,400

水　沢 6（日） 第39回金杯 3歳 1,600

笠　松 11（金） 第18回白銀争覇 4歳以上 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

福　山 12（土） 第36回クイーンカップ 4歳以上牝馬 1,600

水　沢 13（日） 第13回トウケイニセイ記念 オープン 1,600

名古屋 14（祝・月） 第15回新春ペガサスカップ 3歳 1,600

高　知 14（祝・月） 第2回久松城賞 4歳以上 1,400 中国・四国地区交流

佐　賀 19（土） 第1回筑紫野賞 3歳 1,750

佐　賀 20（日） 第54回花吹雪賞 3歳牝馬 1,800 四国・九州地区交流

大　井 23（水） 第16回TCK女王盃 JpnⅢ 4歳以上牝馬 1,800 中央・地方全国交流

園　田 24（木） 第14回園田クイーンセレクション 3歳牝馬 1,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

佐　賀 26（土） 第1回球磨川賞 3歳以上 1,800

帯　広 27（日） 第23回ヒロインズカップ 4歳以上牝馬 200

福　山 27（日） 第23回マイル争覇 3歳以上 1,600 北陸・東海・近畿・中国地区交流

川　崎 30（水） 第62回川崎記念 JpnⅠ 4歳以上 2,100 中央・地方全国交流

2
月

福　山 2（土） 第5回若駒賞 3歳 1,600

高　知 3（日） 第10回黒潮スプリンターズカップ 4歳以上 1,300 地方全国交流

佐　賀 9（土） 第1回唐津湾賞 3歳以上 1,750

福　山 10（日） 第2回いろは丸賞 4歳以上 1,250 中国・四国地区交流

佐　賀 11（祝・月） 第40回佐賀記念 JpnⅢ 4歳以上 2,000 中央・地方全国交流

佐　賀 11（祝・月） 第17回たんぽぽ賞（予定） 3歳九州産 1,400 中央500万下・地方全国交流

笠　松 15（金） 第37回ゴールドジュニア 3歳牡馬・牝馬 1,600 北陸・東海・近畿・中国地区交流

福　山 16（土） 第5回福山プリンセスカップ 3歳牝馬 1,800

帯　広 17（日） 第38回黒ユリ賞 3歳牝馬 200

佐　賀 17（日） 第9回飛燕賞 3歳 1,800

名古屋 21（木） 第14回梅見月杯 4歳以上 1,900 北陸・東海・近畿・中国地区交流

佐　賀 23（土） 第1回嘉瀬川賞 3歳以上 2,000

福　山 24（日） 第5回福山牝馬特別 4歳以上牝馬 1,600 北陸・東海・近畿・中国地区交流

川　崎 27（水） 第59回エンプレス杯 JpnⅡ 4歳以上牝馬 2,100 中央・地方全国交流

笠　松 28（木） オッズパークグランプリ2013 4歳以上 1,400 地方全国交流

3
月

帯　広 3（日） 第34回チャンピオンカップ 4歳以上、重賞競走優勝馬 200

福　山 3（日） 第2回福山弥生賞 3歳 1,600

名古屋 7（木） 第38回スプリングカップ 3歳 1,800 北陸・東海・近畿・中国地区交流

佐　賀 9（土） 第1回大観峰賞 3歳 1,800

帯　広 10（日） 第44回イレネー記念 3歳 200

福　山 10（日） 第2回大高坂賞 4歳以上 1,800 中四国連携競走

船　橋 13（水） 第58回ダイオライト記念 JpnⅡ 4歳以上 2,400 中央・地方全国交流

佐　賀 16（土） 第1回佐賀弥生賞 3歳以上 1,750

帯　広 17（日） 第34回ポプラ賞 4歳・5歳 200

佐　賀 17（日） 第10回はがくれ大賞典 3歳以上 2,000

福　山 18（月） 第11回若草賞 3歳牝馬 1,800 地方全国交流

高　知 19（火） 第15回黒船賞 JpnⅢ 4歳以上 1,400 中央・地方全国交流

名古屋 20（祝・水） 第36回名古屋大賞典 JpnⅢ 4歳以上 1,900 中央・地方全国交流

佐　賀 23（土） 第1回松浦川賞 3歳以上 1,750

帯　広 24（日） 第45回ばんえい記念 4歳以上 200

福　山 24（日） 第6回ファイナルグランプリ 4歳以上、ファン投票 1,800 中国・四国地区交流

園　田 27（水） 第50回六甲盃 4歳以上 2,400 北陸・東海・近畿・中国地区交流

高　知 30（土） 第1回御厨人窟賞 4歳以上 1,400 中国・四国地区交流
高　知 31（日） 第1回土佐春花賞 3歳 1,300 中国・四国地区交流
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