
Graded Dirt Races
7/2 スパーキングレディーカップ JpnⅢ（川崎）
7/9 ジャパンダートダービーJpnⅠ（大井）
7/21 マーキュリーカップ JpnⅢ（盛岡）
8/13 クラスターカップ JpnⅢ（盛岡）
8/14 ブリーダーズゴールドカップJpnⅢ（門別）
8/19 サマーチャンピオンJpnⅢ（佐賀）
9/11 テレ玉杯オーバルスプリントJpnⅢ（浦和）
9/23 日本テレビ盃 JpnⅡ（船橋）
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1、2着馬には、8月19日に行われるサ
マーチャンピオンJpnⅢ（1400m）への優
先出走権が与えられる。水無月賞（6月14
日・A2級以下）、朝日山特別（6月15日・
A1級）がステップレースで、昨年は、当
時のA1級ステップだった黒髪山特別を制
したメトロノースが吉野ヶ里記念も勝つ
と、サマーチャンピオンでは地元勢で最先
着の4着と善戦した。基本的には、ステッ
プ競走を含む前走A1級で連対している7
歳以上の牡馬が強く、過去5回で、A2級
以下ステップ競走組の好走は、11年の勝
ち馬サクラリボルバーのみとなっている。
同じく過去5回では、山口勲騎手 ＆九日
俊光厩舎のコンビが2勝、2、3着各1回、
山下貴光騎手＆濱田一夫厩舎が1、2、3
着各1回と好相性をみせている。

ばんえいの古馬路線では年に3レースだ
け実施されているBG1競走のひとつ（ほ
かの2レースは、ばんえい記念、帯広記念）
で、ファン投票の上位7頭と、番組賞金順
での上位3頭（ファン選出馬を除く）に出
走権が与えられる。過去3回で3着以内に
入った9頭中、6頭の前走がオッズパーク
賞サマーカップとなっているのが特徴的。
ファン投票で1位になった馬は実際のレー
スでも単勝1番人気に支持されているが、
6、2、6着とやや不振。逆にファン投票で
6位以下だった馬が3着以内に4頭入線。
12年1着ギンガリュウセイはファン投票
14位（5番人気）、11年3着ホクショウダ
イヤは同12位（6番人気）だった。

今年は盛岡競馬場で行われるJBCクラ
シックJpnIの指定競走。なおこのレース
の勝ち馬は3年連続でJBCクラシックへ出
走を果たしている。高知1900mは、3歳
の高知優駿、黒潮菊花賞、古馬の二十四万
石賞、そして珊瑚冠賞と、年に重賞で4回
だけ使われる距離。高知のオープンクラス
は他地区遠征が多く、重賞でも顔ぶれが固
定化しない傾向もあるが、過去5回で、同
年の二十四万石賞の勝ち馬が出走してきた
3回では、10年フサイチバルドル、12年
タンゴノセックが勝利し、13年グランシ
ュヴァリエが2着で連対率100％。もし、
今年の二十四万石賞を制したオオミカミの
参戦があれば注目。
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第16回吉野ヶ里記念
7月13日（日）　3歳以上　佐賀1400m

第26回ばんえいグランプリ
8月10日（日）　3歳以上　帯広200m

第26回 珊瑚冠賞
9月21日（日）　3歳以上　高知1900m

2013年ばんえいグランプリ　ホクショウダイヤ

2013年珊瑚冠賞　ハリマノワタリドリ
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2000メートルを約２分で走るサラブレ
ッド。200メートルを約２分で歩くばん
馬。ばん馬のスピードは、サラブレッドの
約10分の１。サラブレッドのスピードに
慣れた方は、ばんえい競馬を見て、「ばん
馬たちは、なんて遅いんだろう」と感じる
かもしれません。私もばんえい競馬を初め
て見たとき、“スピードが速い＝偉い”と
いう先入観があったために、ばんえい競馬
のジリジリ感が奇妙に感じました。

しかし、スーパーペガサスの４連覇目の

ばんえい記念を見たときに、ばんえい競馬
は奇妙なものからすごいものへと変わりま
した。私の目の前にいたのは、馬ではなく
て獣。鼻息を荒げながら太い脚で地面をず
っしりと踏みしめ、障害を前進して行く各
馬が猛々しく、獣に見えたのです。正直、
迫力があって、怖かった！ (笑)　そして
このとき平地競走と、ばんえい競馬は完全
に別物だと認識しました。

平地競走とばんえい競馬の違いをガイド
ブックのように説明すれば、平地競走は純
粋に速さを競う競技。ばんえい競馬はソリ
を曳いて、どの馬が速くゴールするかを競
う競技という程度の違いでしょう。しか
し、それ以上に何かが違う――。

その何かとは、おそらく人の「感覚」で
す。ばんえい競馬を見ていると、たまにサ
ッカーのゴールシーンをスローモーション
で見ているような気分になることがありま
す。サッカーのゴールシーンは通常の速度
で映し出されると、淡白な喜怒哀楽しか湧
かないこともしばしば。しかし、スローモ
ーションで見ると、リアルを凝視し、より
深い感情が湧いてきます。ばん馬はジリジ
リだからこそ、ときに自分がばん馬や騎手
となって戦っているような錯覚で、応援の
熱量と感情引入が高まるのです。

当然、自分の買った馬が障害を先頭でク
リアし、馬が涼しい顔で手応えも良けれ
ば、「そのまま」と強く心で念じながら、

人によっては叫びながら、ゴールまでの長
らくの間、勝者の気分が味わえます。

逆に、自分が厚く馬券を買った馬が障害
で跪いたりすると、首を締めつけられてい
るような苦しみも持続します。しかし、ゴ
ール寸前で前にいた馬が止まり、掟破りの
大逆転が起こることも少なくないのがばん
えい競馬の魅力。窒息死寸前で、自分の買
っていた馬が大逆転を起こしたときには、
まさに起死回生。脳内エンドルフィンがド
バドバ流出です。

え？　オレはそんなにマゾじゃないっ
て！？　いやいや、たいていの競馬ファン
はマゾです。マゾじゃなければ、馬券が外
れることのほうが多い競馬はやっていない
はず。だから、競馬ファンの方々には、最
低でも一度はジリジリの素晴らしさを体感
して頂き、ばんえい競馬で掟破りの大逆
転、起死回生の快楽をご堪能下さい。
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ジリジリの素晴らしさ

山崎エリカ
（やまざき えりか）
新潟の山奥地で生まれて、幼
少期は三条競馬場に架かる
三条大橋が散歩コースだった
競馬研究家。小学生の時、落
ちていた競馬新聞の「鹿毛」
を“シカゲ”と読み、橋の上か
ら「シカゲさん、がんばれ！」と
応援していたことは、今となっ
ては伏せたい過去。『ばんえい

競馬情報局』（http://blog.oddspark.com/baneiinfo/）にて、
重賞予想を掲載中。ばんえい記念４連覇を達成（2006年）したスーパーペガサス

写真●ばんえい十勝

写真●高知県競馬組合

写真●NAR



シャサノキセキ（サダムリスペクト・牡）、ウ
オッカが制した年の日本ダービー 3着アドマ
イヤオーラ（コンドルダンス・牡）、そして
道営3勝・中央1勝の成績で種牡馬入りし、
現役時からのオーナーが2ケタに迫る産駒
を所有するチェリークラウン（チェリーブラウ
ン・牝）もJRA認定競走（アタックチャレン
ジ）を勝利した。話題性なら近年最高レベ
ルとも言えそうな’14ホッカイドウ2歳戦。
秋に向けて日々盛り上がっていく熾烈な争
いに、大いに注目して頂きたい。
� 文●ひだか応援隊

●新種牡馬の初年度産駒が大活躍
今季開幕から1カ月あまり。平地では日

本一早く始まった「強い2歳馬」たちの戦
いは、今年も非常にハイレベルで推移して
いきそうだ。昨年は5月デビューのハッピー
スプリント（牡、北海道→大井）がNAR
グランプリ2013年度代表馬（同2歳最優
秀牡馬もダブル受賞）に輝いたわけだが、
今季も、この冊子がお手元に届く頃には、
全国屈指の強豪2歳が現れているはず。
昨年、園田・笠松・水沢の“プリンセス3
競走”を全勝し、グランダム・ジャパン2
歳シーズン女王の座に就いたカクシアジ

（牝、北海道→JRA）のように、各地の交
流重賞を転戦して大活躍する逸材が飛び
出す予感も大いにあり、毎年お伝えするこ

とではあるが「強いホッカイドウ2歳馬」た
ちを可能な限り、チェックしていただきたい。

本稿はそうした感覚を強くお持ちの皆さ
んのお役に立てれば、との思いで書いてい
るわけだが、5月開催まで終わった段階で
の今季のシンボリックな特徴といえば、何
をおいても、新種牡馬の初年度産駒の大
活躍だろう。4月開催こそ先輩種牡馬たち
に勝ち星を譲ったものの、5月15日のJRA
認定フレッシュチャレンジを最も下馬評高い
新種牡馬ヴァーミリアンの牡駒エンターザス
フィア（牡）が快勝（ちなみに同レースは2
着アドマイヤオーラ産駒、3着キンシャサノ
キセキ産駒で、新種牡馬の仔が1～3着
を独占）すると、堰を切ったように次 と々新
種牡馬産駒が勝利。現役時“砂王”の名
をほしいままにしたカネヒキリ（コールサイン
ゼロ・牡）、快足スプリンター種牡馬ローレ
ルゲレイロ（ウールーズ・牝）に同じくキン

写真●○○○○
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●テストはお祭り
4月4日、ばんえい十勝では、今年デ

ビューする2歳新馬の能力テスト（第1
回能力検査）が行われ、受験馬142頭
中86頭が合格した。1番時計は、重賞
13勝の名牝サダエリコの最後の産駒セ
ンゴクエース（牡）。1分43秒4の好タ
イムで、母親譲りのスピードで関係者を
沸かせた。

テストの日には、昔懐かしい人たちに
会える。引退した調教師や、生産者たち
である。かつて自分で管理していた馬や、
生産した馬たちの子の晴れ姿を見ようと
やってくる。現役は引退したが、ばんえ
い競馬とはなかなか縁が切れないわけ

写真●ひだか応援隊

エンターザスフィア（父ヴァーミリアン）

コールサインゼロ（父カネヒキリ）

写真●ばんえい十勝

月4日の能力試験。そして今季は開幕2
週目の4月20日から2歳戦がスタートと、
わずか2週間の短期間で、生まれて初め
ての馬ソリをつけて、1.6メートルの大
障害に向かわせなければならない。そん
な実情も考えさせられる。ばんえい十勝
の能力テストであった。
� 文●小寺雄司

だ。ばんえい競馬の関係者にとって、春
の能力テストは祭りであった。今のよう
にネット配信もなければ、場外馬券発売
場もない時代。その日は日本中から、大
型バスや自家用車で競馬場に集結。その
ためにホテルや旅館は数カ月前から、予
約で一杯になったものである。1日35レ
ースが3日間続く厳しい日程だったが、
当日は早朝からの場所取り、特に第2障
害の近くは特等席で、大変だったのも懐
かしい思い出である。

近年、「デビューする2歳馬のレベル
が低い」との声が多く聞かれるが、昭和
50年代はシーズンオフが約4カ月もあ
り、調教も十分積み、きっちり仕上げら
れての能力試験。現在はほぼ通年開催と
なり、昨季は3月24日までの開催で、4

4月27日　ばんえい十勝オッズパーク杯　キタノタイショウ

第1回能力検査で一番時計のセンゴクエース

●ばんえい競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月

●ホッカイドウ競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月

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

3/2 チャンピオンカップ（4歳以上） 200 キタノタイショウ（牡8） 鈴木恵介 ばんえい・服部義幸

3/9 イレネー記念（3歳） 200 ホクショウマサル（牡3） 阿部武臣 ばんえい・坂本東一

3/16 ポプラ賞（4歳・5歳） 200 オレノココロ（牡4） 鈴木恵介 ばんえい・槻舘重人

3/23 ばんえい記念（4歳以上） 200 インフィニティー（牡8） 浅田達矢 ばんえい・金田　勇

4/27 ばんえい十勝オッズパーク杯（4歳以上） 200 キタノタイショウ（牡8） 大河原和雄 ばんえい・服部義幸

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
4/23 北斗盃（3歳） 1200 ラブミーブルー（牝3） 宮崎光行 北海道・角川秀樹
4/29 コスモバルク記念（3歳以上） 1800 バルーン（牡7） 井上俊彦 北海道・林　和弘
5/15 エトワール賞（3歳以上） 1200 グランヴァン（牡5） 岩橋勇二 北海道・恵多谷豊
5/29 星雲賞（3歳以上） 2000 グッドグラッド（牡5） 五十嵐冬樹 北海道・高橋　司
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入馬が多いのは、明らかにJBC（レディ
スクラシック）効果と思われる。あすな
ろ賞はコウギョウデジタルが優勝して4
つめの重賞。抜群のコース適性を誇るだ
けに、今後も期待の存在となるだろう。
� 文●深田桂一（ケイシュウニュース）

写真●石川県競馬事業局

写真●佐藤　到

たけど、馬体に身が入ってきた3戦目あ
たりからレースを覚えてきた。すごく乗
りやすいし、勝手に走ってくれる」と絶
賛する。名古屋の東海ダービーを目標に
したため、日程が詰まること考慮し北日
本新聞杯は使わなかったが、出ていれば
結果も違っていただろう。どちらが金沢
代表として大井のジャパンダートダービ
ー JpnIへ挑むか注目が集まる。
� 文●瀬川剛司（中日スポーツ）

●話題独占ナムラタイタン
この春の話題は、なんといっても超大

物ナムラタイタンの転入に尽きる。JRA 
9勝、2011年の武蔵野ステークスGⅢ
というタイトルを持ち、GI路線でも健
闘を続けてきた、まさにバリバリのオー
プン馬。村上昌幸調教師は当初より「こ
れだけの馬、すべて重賞（のローテーシ
ョン）で行く」と宣言、4月27日の赤
松杯がその初戦となった。当初の攻め馬
を見る限りさほど気合いを前面に見せる
タイプではなかったが、そのピッチを上
げていくと徐々に本領を発揮しはじめ、
楽々と好タイムをマーク。「一週前で仕
上がったから、直前は流す程度」とした

5月11日　シアンモア記念　ナムラタイタン

4月5日　スプリングカップ　シグラップロード

●盛り上がり見せる3歳戦線
今年の金沢競馬の3歳勢は例年にない

当たり年と言える。昨年、2歳後半の重
賞を勝ったイグレシアスやフリオグレイ
スーがそろって移籍してしまいレベルダ
ウンが懸念されたが、中央からの移籍組
が次々と活躍している。まずは金沢3歳
重賞一冠目の「北日本新聞杯」を制した
ディアブレイズン。転入初戦、2戦目は
生え抜きのサムライワンダーの4、2着
に敗れたが、続く3戦目のJRA交流戦で
2番手追走からあっさり抜け出し、中央
勢相手に初勝利。そして5戦目で迎えた
北日本新聞杯では、後方追走から内ラチ
沿いを進み、向正面で先に仕掛けたアキ
レウスが先団をまとめて交わしたところ

を、さらに外からまくってしまう強い勝
ちっぷりだった。平瀬城久騎手は「前回
乗った時には先行したが、行きたがって
掛かり気味だったので、あえて砂をかぶ
せるレースをしてみた」と振り返る。平
瀬騎手はディアブレイズンがJRA交流
戦を勝った時に2着だったアポロダイナ
スティに騎乗しており「あの時逃げ切っ
たと思ったら、一瞬で交わされてしまっ
た」と身をもって末脚の切れ味は体験済
み。後方に下げるレースを試みたこと
で、爆発的な末脚を発揮する新たな一面
を引き出した。

このディアブレイズンを上回る強さを
見せているのがケージーキンカメ。中央
から転入後5連勝してスピードの違いを
見せつけ、ディアブレイズンとの対戦で
も大差ちぎって子供扱いした。主戦の青
柳正義騎手は「2戦目までは頼りなかっ

追い切りでさえ、その週の一番時計にな
ってしまった。実戦も調教のリプレイを
見るようで、抑えることなく先頭に立っ
たあとはグルリと馬場を一周するだけ。
後続は最後の直線を待たずに離れていく
ばかりだった。5月11日のシアンモア
記念も、舞台を盛岡に替えただけでレー
ス内容は全く同じ。当面の目標は7月
21日のマーキュリーカップJpnⅢにな
ると思われるが、地元勢久々のグレード
制覇なるかに盛り上がることは間違いな
い。こうなると他陣営はローテーション
を組むのに苦心することになるが、それ
でも活気があるのは牝馬勢。上級への転

5月25日　北日本新聞杯　ディアブレイズン

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
4/20 スプリングカップ（4歳以上） 2000 セイカアレグロ（牡9） 吉田晃浩 金沢・佐藤　茂

5/25 北日本新聞杯（3歳） 1700 ディアブレイズン（牡3） 平瀬城久 金沢・高橋俊之

●金沢競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月

4月20日　スプリングカップ　セイカアレグロ

●岩手競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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 スプリングカップ（3歳） 水沢1600 シグラップロード（牡3） 山本聡哉 岩手・板垣吉則

4/6 あやめ賞（3歳牝） 水沢1400 アイスカチャン（牝3） 山本聡哉 岩手・板垣吉則

4/27 赤松杯（OP） 水沢1600 ナムラタイタン（牡8） 坂口裕一 岩手・村上昌幸

4/28 留守杯日高賞（3歳牝） 水沢1600 コパノバウンシ（牝3） 矢野貴之 大井・松浦裕之

5/4 やまびこ賞（3歳） 盛岡1800 ライズライン（牡3） 小林俊彦 岩手・千葉幸喜

5/11 シアンモア記念（OP） 盛岡1600 ナムラタイタン（牡8） 坂口裕一 岩手・村上昌幸

5/18 はまなす賞（3歳） 盛岡芝1600 ターントゥタイド（牝3） 村上　忍 岩手・村上　実

5/25 あすなろ賞（OP） 盛岡1800 コウギョウデジタル（牝4） 山本聡哉 岩手・菅原右吉
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写真●岐阜県地方競馬組合

写真●愛知県競馬組合

ばし直線で形勢一転。夢ははかなく消え
たが、あんなレースならやられても納得
である。名古屋のオープン界もまだまだ
捨てたもんじゃなさそうだ。
●リーダーズボード盤石

3歳戦線もグランダム・ジャパン（GDJ）、
東海ダービーへ向けヒートアップ。今年
から1400メートルになったスプリング
カップはホウライナデシコが2番手から
抜け出し初戴冠。だが、若草賞では遠征
馬の前に4着が精いっぱい。東海クイー
ンカップでは自分の競馬もできず8着に
終わり、名古屋ナンバー 2を堂々と名乗
れないでいる。GDJの2戦を制したのは
兵庫・トーコーニーケ。名古屋の水はよ

●夢を見た3 ～ 4コーナー
春の名古屋は重賞がめじろ押し。古馬

戦線では2つのダートグレードが目玉だ
が、昨今は中央勢にやられっぱなしで盛
り上がりに欠けるというのが正直なとこ
ろ。名古屋大賞典JpnⅢはご多分に漏れ
ずダノンカモンが好位から押し切り、自
身初の重賞制覇。だが、かきつばた記念
JpnⅢの3 ～ 4コーナーでは、逃げたサ
イモンロード、外をマクってきたピッチ
シフター、内をさばいてきたクリスタル
ボーイと名古屋勢が上位に顔をのぞかせ

「すわワンツースリー !?」。それも束の
間、ダノンカモンが再びハミを取り、ノ
ーザンリバーのエンジン点火、その間隙
を突いて兵庫・タガノジンガロが脚を伸

ほど甘いようだ。中央でいえば「皐月賞」
に該当する駿蹄賞は、東海地区の大将・
リーダーズボードが久々でも期待通りの
勝ち方を見せ、先へと楽しみを膨らませ
た。
� 文●幸村博之（競馬エース）

●善戦続けるリックタラキチ
木曽川沿いに位置する笠松競馬場。そ

れを囲む奈良津堤は桜の名所で、4月最
初の開催は「お花見競馬」として親しま
れてきた。昨年度から名古屋と順番が入
れ替わり、桜舞う中でとはいかなくなっ
たが、シリーズ名が「新緑賞」ならそれ
はそれでアリか。

その新緑賞はドクターナイーヴ、トーホ
ウボンバーの名古屋牡馬がワンツー。そ
れまでの3 歳世代の主な重賞はリーダー
ズボード、ホウライナデシコの名古屋勢
や、カクシアジ、トーコーガイア、ユノエ
スケープ、トーコーニーケといった他地区
馬にやられっぱなしで、笠松所属はライ

デンリーダー記念のヨシノミカエルのみ。
それも笠松馬だけだったから当然といえば
当然。そのミカエルは若草賞で競走中止
し登録抹消、末脚自慢のフラッシュモブ
は岩手へ移籍した。そんな状況下ではこ
の結果も仕方のないところか。ただ、光
明は久々のリックタラキチが3 着に来たこ
と。続く東海クイーンカップでは2 着に入
り、これで重賞では2、3、3、2 着。笠
松3歳では頭ひとつリードか。
●求む連敗ストッパー

馬場を2周する2500メートルのオグ
リキャップ記念は、逃げ込みを図るドリ
ームカトラスに金沢・ジャングルスマイ
ルが襲いかかり、馬群をさばいてドリー
ムマジシャンが接近。人気馬による決着
かと思いきや、力任せにマクッてきた高
知・リワードレブロンがゴール寸前で抜
け出し、単勝9400円、3連単26万超の
波乱を演出。高知所属馬としては2008

年スペシャリストに次ぐ勝利で、ジャン
グルスマイル、ナムラダイキチに続き3
年連続他地区馬の優勝となった。これで
笠松での交流重賞連敗は「7」に。次は
6月の3歳牝馬・クイーンカップ、7月
の古馬1400メートル・サマーカップ。
明けない夜はないし、やまない雨もな
い。前出リックタラキチか、それとも5
月の1400メートル・東海クラウンを勝
ったドリームカトラスか、あるいは…
…。連敗ストッパーに名乗りを上げるの
はどの馬だ？
� 文●幸村博之（競馬エース）

5月9日　駿蹄賞　リーダーズボード

4月4日　東海桜花賞　ピッチシフター

●名古屋競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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

3/7 スプリングカップ（3歳） 1400 ホウライナデシコ（牝3） 戸部尚実 名古屋・藤ケ崎一男
3/26 名古屋大賞典JpnⅢ（4歳以上） 1900 ダノンカモン（牡8） 川田将雅 JRA・池江泰寿
4/3 若草賞（3歳牝） 1400 トーコーニーケ（牝3） 川原正一 兵庫・吉行龍穂
4/4 東海桜花賞（4歳以上） 1400 ピッチシフター（牝4） 大畑雅章 名古屋・川西　毅

4/29 かきつばた記念JpnⅢ（4歳以上） 1400 タガノジンガロ（牡7） 木村　健 兵庫・新子雅司
5/1 東海クイーンカップ（3歳牝） 1600 トーコーニーケ（牝3） 川原正一 兵庫・吉行龍穂
5/6 尾張名古屋杯（クラス混合） 1600 ゴールドピューマ（牡4） 戸部尚実 名古屋・山内和明
5/9 駿蹄賞（3歳） 1800 リーダーズボード（牡3） 戸部尚実 名古屋・川西　毅

4月22日　オグリキャップ記念　リワードレブロン

4月10日　新緑賞　ドクターナイーヴ

●笠松競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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 新緑賞（3歳） 1600 ドクターナイーヴ（牡3） 岡部　誠 名古屋・荒巻　透

4/22 オグリキャップ記念（4歳以上） 2500 リワードレブロン（牡6） 永森大智 高知・雑賀正光
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場番号  55#場番号  55#
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2勝で人気を集めたニシノマリーナは気
難しさが顔を出したのか勝負どころから
の反応が乏しく、6着と大敗。ここを勝
てば完全なる1強ムードになる可能性も
あったが、やはり今年の3歳世代はハイ
レベルの混戦なのだろう。今後の重賞戦
線も盛り上がりそうだ。
� 文●風間恒一（中島競馬号）

た。直線中程になって下原騎手の手が動
くとアッと言う間に2馬身半差。今年も
兵庫の代表馬としての活躍を確信した。

「ナイターを盛り上げたい」と言う寺嶋
正勝調教師。
●ジンガロ史上3頭目の快挙

だが、オオエライジンに強敵が現れ
た。4月29日の名古屋・かきつばた記
念JpnⅢで1番人気のJRA・ノーザンリ
バーの猛襲をハナ差抑えて優勝したタガ
ノジンガロだ。JRAから転入初戦のオー
プン・1700メートルを楽勝後の2走目
だった。兵庫所属馬のグレードレース優
勝はロードバクシン、チャンストウライ
に続く3頭目。1400メートルの鬼タガ
ノブリガデイロの弟で「今後は1400メ
ートルを中心に」（新子雅司調教師）だ
が、転入初戦のレース内容から1700メ

ートルでも十分に通用するだろう。
●“その金ナイター ”は11月14日まで

今年の“そのだ金曜ナイター”は11
月14日までの開催。古馬オープンのナ
イター重賞は、兵庫サマークイーン賞、
お盆シリーズ8月15日に行われるハン
デ戦・摂津盃、園田チャレンジカップ、
姫山菊花賞。オオエライジン、タガノジ
ンガロの対決が楽しみだ。
� 文●池永博省（大阪日刊スポーツ）

●地元では力が違うライジン
オオエライジンが今年の地元初戦を楽

勝した。5月5日の園田“天皇賞・春”
兵庫大賞典だ。1月3日の川崎・報知オ
ールスターカップは有楽町駅付近の火事
で新幹線がストップしたため主戦の下原
理騎手が乗れないアクシデントがあった
が、急遽の手綱になったベテラン張田京
騎手がハナ差で凌いだ。2、3走目の佐
賀記念JpnⅢ4着、名古屋大賞典JpnⅢ
5着後の地元重賞で、定量戦では力が違
った。「スタートが決まった」（下原騎手）
と3番手の外を進み、六甲盃とオープン
を連勝中のハルイチバンが2番手から先
頭に立つとスパートして外に並びかけ

写真●高知県競馬組合

写真●兵庫県競馬組合

3月6日　六甲盃　ハルイチバン

●地元に敵なし！ エプソムアーロン
4月28日に行われた「第5回福永洋一

記念」（1600メートル）はエプソムア
ーロンの文句ない連覇となった。兵庫ゴ
ールドトロフィー JpnⅢ2着、オッズパ
ークグランプリ優勝など県外遠征でも結
果を残している同馬。道中は早々と3番
手をキープし、早め先頭からほぼ持った
ままでは他馬は成す術なしである。「ペ
ースが合わず、自ら動いた」というコメ
ントをレース後、永森大智騎手が残した
が、前を行っていた2頭オオミカミ、ブ
レーヴキャンターはともに重賞ウイナ
ー。その2頭が馬券圏外に沈むほどのペ
ースだっただけに、その強さを改めてア

ピールする結果となった。夏場の重賞は
短距離が主戦場。どこに照準を合わせて
くるか興味津々だが、いずれにしても、
エプソムアーロン時代はまだまだ終わり
そうにない。
●3歳戦は群雄割拠！

5月18日には「第18回黒潮皐月賞」
が行われた。全国区の知名度と言ってい
いクロスオーバーの参戦がないのは残念
だったが、戦前の予想通り、見応えある
レースとなった。勝ったのはニシケンメ
イピン。スタートで後手を踏んだが、新
人妹尾浩一朗騎手に導かれた伏兵ニシケ
ンムートが作り出したハイペースを味方
に、中団キープから素早く反応。最後は
同厩舎のマルチヴィグラスを競り落と
し、4連勝で重賞初制覇を飾った。重賞

4月28日　福永洋一記念　エプソムアーロン

5月5日　兵庫大賞典　オオエライジン

●兵庫競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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

3/6 六甲盃（4歳以上） 園田2400 ハルイチバン（牡4） 永島太郎 兵庫・平松徳彦
4/3 菊水賞（3歳） 園田1700 ニホンカイセーラ（牡3） 下原　理 兵庫・保利良次
5/5 兵庫大賞典（4歳以上） 園田1870 オオエライジン（牡6） 下原　理 兵庫・寺嶋正勝
5/6 兵庫チャンピオンシップJpnⅡ（3歳） 園田1870 エキマエ（牡3） 戸崎圭太 JRA・中川公成

5/15 のじぎく賞（3歳牝） 園田1700 トーコーニーケ（牝3） 川原正一 兵庫・吉行龍穂

●高知競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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
3/18 黒船賞JpnⅢ（4歳以上） 1400 セイクリムズン（牡8） 岩田康誠 JRA・服部利之
3/29 土佐春花賞（3歳） 1300 ニシノマリーナ（牝3） 上田将司 高知・田中譲二
3/30 御厨人窟賞（4歳以上） 1400 エプソムアーロン（牡10） 永森大智 高知・雑賀正光
4/13 二十四万石賞（4歳以上） 1900 オオミカミ（牡5） 宮川　実 高知・打越勇児
4/28 福永洋一記念（4歳以上） 1600 エプソムアーロン（牡10） 永森大智 高知・雑賀正光
5/18 黒潮皐月賞（3歳） 1400 ニシケンメイピン（牝3） 中西達也 高知・大関吉明

5月18日　黒潮皐月賞　ニシケンメイピン
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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#
写真●佐賀県競馬組合

●エスワンプリンス敗因は距離？
はがくれ大賞典は今年から地方全国交

流となり、他地区から5頭が出走。兵庫
のエーシンクリアーが佐賀のドリームゴ
スペルとの直線一騎打ちの末、半馬身先
着し、昨年10月の岐阜金賞以来の勝利
で重賞4勝目を達成した。一方、エスワ
ンプリンスは同レースで5着に敗れ、続
く高千穂峰賞でも3着敗退。これで昨年
末の中島記念以降、中距離戦では3連敗
と苦戦が続いているが、敗因は距離と見
られるだけに、吉野ヶ里記念、サマーチ
ャンピオンJpnⅢと続く短距離路線では
主役に復帰してきそうだ。

●史上初の競走馬市場開催
佐賀競馬場では初めての競走馬市場の

開催となる九州トレーニングセール（2
歳）が4月15日に行われた。騎乗供覧
では上場全馬に佐賀所属騎手が騎乗し、
セリは一般公開された。前々日のJRA
桜花賞を勝利した川田将雅騎手のトーク
ショーが行われるなど、多くのファンが

見学に訪れて活況を呈し、宮崎で開催さ
れた昨年の同市場を上回る販売実績を上
げた。売却馬の多くはJRA所属となり
そうだが、売却14頭中、8頭が九州産
馬で、佐賀競馬場で行われる九州産馬限
定戦のたんぽぽ賞や霧島賞への出走が期
待されるところだ。
� 文●上妻輝行

3月16日　はがくれ大賞典　エーシンクリアー

●佐賀競馬重賞勝ち馬一覧　2014年3月～ 2014年5月
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

3/1 嘉瀬川賞（3歳以上） 2000 マイネルパルフェ（牡6） 竹吉　徹 佐賀・山田義人
3/2 鏡山賞（3歳以上） 2000 ドリームゴスペル（牡7） 山口　勲 佐賀・矢野久美
3/8 黒髪山賞（3歳以上） 1400 ゴールドペンダント（牝4） 吉田順治 佐賀・古賀光範
3/9 春望賞（3歳以上） 1800 シャイニーフェイト（牡6） 竹吉　徹 佐賀・吉田　昭

3/16 はがくれ大賞典（3歳以上） 2000 エーシンクリアー（牡4） 田中　学 兵庫・橋本忠男
3/21 すみれ賞（3歳以上） 1800 シルクユージー（牡6） 渡辺博文 佐賀・高田豊治
3/22 佐賀弥生賞（3歳以上） 1400 シムーン（牡5） 山下貴光 佐賀・濱田一夫
3/23 松浦川賞（3歳以上） 1750 マイウエイ（牡8） 吉田順治 佐賀・三小田幸人
4/5 佐賀桜花賞（3歳） 1750 マサヤ（牡3） 山口　勲 佐賀・東　眞市

4/12 錦江湾賞（3歳以上） 1400 コスモウィロー（牝5） 田中直人 佐賀・山田義人
4/13 由布岳賞（3歳以上） 2000 ディアフロイデ（牡6） 鮫島克也 佐賀・土井道隆
4/19 六角川賞（3歳以上） 1800 サウスパシフィック（牡5） 山口　勲 佐賀・東　眞市
4/20 ル・プランタン賞（3歳牝） 1800 クロスオーバー（牝3） 別府真衣 高知・別府真司
5/3 高千穂峰賞（3歳以上） 1800 サウスパシフィック（牡5） 山口　勲 佐賀・東　眞市

5/10 佐賀皐月賞（3歳以上） 1800 ガウチョ（牡4） 南谷圭哉 佐賀・山田　勇
5/17 阿蘇山賞（3歳以上） 1750 サウスパシフィック（牡5） 山口　勲 佐賀・東　眞市
5/24 初夏賞（3歳） 1800 コスモレグノ（牡3） 川島　拓 佐賀・土井道隆
5/31 九千部山賞（3歳以上） 1400 マイネルパルフェ（牡6） 竹吉　徹 佐賀・山田義人

ばんえい競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 鈴木恵介 321 73 38 37 22.7� 34.6� 8,579,000

2 西　謙一 368 65 57 47 17.7� 33.2� 7,085,000

3 藤本　匠 363 45 34 49 12.4� 21.8� 4,809,000

ホッカイドウ競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 五十嵐冬樹 54 12 10 7 22.2� 40.7� 7,287,000

2 宮崎光行 41 12 6 5 29.3� 43.9� 10,969,000

3 桑村真明 59 11 11 9 18.6� 37.3� 13,836,000

岩手競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 村上　忍 246 47 42 30 19.1� 36.2� 14,891,000

2 高松　亮 249 43 34 31 17.3� 30.9� 9,805,000

3 山本聡哉 242 42 32 34 17.4� 30.6� 15,044,000

金沢競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 吉田晃浩 124 26 19 15 21.0� 36.3� 8,989,000

2 青柳正義 141 20 22 17 14.2� 29.8� 6,004,000

3 藤田弘治 146 20 21 28 13.7� 28.1� 7,280,000

笠松競馬
順位 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 193 46 31 27 23.8� 39.9� 12,303,000

2 向山　牧 174 41 28 16 23.6� 39.7� 7,847,000

3 吉井友彦 232 36 28 39 15.5� 27.6� 7,861,000

名古屋競馬
順位 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 274 66 56 40 24.1� 44.5� 18,827,000

2 丸野勝虎 233 66 25 29 28.3� 39.1� 21,658,000

3 安部幸夫 219 55 32 25 25.1� 39.7� 12,855,500

兵庫競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 木村　健 477 110 98 73 23.1� 43.6� 53,889,000

2 田中　学 503 108 74 64 21.5� 36.2� 52,459,000

3 川原正一 434 95 62 45 21.9� 36.2� 58,067,000

高知競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 赤岡修次 291 82 59 40 28.2� 48.5� 13,099,000

2 永森大智 273 68 51 35 24.9� 43.6� 12,374,000

3 西川敏弘 297 59 46 39 19.9� 35.4� 9,254,000

佐賀競馬
順位 氏　名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％） 収得賞金（円）

1 山口　勲 249 69 44 27 27.7� 45.4� 19,644,000

2 真島正徳 167 39 25 18 23.4� 38.3� 10,717,000

3 鮫島克也 168 37 37 32 22.0� 44.0� 11,031,000

Top3Top3Top3Top3Top3Top3Top3Top3Top3競馬場別
　　騎手リーディング

（2014年1月1日～ 5月23日）
� ※2014年5月現在の所属者のみ
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芝への挑戦だったヴィクトリアマイルGI
では17着と大敗を喫したメーデイアだが、
TCK女王盃JpnⅢ、マリーンカップJpnⅢと
連勝中のダートではやはり主役だった。先手
を主張したのは最軽量52キロのサマリーズ
で、前年12月には同じ川崎1600mの全日本
2歳優駿JpnIを逃げ切り、前走ユニコーンス
テークスGⅢでも10着とはいえ、逃げて存

Dirt Gradeプレイバック スパーキングレディーカップJpnⅢ（川崎） 2013年7月3日

写真●NAR

データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大データ分析●小田原智大

第16回
ジャパンダートダービー
JpnⅠ
7月9日（水）　
大井2000m
3歳
1着賞金4500万円
フルゲート16頭

13.7.10
大井
2000m
曇・良

3 ⑤ クリソライト（JRA） 牡3 56 内田博 2.04.8 1人気 ●地方馬は東京ダービー 5着以内が条件
地方とJRAの3歳ダート強豪が激突する一戦。

近3年は11年グレープブランデー、12年ハタノ
ヴァンクール、昨年のクリソライトとJRA勢が3連
勝している。過去10年での地方勢の優勝は07年
フリオーソと10年マグニフィカの2頭。過去10
年で3着以内に好走した馬の前走レース別では、
ユニコーンステークスが9頭と最多で、そのうち7
頭はそこで3着以内に入っていた。地方勢は9頭
が馬券に絡んでいるが、うち南関東所属だった8
頭は前走東京ダービーで、すべて5着以内だった。
他にも日本ダービー組が4頭3着以内に入り、08
年にサクセスブロッケンが勝利している。

5 ⑩ エーシンゴールド（JRA） 牡3 56 川田将 7 2
8 ⑯ ケイアイレオーネ（JRA） 牡3 56 幸英明 ハナ 5
単勝⑤220円　枠連複（3-5）260円　馬連複（5-10）290円　枠連単（3-5）540円
馬連単（5-10）520円　3連複（5-10-16）1,680円　3連単（5-10-16）4,840円

12.7.11
大井
2000m
晴・良

8 ⑪ ハタノヴァンクール（JRA） 牡3 56 四位洋 2.05.3 1人気
6 ⑦トリップ（JRA） 牡3 56 小牧太 1 4
7 ⑧ アートサハラ（大井） 牡3 56 今野忠 3 7
単勝⑪290円　枠連複（6-8）730円　馬連複（7-11）1,260円　枠連単（8-6）1,280円
馬連単（11-7）2,400円　3連複（7-8-11）17,140円　3連単（11-7-8）53,800円

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
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

第18回
マーキュリーカップ
JpnⅢ
7月21日（祝・月）　
盛岡2000m
3歳以上
1着賞金2300万円
フルゲート14頭

13.7.15
盛岡
2000m
曇・重

3 ③ ソリタリーキング（JRA） 牡6 57 福永祐 2.03.1 4人気 ●7歳以上が5勝と健闘
昨年のソリタリーキングまでJRA勢が15連勝

中と圧倒している。過去10年の3着以内馬でも、
地方勢は10年2着のブルーラッドのみ。1番人気
馬は【5.3.1.1】で、複勝率も90％と高い。3着以
内馬の年齢をチェックすると、11年を除いて毎年
1頭は7歳以上の馬が入線。04年に9歳で勝利
したスナークレイアースをはじめ、5勝を挙げてい
る。過去10年の3着以内馬の前走レース別では、
帝王賞組が5頭で最多で、大沼ステークス、ブリリ
アントステークス組が各4頭、名古屋大賞典、平安
ステークス（12年以前の東海ステークスに相当）
組が3頭と続いている。

6 ⑨ シビルウォー（JRA） 牡8 58 内田博 1�1/4 2
2 ② グランドシチー（JRA） 牡6 55 津村明 ハナ 1
単勝③680円　枠連複（3-6）1,370円　馬連複（3-9）1,270円
馬連単（3-9）2,960円　3連複（2-3-9）620円　3連単（3-9-2）8,880円

12.7.16
盛岡
2000m
小雨・不良

8 ⑭ シビルウォー（JRA） 牡7 57 岩田康 R2.02.1 1人気
6 ⑨ グランドシチー（JRA） 牡5 54 津村明 4 2
3 ④ フリソ（JRA） 牡6 54 上村洋 8 4
単勝⑭210円　枠連複（6-8）280円　馬連複（9-14）280円
馬連単（14-9）450円　3連複（4-9-14）700円　3連単（14-9-4）2,060円

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
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

第18回
スパーキングレディーカップ
JpnⅢ
7月2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

13.7.3
川崎
1600m
曇・良

4 ⑤ メーデイア（JRA） 牝5 56 濱中俊 1.40.8 1人気
4 ⑥ サマリーズ（JRA） 牝3 52 内田博 1 3
6 ⑨ レッドクラウディア（JRA） 牝4 56 岩田康 1�1/2 2
単勝⑤140円　枠連複（4-4）580円　馬連複（5-6）570円　枠連単（4-4）620円
馬連単（5-6）780円　3連複（5-6-9）450円　3連単（5-6-9）1,430円

●5歳馬が3年連続で勝利
2009～ 11年に3連覇を果たしたラヴェリータ

などJRA勢が5連勝している。過去10年で地方
勢の優勝は08年のトーセンジョウオーのみ。1番
人気馬は【4.2.3.1】で、昨年のメーデイアらが勝
利し、複勝率90％と崩れていない。08年以降の
近6年は、3着以内がすべて上位4番人気以内の
馬だった。近3年は11年ラヴェリータ、12年ス
ティールパス、昨年のメーデイアと5歳馬が連続
で勝利している。地方馬は、過去10年では12年
に2着と好走したクラーベセクレタをはじめ3頭が
連対しており、すべてが前走で0秒8差以上の勝
利をおさめていた。

12.7.4
川崎
1600m
晴・重

3 ③ スティールパス（JRA） 牝5 55 蛯名正 1.39.3 4人気
7 ⑨ クラーベセクレタ（船橋） 牝4 56 戸崎圭 1/2 2
2 ② ミラクルレジェンド（JRA） 牝5 56 岩田康 1�1/2 1
単勝③1,320円　枠連複（3-7）1,430円　馬連複（3-9）1,310円　枠連単（3-7）3,600円
馬連単（3-9）3,720円　3連複（2-3-9）390円　3連単（3-9-2）7,260円

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

在感を示していた。サダムグランジュテがス
タート直後に落馬・競走中止したが、隣枠の
メーデイアは幸い大きな不利も受けずに2番
手へ。3～ 4コーナーでサマリーズを捕えに
かかると、直線半ばで振り切って1馬身差を
つけたところがゴール。メーデイアのほうが
4キロ重い56キロだったことを考えれば、着
差以上に強い競馬だったといえるだろう。

第19回
クラスターカップ
JpnⅢ
8月13日（水）　
盛岡1200m
3歳以上
1着賞金2300万円
フルゲート14頭

13.8.14
盛岡
1200m
晴・良

8 ⑬ ラブミーチャン（笠松） 牝6 55 戸崎圭 1.09.5 1人気 ●北海道スプリントC組が好成績
過去10年で地方勢は08年のプライドキム（船

橋）、昨年のラブミーチャン（笠松）と2勝を挙げて
いる。1番人気馬は【6.2.2.0】で、複勝率100％と
崩れておらず、ここ5年連続で勝利している。10
年5番人気・3着のメイショウバトラー、一昨年6
番人気・3着のアイルラヴァゲインはともに10歳
馬。高齢馬の激走には要注意だ。過去10年で3
着以内に好走した馬の前走レース別では、北海道
スプリントカップが10頭と最多で、そのうち8頭
が3着以内に入っていた。他ではプロキオンステ
ークス組が4頭、牝馬限定のスパーキングレディ
ーカップ組が3頭と続いている。

4 ⑤ タイセイレジェンド（JRA） 牡6 59 内田博 3/4 5
6 ⑩ ノーザンリバー（JRA） 牡5 55 武　豊 アタマ 4
単勝⑬230円　枠連複（4-8）990円　馬連複（5-13）990円
馬連単（13-5）1,380円　3連複（5-10-13）1,410円　3連単（13-5-10）5,330円

12.8.14
盛岡
1200m
晴・重

1 ① タイセイレジェンド（JRA） 牡5 54 内田博 1.09.2 1人気
2 ② セレスハント（JRA） 牡7 56 田中勝 6 2
8 ⑫ アイルラヴァゲイン（JRA）牡10 55 松岡正 4 6
単勝①190円　枠連複（1-2）150円　馬連複（1-2）140円
馬連単（1-2）290円　3連複（1-2-12）800円　3連単（1-2-12）2,040円

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
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
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4月29日に名古屋競馬場で行われた、かきつばた記念JpnⅢで
タガノジンガロ（兵庫・新子雅司厩舎）が優勝。中団を追走し、
勝負どころ3～4コーナーで行き場を失くしたか控える場面もあっ
たが、直線外に持ち出されると末脚が爆発。単勝58.5倍で6番人
気の伏兵がJRAの強豪を相手に大金星を挙げた。兵庫所属として
は、ロードバクシン（01年兵庫チャンピオンシップGⅢ）、チャン
ストウライ（08年佐賀記念JpnⅢ）以来、史上3頭目のダートグレー
ド制覇という快挙達成に文句なしのMVPです！

写真●愛知県競馬組合

タガノジンガロ
（兵庫）

編集部が選ぶ編集部が選ぶ

第14回
サマーチャンピオン
JpnⅢ
8月19日（火） 
佐賀1400m
3歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

13.8.13
佐賀
1400m
曇・良

7 ⑨ エーシンウェズン（JRA） 牡6 56 川田将 1.27.0 3人気 ●プロキオンSが好ステップ
過去10年の優勝馬はすべて4番人気以内の人

気サイド。地方馬は07年にキングスゾーンが制し
ているが、1番人気に支持されていた。好ステッ
プはプロキオンステークス。近年、同レースは阪
神、京都、中京と頻繁に場所を移して行われている
こともあり、同レースでの着順がそのまま結びつく
わけではない。ただ、結果ではなくローテーション
そのものがこのレースと好相性となっている。昨
年優勝したエーシンウェズンは前走プロキオンス
テークスが11着。12年優勝のテイクアベットは
同レース6着からの巻き返し。11年優勝のスーニ
も前走同レースで8着だった。

7 ⑩ ガンジス（JRA） 牡4 57 蛯名正 1 1
3 ③ コスモワッチミー（高知） 牡5 52 赤岡修 3 6
単勝⑨640円　枠連複（7-7）250円　馬連複（9-10）250円
馬連単（9-10）950円　3連複（3-9-10）9,010円　3連単（9-10-3）39,200円

12.8.15
佐賀
1400m
晴・稍重

6 ⑥ テイクアベット（JRA） 牡4 56 幸英明 1.25.0 1人気
8 ⑪ ラブミーチャン（笠松） 牝5 55 濱口楠 4 4
4 ④ スーニ（JRA） 牡6 59.5 川田将 1 3
単勝⑥220円　枠連複（6-8）590円　馬連複（6-11）640円
馬連単（6-11）960円　3連複（4-6-11）820円　3連単（6-11-4）3,570円

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
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

第25回
テレ玉杯オーバルスプリント
JpnⅢ
9月11日（木） 
浦和1400m
3歳以上
1着賞金2100万円
フルゲート12頭

13.9.12
浦和
1400m
晴・良

5 ⑥ セイントメモリー（大井） 牡6 54 本橋孝 1.26.9 4人気 ●軽量で勢いがある馬に注目
11年からダート交流重賞となり、昨年からJpnⅢ

に格付けされた。中央馬が出走可能となった近3
年では中央勢が2勝で、地方勢が1勝。昨年はセ
イントメモリー（大井）が、JpnⅠ馬タイセイレジェ
ンドを抑えて優勝を果たした。同馬は当時4連勝
中だったとはいえ、ダートグレード初挑戦での優
勝。2着馬よりも斤量が5キロ軽かった点も勝因
だろう。12年の勝ち馬アースサウンドも52キロ
の軽量とスピードを生かして重賞初制覇（ただしこ
の年はグレード競走勝ち馬が不在で牡馬54キロ、
牝馬52キロと斤量差がつかず）。軽量に加えて勢
いがある馬に注目だ。

6 ⑦ タイセイレジェンド（JRA） 牡6 59 内田博 2 3
4 ④ ジョーメテオ（浦和） 牡7 54 坂井英 1�1/2 6
単勝⑥860円　枠連複（5-6）270円　馬連複（6-7）2,080円　枠連単（5-6）350円
馬連単（6-7）4,220円　3連複（4-6-7）9,940円　3連単（6-7-4）50,050円

12.9.13
浦和
1400m
晴・良

7 ⑨ アースサウンド（JRA） 牝5 52 後藤浩 1.28.0 2人気
5 ⑥トーセンアレス（浦和） 牡5 54 張田京 ハナ 7
3 ③ デュアルスウォード（JRA） 牡4 54 武士友 クビ 3
単勝⑨400円　枠連複（5-7）1,430円　馬連複（6-9）2,760円　枠連単（7-5）2,120円
馬連単（9-6）4,750円　3連複（3-6-9）4,170円　3連単（9-6-3）21,750円

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
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

第26回
ブリーダーズゴールドカップ
JpnⅢ
8月14日（木）
門別2000m
3歳以上牝馬
1着賞金2500万円
フルゲート16頭

13.8.15
門別
2000m
曇・良

2 ② ハタノヴァンクール（JRA） 牡4 58 四位洋 2.04.9 2人気 ●牝馬限定戦へと変更で格下げ
今年から3歳以上の牝馬限定戦になったことに

より、グレードがJpnⅡからJpnⅢに格下げされた。
門別の2000mという条件は変わらないが、レース
の性質はガラリと変わることになる。おそらく秋の
JBCレディスクラシックを見据えた一戦となること
だろう。ただ、本番までには時間があり、レディス
プレリュードも控えているため、本格的にメンバー
が集まるかは微妙だ。それでも中距離のダートグ
レードでそれなりの好走実績が問われることにな
るだろう。JRA勢ならば1600万クラスで勝ち負
けの実績はほしいところ。遠征・ナイター競馬に
対応できるかもポイントとなるだろう。

8 ⑧ シビルウォー（JRA） 牡8 57 内田博 2�1/2 1
5 ⑤ ランフォルセ（JRA） 牡7 57 戸崎圭 3 4
単勝②210円　馬連複(2-8)160円　馬連単(2-8)330円　
3連複(2-5-8)520円　3連単(2-8-5)1,610円

12.8.16
門別
2000m
晴・重

1 ① シビルウォー（JRA） 牡7 57 内田博 2.02.7 2人気
4 ④ テスタマッタ（JRA） 牡6 58 岩田康 6 1
6 ⑥ メイショウタメトモ（JRA） 牡7 56 武　豊 1/2 3
単勝①190円　馬連複（1-4）130円　馬連単（1-4）220円
3連複（1-4-6）170円　3連単（1-4-6）440円

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
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

シビルウォーの3連覇なるかが注目された
が、その前に立ちはだかったのは4歳のハタ
ノヴァンクールだった。逃げていたエイシン
ナナツボシが2周目3コーナー過ぎで後退す
ると、2番手につけていたランフォルセが先
頭へ。しかし、直後3番手からシビルウォー
が追いかけると、そのうしろを追走していた
ハタノヴァンクールも外から迫ってきて、直

線は3頭の争いに。なかでも手応えが良かっ
たのがハタノヴァンクールで、2頭の外から
抜け出してシビルウォーに2馬身半差をつけ
る完勝。ジャパンダートダービー、川崎記念
とJpnI・2勝の底力を見せつけた。なお、ブ
リーダーズゴールドカップは、今年から3歳
以上牝馬によるJpnⅢに条件変更され、新た
な歴史を刻むことになる。写真●写真のトライ

Dirt Gradeプレイバック ブリーダーズゴールドカップJpnⅡ（門別） 2013年8月15日

第61回
日本テレビ盃
JpnⅡ
9月23日（祝・火） 
船橋1800m
3歳以上
1着賞金3200万円
フルゲート14頭

13.9.23
船橋
1800m
曇・良

8 ⑪ ワンダーアキュート（JRA） 牡7 58 武　豊 1.50.3 1人気 ●中心馬のタイプは2つ
1着馬にはJBCクラシックの優先出走権が与え

られる。レース傾向はほぼ安定しており、堅い決
着が続いている。中心となりうるタイプは2つあ
る。まずは、ワンダーアキュートやスマートファル
コン、フリオーソのように過去にダートJpnⅠ（GⅠ）
で好走実績がある馬。もしくはソリタリーキングや
マコトスパルビエロのように前走でダートグレード
を勝って勢いに乗る馬だ。いずれも上位人気とな
るだろうが、素直に信用したほうがいい。休み明
けや斤量が58キロでも特に問題なく、好走を期待
できる。左回りの実績があればなお心強い。中央
のレースならば東京や中京で強い馬がいいだろう。

5 ⑥ ソリタリーキング（JRA） 牡6 57 福永祐 クビ 2
4 ④ ランフォルセ（JRA） 牡7 56 戸崎圭 6 3
単勝⑪130円　枠連複（5-8）150円　馬連複（6-11）150円　枠連単（8-5）160円
馬連単（11-6）210円　3連複（4-6-11）190円　3連単（11-6-4）390円

12.9.26
船橋
1800m
晴・重

7 ⑨ ソリタリーキング（JRA） 牡5 57 内田博 1.51.4 1人気
3 ③ サイレントメロディ（JRA） 牡5 56 戸崎圭 3/4 3
8 ⑪ マグニフィカ（船橋） 牡5 57 的場文 1�1/2 4
単勝⑨190円　枠連複（3-7）300円　馬連複（3-9）300円　枠連単（7-3）440円
馬連単（9-3）450円　3連複（3-9-11）1,840円　3連単（9-3-11）4,250円

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
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
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ばんえい競馬特集 ばんえい競馬特集

ばんえい競馬の最高峰は、年度末に行わ
れるばんえい記念。2014年３月の大一番
は、浅田達矢騎手が手綱を取った単勝6番
人気の伏兵、インフィニティーが制した。
人馬とも初めてのばんえい記念でいきなり
の勝利。歴史に名前を刻むことになった。

ばんえい記念のゴール前はかなりの接戦。
観ている側は興奮する内容だったが、騎手と
してはどういう心境だったのだろうか。

正直、残り10mではあせりましたね。
さあ行け、と合図を出しても動いてくれな
かったわけですから。それでも全体的には
自分のイメージどおりに乗れていたんです
よ。となりのコースにいたホリセンショウ
が止まったときも、それに影響されずに歩
き続けてくれましたし。改めて振り返って
も、あの残り10mのとき以外は落ち着い
て乗れていたと思います。
サラブレッドであれば、騎手が馬体に触れ

ることで、ある程度は馬を動かすことができ
る。しかしばんえい競馬は馬にさわることが
できないルールだ。

馬が動いてくれなければ、これはもう仕
方がないんですよね。そうならないための
方法はいろいろとあるんですが、あのレー
スは無理に叩くとダメだと思うんです。そ
れで残り10mで止まったとき、ハミで動
かそうと思って、左右に手綱を動かしたら
歩きだしてくれたので、その勢いでゴール
まで行けました。
インフィニティーは伸び盛りの８歳馬。浅
田騎手に初めての重賞タイトルをもたらした
馬でもある。

インフィニティーは気性が荒いんです
よ。レース中によくとなりの馬を噛もうと
するんですが、それぐらい闘争心が強いん
です。そのせいで道中は折り合いをつけに
くいんですよね。ばんえい記念が初めてで
すよ。折り合いがちゃんとついたのは。

去年のばんえい十勝オッズパーク杯での
３着で、重賞戦線での手応えを感じました。
厩舎側としてもそのときから、今年のばん

えい記念にという考えがあったようです。
そしてインフィニティーは成長を続け、北
斗賞で初の重賞勝利を果たした。

僕にとっても初めての重賞ですからね。
（金田勇）調教師も「いや～、目から汗が
出たわ」とか言いながら自分のことのよう
に喜んでくれて。見にきてくれていた父の
前で勝てたのもうれしかったです。親には
さんざん迷惑をかけましたからね。多少は
親孝行ができたかなと思います。
浅田騎手は奈良県出身。高校を卒業して

からは定職につかない日々が続いた。
放浪しましたねえ。まずは四国八十八ヶ

所めぐりを徒歩で踏破しました。でも帰っ
てくると、またどこかに行きたくなってく
るんですよね。それで、向かった先は北海
道。自転車で道内を巡っていたら、道東の
川湯温泉で泊めてもらえることになったん
です。引退したサラブレッドと１歳のばん
馬を趣味で飼っているその家に、なりゆき
で働かせてもらいながら暮らすことになっ
て、そのばん馬を調教して、旭川まで能力
検査を受けに行ったんです。
こうしてひとりの旅人は馬の魅力に引き込

まれていくことになった。
その馬は能検で第1障害を越えたところ

で寝てしまって。もっと技術を学ばなけれ
ばと思ったので、しばらく旭川競馬場に滞
在させてもらうことにしたんです。

騎手になりたいという思いがありました
ね。松井浩元調教師（松井浩文調教師の父）
に「お前は騎手向きだな」と言われたこと
も気持ちの後押しになりました。
その思いは厩務員になった2年後に成就。
27歳でデビューを迎えることになった。

ただ、ばんえい競馬は新参者がいきなり
信用を得られるほど甘い世界ではないんで
すよ。でもそんなことを言っても仕方ない
ですからね。
その技術とはどういうものなのだろうか。ば
んえい競馬は一般ファンにはなかなか伝わり
にくい部分がある。

ハミや叩くタイミング、手綱の引きかた
とか、馬を動かす技術はいろいろあるんで
す。それを適切なときに適切な方法を選べ
るかが問題なんですよね。ただ、重賞を取
ってからは、以前よりはるかに落ち着いて
乗れるようになったと感じるんですよ。こ
れからも馬の特徴を把握して、馬の良い面
を引き出せるように頑張っていきたいで
す。
浅田騎手は今年で10年目だが、まだ試行

錯誤の段階だそうだ。
僕と同じく背が高い西弘美さん（現調教

師）は、上半身の回転力で馬を動かしてい
ました。そういう先輩方のよさを取り入れ
ることを含めて、試したいことはまだまだ
たくさんありますね。ただ、僕は体幹が強
いと思うんですよ。小学校から硬式野球で
しごかれていたおかげかもしれません。
浅田騎手は父が体育の教師、母がバレー

ボール部のキャプテンという血筋。身長がお
よそ180㎝というのも武器のひとつだ。

でも、ばんえい記念を経験して、もっと
筋力がほしくなりました。しかしばんえい
競馬は本当にむずかしいですよ。騎手にな
る前は簡単そうに見えたんですが（笑）。
騎手としてはまだこれからではあるが、そ

れでもビッグタイトルを手にできた。
しばらく連絡がなかった元騎手とか、親

類からも電話がきました。帯広市の広報紙
にカラーで写真が載ったのにはビックリし
ましたね。子供の保育所の先生も知ってい
ましたし、反響の大きさは想像以上です。
「今でも夢見心地的なところはある」とのこ
とだが、同時に感謝も忘れない。

金田調教師とめぐり会えて、本当によか
ったと思います。金田先生は本気で怒って
くれる人。そして自分を乗せ続けてくださ
っているわけですから、感謝してもしきれ
ないくらいです。そしてインフィニティー
にも感謝ですね。ばんえい記念のパドック
で馬にまたがったとき、そこから見えた景
色には感動しました。そんな経験をさせて
くれて、結果まで出せたのは、本当にみな
さんのおかげだと思います。

リーディング上位までは数字的にまだま
だだが、それでも歯車はかみ合い始めてい
る。「まだ力を全部は出していないと思い
ます」というインフィニティーも楽しみだ
が、浅田騎手の飛躍もまた楽しみだ。

取材・文●浅野靖典

インフィニティーでばんえい記念初制覇� 写真●ばんえい十勝

浅田達矢 （ばんえい）
あさだ　たつや

1977年8月20日生まれ　しし座　O型
奈良県出身　
金田勇厩舎
初騎乗／2005年1月4日
通算成績／3,423戦283勝
重賞勝ち鞍／�ばんえい記念、ドリームエイジ

カップ、北斗賞
服色／胴黒・黄右たすき、そで黄
※2014年5月19日現在
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ばんえい競馬の舞台裏
競馬はほかの公営競技にくらべると、人

の手がたくさんかかる種目だが、ばんえい
競馬はそれがひときわ多く必要になってい
る印象をかねてからもっていた。そこで走
路の反対側、１コースの向こう側に行き、
レースの運営の裏側を見学させていただく
ことにした。

レースが終わり、ゴールした馬たちは右
にカーブして所定の場所に停止して、そこ
で「がら」と呼ばれる馬の首に装着された
大きな馬具から、ソリとをつなぐ「かじ棒」
の留め金が外され、作業員がゼッケンを厩
務員に渡していく。所定の場所とは、トロ
ッコの貨車の上。馬が厩舎方向に去ってい
くと、５人ほどの作業員が馬から切り離さ
れたソリを力技で並べ直し、トロッコは出
発していく。

スタート地点に到着すると、待ち構えて
いた２台のトラクターが動き始め、ソリに
ワイヤを引っ掛けて、次々とゲートの奥に
運んでいった。しかしそのうちの２、３台
はゲートの近くに置いたまま。どうやらソ
リの下部（「ずり」という名称）のすり減
りかたが偏らないように、ローテーション
を守って使用しているらしい。そして青い
ヘルメットを着用した作業員は、ソリに重
りを運び込んで重量調整。スタート地点に
はマイクロバスが到着し、バスから降りた
厩務員たちは、トロッコの最後部に載せて
運ばれてきた、コンビを組む騎手の負担重
量調整用に使う銀色の箱を、それぞれのソ
リまで運んでいった。

そしてスタンドからは馬場入場の音楽。出
走各馬が観客の前を歩いてスタート地点に

向かっている間は、バックヤードの動きが
ない時間帯だ。なにしろ歩いている馬は体
重が１トン前後もあるのだから、そこでな
にか大きい音をさせて驚かせてしまうなど
はもってのほか。入場行進を終えた各馬は
ゲート後方に向かい、１頭ごとに用意され
ている屋根付きの待機所に入って繋がれる。

それを筆者が遠くから見ていたとき、騎
手からバトンを受けた厩務員が、暴れる馬
を御しきれず、ほかの馬の待機場所に引き
ずり込まれてしまった。こうなると１人の
力ではどうにもならなくなるわけで、近く
にいた厩務員が総出でその馬を所定の場所
まで移動させていった。まさに身の危険が
すぐそばにある仕事。それでも人と馬とは
北海道開拓の時代からそうやって付き合っ
てきたのだから、頭が下がる。

馬場入場が終わって動き出すのは、馬場
整備の大型トラクター。車の後部につけら
れた大きな鉄製の熊手のような器具で、２
コースずつ馬場をならしていく。ただその
器具は、２つある障害のところでは馬場に
接触していない。障害を整備するのは今も
昔も人なのだ。第１障害は５名、第２障害
は９名の作業員が、トンボやスコップで斜
面と天板の砂（ばんえい競馬は小さめの砂
利）を均一にしていた。その整備が終わろう
かというところで、作業員のひとりが１コ
ースの横に置いてあった釣竿を拾い上げた。

これは、馬場の傾斜が始まるところが天
板の端と合っているかを確認するための道
具とのこと。太くて黄色い糸をコースの端か
ら端まで張って、最後のチェックをしていた。
「土日月はずっと、この作業ですね。金

曜日に開催の準備をするんですが、それが
けっこう大変で。また、金曜日に雨が降る
と、砂利が水を吸って重くなるので、なお
さら重労働になるんです」

ちなみにこの作業を担当しているのは、
ビルなどを清掃する会社。さすがプロの仕
事らしく、作業中は誰も一言もしゃべらず
に黙々と任務を遂行していた。

馬場整備のトラクターと作業員が走路か
ら退出すると、ゲート後方では出走各馬が

待機所から出され、馬体にソリを連結され
て、出走態勢を整える段階に。スタンドか
らは締切間際の音楽が聞こえてきた。

その一連の流れは、とてもシステマティ
ック。昔の写真には、ゴールし終えた馬の
後方に馬場整備用の車両が写っているもの
があるが、それはパドックがスタンドの裏
や横にあった時代の話。スタンドの前にパ
ドックが移った現在は、競走終了直後に馬
場整備を行うわけにいかなくなったのだ。
だから作業時間は短いもの。そのなかで時
間を有効活用している現在の状態は、完成
されているといってもいいだろう。

2005年までのばんえい競馬は、冬に開
催されない期間があった。それが帯広での
単独開催が決まってからは、ほとんど通年
開催というスケジュールになっている。
「ずっと帯広で開催していることによっ

て、競馬を後ろから支える人たちのプロフ
ェッショナル化が進んできました。２年ほ
ど前に『厳冬期は開催を休むか』という案
も出たんですが、そういった人たちのモチ
ベーション、それから競馬関係者のことを
考えたとき、やはり通年開催は守るべきだ
ろうとなったんです」

と教えてくれたのは、ばんえい競馬に長
く携わってきた、古舘整さん。
「昔は馬券の発売も手作業でしたからね。

馬券に通し番号を打って、それをそろばん
で集計して。今も、その時代にプロの技術
で貢献してくれた人が窓口にいますよ」

つまり、帯広競馬場自体が今昔物語とい
うことか。競馬場の姿は徐々に変化をみせ
ているが、それでも競馬場に刻まれた歴史
と「ばんえい競馬」という競技は、これか
らも綿々と続いていくことだろう。

障害の整備は今も人手によって行われている

帯広競馬場のスタンド内には飲食店が２
つあるが、どちらも経営は同じ。「豚丼」
や「カレーラーメン」が代表的なメニュー
だ。ただ、私はそのどちらもすでに経験済
み。そこで今まで食べたことがない「カツ
カレー」を選んでみた。食券を買ってカウ
ンターに出すと「半券はお持ちください」
と声をかけられた。むむ？　カツカレーっ
て、すぐにできるメニューなのでは？

ひとまずテーブルを確保して、再び店頭

に戻ってもまだ調理中。なんと、厨房のフ
ライヤーからトンカツを掬い上げていると
ころだったのだ。つまり、注文されてから
作り始めるカツカレー。なるほど、それな
ら半券を受け取る必要があるわけだなあ。

揚げたてのトンカツが載せられたカレー
は、まさにホクホク。小麦粉が含まれてい
る雰囲気があるカレーの香りと舌ざわりも
懐かしい。競馬場の食事では基本的なメニ
ューだが、そこには新たな発見があった。

今昔物語今昔物語今昔物語
帯広競馬場
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取材・文●浅野靖典

カツカレー（730円）帯広競馬場イチオシグルメ
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■ばんえい競馬　重賞・特別競走リーディング
順位 注目 騎手名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％）3着内率（％）
1 鈴木恵 117 24 12 11 20.5 30.8 40.2
2 藤本匠 108 17 16 13 15.7 30.6 42.6
3 ↑ 松田道 106 15 17 7 14.2 30.2 36.8
4 藤野俊 126 14 21 16 11.1 27.8 40.5
5 大河和 100 14 4 9 14.0 18.0 27.0
6 大口泰 118 13 12 8 11.0 21.2 28.0
7 ↑ 阿部武 78 10 12 9 12.8 28.2 39.7
8 島津新 78 9 9 7 11.5 23.1 32.1
9 ↑ 浅田達 77 9 5 8 11.7 18.2 28.6
10 尾瀬馨 111 8 13 15 7.2 18.9 32.4
11 西謙一 92 8 12 8 8.7 21.7 30.4
12 ↑ 安部憲 53 8 1 8 15.1 17.0 32.1
13 西将太 45 5 2 6 11.1 15.6 28.9
14 入澤和 42 4 5 3 9.5 21.4 28.6
15 工藤篤 67 3 9 11 4.5 17.9 34.3
16 ↑ 舘澤直 10 2 0 2 20.0 20.0 40.0
17 長澤幸 41 1 5 5 2.4 14.6 26.8
18 菊池一 17 1 3 1 5.9 23.5 29.4
19 ↑ 澁谷益 11 1 1 0 9.1 18.2 18.2
20 渡来心 16 1 0 0 6.3 6.3 6.3
21 村上章 45 0 3 9 0.0 6.7 26.7
22 ↑ 松本秀 21 0 1 5 0.0 4.8 28.6
23 赤塚健 22 0 1 4 0.0 4.5 22.7
24 船山蔵 8 0 1 1 0.0 12.5 25.0
25 山本正 13 0 0 1 0.0 0.0 7.7
26 中山直 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0
27 竹ケ茉 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0

■ばんえい競馬　総合リーディング
順位 騎手名 騎乗回数 1着 2着 3着 勝率（％）連対率（％）3着内率（％）
1 鈴木恵 809 186 112 85 23.0� 36.8� 47.3�
2 藤本匠 924 133 128 119 14.4� 28.2� 41.1�
3 藤野俊 942 132 143 121 14.0� 29.2� 42.0�
4 西謙一 887 132 115 102 14.9� 27.8� 39.3�
5 大河和 782 104 76 72 13.3� 23.0� 32.2�
6 大口泰 848 94 80 73 11.1� 20.5� 29.1�
7 島津新 760 92 83 89 12.1� 23.0� 34.7�
8 松田道 675 92 77 77 13.6� 25.0� 36.4�
9 尾瀬馨 890 81 92 91 9.1� 19.4� 29.7�
10 工藤篤 744 81 89 65 10.9� 22.8� 31.6�
11 阿部武 832 69 108 110 8.3� 21.3� 34.5�
12 西将太 567 64 60 81 11.3� 21.9� 36.2�
13 赤塚健 365 55 45 51 15.1� 27.4� 41.4�
14 長澤幸 619 51 68 66 8.2� 19.2� 29.9�
15 入澤和 594 44 50 51 7.4� 15.8� 24.4�
16 浅田達 438 42 50 52 9.6� 21.0� 32.9�
17 安部憲 341 34 36 40 10.0� 20.5� 32.3�
18 菊池一 378 32 57 59 8.5� 23.5� 39.2�
19 山本正 308 29 37 32 9.4� 21.4� 31.8�
20 船山蔵 244 27 20 26 11.1� 19.3� 29.9�
21 渡来心 261 25 19 31 9.6� 16.9� 28.7�
22 村上章 523 24 54 76 4.6� 14.9� 29.4�
23 舘澤直 199 21 24 35 10.6� 22.6� 40.2�
24 中山直 122 13 18 4 10.7� 25.4� 28.7�
25 澁谷益 99 12 13 18 12.1� 25.3� 43.4�
26 竹ケ茉 104 6 12 17 5.8� 17.3� 33.7�
27 松本秀 170 5 9 24 2.9� 8.2� 22.4�
※2013年4月1日～ 2014年3月31日の成績。2014年4月現在の現役騎手を掲載 「総合」より「重賞・特別」のほうが順位を大きく上げている騎手には「↑」マークをつけた。

ばんえい競馬　総合&重賞・特別競走リーディング

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で読みた
い企画、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
7月18日㈮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

読者プレゼント読者プレゼ読者プレゼントト読者プレゼント
①浅田達矢騎手
　直筆サイン色紙　
　3名様

提供：浅田達矢騎手

②帯広競馬場
　お土産セット
　3名様
提供：ばんえい十勝

提供：オッズ・パーク株式会社
※色は黒と白、色の選択はお任せください

③Odds Park
　オリジナル
　Tシャツ
　10名様

イレネー像イレネー像イレネー像（帯広競馬場）

我ら競馬場のアイドル
写真●中山　真

競馬場の正門を入ると、すぐ左手で存
在感を放っているのがイレネー像です。
2歳シーズンのナンバー 1決定戦・イレ
ネー記念でもおなじみの「イレネー」と
は、1910年にフランスから輸入され十
勝種馬場に繋養された種牡馬で、28年
に死亡するまでに残した直系種牡馬の
数はなんと196頭。ばんえい競馬史上
初の1億円ホースとなったキンタロー
（86年引退）の母・宝玉の四代父がイレ
ネーにあたるほか、現在活躍している

多くの馬にも
その血は受け
継がれていま
す。北海道の
開拓と馬産経
済の発展に大きく貢献したイレネーの
功績を讃え、30年には銅像が建てられ
ました。しかしその後、第二次世界大戦
の金属供出のため一旦は消失。現在の
像は64年、彫刻家・加藤顕清氏によっ
て造られた二代目です。

第4位 1,444,640円（1口）3/16帯広

第5位 1,328,600円（1口） 5/1園田

第6位 1,239,000円（1口） 4/9園田

第7位 948,010円（1口）4/10園田

第1位 13,264,450円（1口） 5/5佐賀

第2位 759,330円（14口） 3/3帯広

第1位 2,655,520円（2口） 4/15 園田

第2位 1,566,040円（1口） 5/8 園田

第3位 1,482,650円（1口） 3/12 園田

高額配当ランキング
（2014年3月1日～ 2014年5月31日）

［五重勝単勝式］

［七重勝単勝式］
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Grandame Japan
The Derby Week

Grandame Japan
The Derby Week

Grandame JapanJBCGrandame JapanJBCGrandame Japan
The Derby WeekJBCThe Derby Week

Grandame Japan
The Derby Week

Grandame JapanJBCGrandame Japan
The Derby Week

Grandame Japan
Mirai Yusyun
Super Sprint SeriesGrandame JapanSuper Sprint SeriesGrandame Japan Super Jockey TraialSuper Sprint SeriesSuper Jockey TraialSuper Sprint Series
Mirai Yusyun
Super Sprint SeriesSuper Jockey TraialMirai YusyunSuper Jockey TraialMirai Yusyun
Super Sprint SeriesSuper Jockey TraialSuper Sprint Series

注目レースデータ分析注目レースデータ分析注目レースデータ分析

●星雲賞上位馬が安定
■年齢分析

7歳…【0-0-0-2】
6歳…【1-2-1-7】
5歳…【1-1-1-16】
4歳…【1-1-2-6】
3歳…【1-0-0-4】

◇6歳が連対率で27.3％と最も高く、複

対象レースの着順ポイントの合計で総合
優勝を決する、世代別牝馬重賞シリーズ
「グランダム・ジャパン（GDJ）」。古馬シ
ーズンは、全8戦のうち7戦が7～ 9月に
行われるが、ここでは、第3戦・ノースク
イーンカップと第7戦・秋桜（あきざくら）
賞を取り上げる。昨年、古馬シーズンでポ

●距離短縮で傾向が変化
■年齢分析

7歳…【1-0-1-5】
6歳…【1-3-0-6】
5歳…【1-0-0-6】
4歳…【0-1-3-8】
3歳…【1-0-0-3】

◇連対率では40.0％の6歳が断トツ

勝率でも4歳の40.0％に次ぐ36.4％と
信頼できる

◇5歳は出走数が一番多いが不振
■所属別分析

北海道…【3-4-3-32】
他地区…【1-0-1-3】

◇他地区勢の1着は門別デビューから南関
東に移籍していた10年ショウリダバン
ザイで例外的ケース。門別コースの経験
がない馬の好走は10年3着・トウホク
ビジンのみ

イント上位の3頭はシリーズ対象重賞のう
ち平均3.3レースに出走しており、応援し
たい馬を何頭か決め、シリーズを通して追
いかけるのも面白いだろう。応援する馬が
決まったら、オッズパークの「お気に入り

◇3歳の1着は13年ピッチシフター。す
でに古馬オープンで連対実績があり、2
番人気と上位人気に推されていた

■所属別分析
東海地区…【2-3-2-14】
他地区……【2-1-2-14】

◇東海勢の1 ～ 3着独占はなし
◇他地区のうち遠征が多い兵庫は【1-1-0-

6】。13年マンボビーンが1番人気・10
着など近年は不振傾向

■ローテーション分析
◇7月実施の過去3回では、同年の星雲賞

で1 ～ 4着の馬が【3-2-1-1】と好成績
◇3着には前走が星雲賞以外で2 ～ 5着だ

った馬が入線。それぞれ4、4、9、6番
人気で馬券妙味あり

■人気分析
◇1番人気は【2-2-0-0】で連対率100％。

軸として信頼度が大
◇2番人気・3番人気がともに3着以内に

入ったことがない

馬登録」機能を活用すると便利。その馬が
出走するときは、レース当日にメールで知
らせてくれるので、忘れずに馬券を買うこ
とができる。今年もGDJ古馬シーズンは、
オッズパークでアツく楽しもう。

■ローテーション分析
◇かつては兵庫サマークイーン賞が好ステ

ップも、距離が1400mに短縮された昨
年は3着以内がゼロ。昨年の連対馬は近
3走とも2着以内で夏場の順調度が重要

■人気分析
◇1番人気・2番人気で決まったのは12

年のみ。3番人気は2着1回でハッキリ
不振

◇5番人気または6番人気が3着以内に1
頭入線（うち3頭は他地区勢）

枠番 馬番 馬名（所属） 性齢 騎手 調教師 タイム・着差 人気 通過 前走 2走前
13.9.5
名古屋1400m
曇・重　11頭

8 11 ピッチシフター（名古屋） 牝3 大畑雅 川西毅 1.27.6 2 3-3-3-1 MRO金賞① 名古屋A2①
2 2 スウィングダンス（名古屋） 牝6 小山信 瀬戸悟 3 3 6-5-4-4 名古屋A1① 名古屋A（牝）②
4 4 ギオンゴールド（佐賀） 牝7 山口勲 九日俊 2 6 1-1-1-2 サマーチャンピオンJpnⅢ⑦ 吉野ヶ里記念③

12.9.6
名古屋1800m
曇・良　9頭

4 4 ロッソトウショウ（金沢） 牝7 吉田晃 佐藤茂 1.56.8 2 6-6-6-3 兵庫サマークイーン賞① 読売レディス杯③
1 1 エーシンクールディ（笠松） 牝6 岡部誠 伊藤強 1�1/2 1 1-1-1-1 くろゆり賞① 兵庫サマークイーン賞③
3 3 ミヤジメーテル（名古屋） 牝4 大畑雅 今津博 アタマ 5 2-2-2-2 くろゆり賞③ 兵庫サマークイーン賞⑩

11.8.25
名古屋1800m
曇・重　11頭

7 9 エーシンクールディ（笠松） 牝5 岡部誠 伊藤強 1.58.1 1 1-1-1-1 サマーチャンピオンJpnⅢ④ 兵庫サマークイーン賞①
6 6 メモリーキャップ（名古屋） 牝4 兒島真 塚田隆 5 9 10-9-9-9 名古屋A2④ 名古屋A2⑦
5 5 ギンガセブン（高知） 牝4 岡田祥 雑賀正 クビ 6 4-4-4-4 高知A2① 川崎B2⑪

10.9.29
名古屋1800m
晴・稍重　9頭

6 6 エンタノメガミ（兵庫） 牝6 板野央 中塚猛 1.58.7 5 6-6-6-4 兵庫サマークイーン賞⑧ 園田A1②
5 5 キーポケット（兵庫） 牝6 田中学 吉行龍 ハナ 1 4-4-4-2 兵庫サマークイーン賞② 読売レディス杯①
8 8 シルバーウインド（名古屋） 牝4 宇都英 藤ケ男 クビ 2 3-3-3-1 兵庫サマークイーン賞⑤ 読売レディス杯②

枠番 馬番 馬名（所属） 性齢 騎手 調教師 タイム・着差 人気 通過 前走 2走前
13.7.23
門別1800m
曇・良　9頭

1 1 クラキンコ（北海道） 牝6 宮崎光 堂山芳 1.56.2 2 2-2-2-2 星雲賞② コスモバルク記念⑤
3 3 ショウリダバンザイ（北海道） 牝6 井上俊 林和弘 アタマ 1 6-4-3-3 星雲賞④ コスモバルク記念①
7 7 シャイニングサヤカ（北海道） 牝6 岩橋勇 田中淳 ハナ 4 1-1-1-1 門別A2② 門別A2④

12.7.26
門別1800m　
晴・良　11頭

7 8 ショウリダバンザイ（北海道） 牝5 井上俊 林和弘 1.57.1 1 7-9-7-5 星雲賞③ コスモバルク記念②
8 10 サクラサクラサクラ（北海道） 牝6 吉田稔 田中淳 ハナ 3 3-3-1-1 赤レンガ記念② 門別オープン①
7 9 ビューティーリヨ（北海道） 牝4 岩橋勇 小野望 5 4 7-7-7-7 門別A2③ （4走前・星雲賞④）

11.7.28
門別1800m
晴・良　14頭

3 4 ショウリダバンザイ（北海道） 牝4 服部茂 林和弘 1.56.2 2 11-11-7-5 門別オープン③ 星雲賞④
7 12 クラキンコ（北海道） 牝4 小国博 堂山芳 3/4 1 6-6-5-2 星雲賞① コスモバルク記念①
1 1 プリティゴールド（北海道） 牝5 五十冬 佐久雅 1�1/2 9 1-1-1-1 門別オープン⑤ 北海道SCJpnⅢ⑦

10.9.21
門別1800m
曇・良　13頭

5 6 ショウリダバンザイ（大井） 牝3 服部茂 高岩孝 1.54.4 1 5-5-5-3 関東オークスJpnⅡ⑤ 東京プリンセス賞②
4 4 ライネスゴルト（北海道） 牝5 宮崎光 堂山芳 3/4 3 8-8-7-6 ビューチフル・ドリーマー C④ 門別B1①
5 7 トウホクビジン（笠松） 牝4 山口竜 山中輝 4 6 6-6-6-6 ビューチフル・ドリーマー C③ 兵庫サマークイーン賞④

実施日 レース名 競馬場・距離 前年の勝ち馬（所属）
7/1（火） 読売レディス杯 金　沢1500m センゲンコスモ（川崎）
7/2（水） スパーキングレディーカップJpnⅢ 川　崎1600m メーデイア（JRA）
7/15（火） ノースクイーンカップ 門　別1800m クラキンコ（北海道）
7/25（金） 兵庫サマークイーン賞 園　田1700m マンボビーン（兵庫）
8/14（木） ブリーダーズゴールドカップJpnⅢ 門　別2000m ※今年からGDJ対象
9/1（月） ビューチフル・ドリーマーカップ 水　沢1900m シャイニングサヤカ（北海道）
9/15（祝・月） 秋桜賞 名古屋1400m ピッチシフター（名古屋）
10/2（木） レディスプレリュードJpnⅡ 大　井1800m メーデイア（JRA）

注目レース

データ分析

7月 9月

GDJ古馬シーズン

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
151515151515 秋桜賞秋桜賞秋桜賞秋桜賞秋桜賞秋桜賞

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
15151515151555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ノースクイーンカップノースクイーンカップノースクイーンカップノースクイーンカップノースクイーンカップノースクイーンカップ
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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 ダートグレード開催日　　　　重賞開催日重賞重賞重賞
☆★☆　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・住信SBIネット銀行会員・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。

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 31
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 月 火 水 木

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 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 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 園田 園田

兵庫★ ★ ★ ★

高　　知 ★ ★ ★ ★
★

★ ★ ★ 高知

佐　　賀 佐賀

南関DG
川崎★ 大井★

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 31
金 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

盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 水沢 水沢 水沢 水沢 水沢

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 園田

兵庫★ ★ ★ ★ ★

高　　知 ★ ★ ★ ★ ★
★

★ ★ 高知

佐　　賀
★

佐賀

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
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 月 火

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 盛岡 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 園田

兵　庫★ ★ ★ ★

高　　知 ★ ★ ★ ★
★

★ 高　知

佐　　賀 佐　賀

南関DG
浦和 船橋

南関東

DGDGDGDGDGDG

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞 重賞重賞重賞 重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞 重賞重賞重賞 重賞重賞重賞 重賞重賞重賞 重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞

重賞重賞重賞重賞重賞重賞 重賞重賞重賞重賞重賞重賞 ★★重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞重賞
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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
門　別 1（火） 第39回 栄冠賞 2歳 1,200 地方全国交流
金　沢 1（火） 第32回 読売レディス杯 3歳以上牝馬 1,500 地方全国交流
川　崎 2（水） 第18回 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
笠　松 3（木） 第37回 サマーカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿地区交流
佐　賀 5（土） 第2回 文月賞 3歳以上 1,750
水　沢 6（日） 第46回 岩鷲賞 オープン 1,400
大　井 9（水） 第16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
盛　岡 12（土） 第2回 ハヤテスプリント 3歳 1,000
帯　広 13（日） 第22回 北斗賞 3歳以上 200
盛　岡 13（日） 第15回 オパールカップ 3歳 芝1,700 地方全国交流
佐　賀 13（日） 第16回 吉野ヶ里記念 3歳以上 1,400
門　別 15（火） 第13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
金　沢 15（火） 第12回 金沢スプリントカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿地区交流
佐　賀 19（土） 第2回 カンナ賞 3歳以上 1,400
盛　岡 20（日） 第15回 フェアリーカップ オープン牝馬 1,800
高　知 20（日） 第11回 トレノ賞 3歳以上 1,300
盛　岡 21（祝・月） 第18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
名古屋 21（祝・月） 第18回 名港盃 3歳以上 1,900 北陸・東海・近畿地区交流
園　田 25（金） 第7回 兵庫サマークイーン賞 3歳以上牝馬 1,700 地方全国交流
佐　賀 26（土） 第2回 大村湾賞 3歳以上 1,400
帯　広 27（日） 第26回 はまなす賞 3歳・4歳 200
盛　岡 27（日） 第28回 ひまわり賞（オークス） 3歳牝馬 2,000
門　別 31（木） 第51回 赤レンガ記念 3歳以上 1,800 地方全国交流

8
月

盛　岡 2（土） 第37回 すずらん賞 オープン 1,600
盛　岡 3（日） 第36回 せきれい賞 オープン 芝2,400 地方全国交流
佐　賀 3（日） 第2回 仙酔峡賞 3歳以上 1,750
金　沢 5（火） 第58回 MRO金賞 3歳 1,700 北陸・東海・近畿地区交流
佐　賀 9（土） 第2回 池田湖賞 3歳以上 1,750
帯　広 10（日） 第26回 ばんえいグランプリ 3歳以上 200 ファン投票
佐　賀 10（日） 第1回 尾鈴山賞 3歳以上 1,750
盛　岡 13（水） 第19回 クラスターカップJpnⅢ 3歳以上 1,200 中央・地方全国交流
門　別 14（木） 第26回 ブリーダーズゴールドカップJpnⅢ 3歳以上牝馬 2,000 中央・地方全国交流
門　別 14（木） 第1回 フルールカップ 2歳牝馬 1,000 地方全国交流
笠　松 15（金） 第43回 くろゆり賞 3歳以上 1,600 北陸・東海・近畿地区交流
園　田 15（金） 第46回 摂津盃 3歳以上 1,700
盛　岡 16（土） 第15回 若鮎賞 2歳 芝1,600
佐　賀 16（土） 第2回 新涼賞 3歳以上 1,400
盛　岡 17（日） 第37回 桂樹杯 オープン 芝1,600
佐　賀 19（火） 第14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 19（火） 第18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 21（木） 第35回 王冠賞 3歳 2,600 地方全国交流
帯　広 24（日） 第39回 ばんえい大賞典 3歳 200
高　知 24（日） 第37回 建依別賞 3歳以上 1,400
佐　賀 24（日） 第2回 志布志湾賞 3歳以上 1,400
門　別 26（火） 第8回 ブリーダーズゴールドジュニアカップ 2歳 1,800
金　沢 26（火） 第10回 イヌワシ賞 3歳以上 2,000 地方全国交流
佐　賀 30（土） 第1回 御船山賞 3歳以上 1,750
金　沢 31（日） 第1回 加賀友禅賞 3歳牝馬 1,300

9
月

水　沢 1（月） 第40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
門　別 4（木） 第11回 リリーカップ 2歳牝馬 1,200 地方全国交流
園　田 5（金） 第11回 園田チャレンジカップ 3歳以上 1,400 北陸・東海・近畿地区交流
佐　賀 6（土） 第1回 大淀川賞 3歳以上 1,750
水　沢 7（日） 第32回 ビギナーズカップ 2歳 1,400
佐　賀 7（日） 第2回 開聞岳賞 3歳以上 1,750
浦　和 11（木） 第25回 テレ玉杯オーバルスプリントJpnⅢ 3歳以上 1,400 中央・地方全国交流
水　沢 13（土） 第2回 ヴィーナススプリント オ－プン牝馬 1,300
佐　賀 13（土） 第2回 長月賞 3歳以上 1,400
帯　広 14（日） 第22回 銀河賞 4歳 200
水　沢 14（日） 第22回 青藍賞 オ－プン 1,600
金　沢 14（日） 第49回 サラブレッド大賞典 3歳 2,000
名古屋 15（祝・月） 第8回 秋桜賞 3歳以上牝馬 1,400 地方全国交流
門　別 17（水） 第58回 ステイヤーズカップ 3歳以上 2,600 地方全国交流
門　別 18（木） 第14回 イノセントカップ 2歳 1,200 地方全国交流
園　田 18（木） 第16回 園田プリンセスカップ 2歳牝馬 1,400 地方全国交流
盛　岡 20（土） 第2回 イーハトーブマイル 3歳 1,600
盛　岡 21（日） 第16回 ジュニアグランプリ 2歳 芝1,600 地方全国交流
高　知 21（日） 第26回 珊瑚冠賞 3歳以上 1,900
佐　賀 21（日） 第11回 ロータスクラウン賞 3歳 1,800 四国・九州地区交流
門　別 23（祝・火） 第14回 フローラルカップ 2歳牝馬 1,700 地方全国交流
船　橋 23（祝・火） 第61回 日本テレビ盃JpnⅡ 3歳以上 1,800 中央・地方全国交流
笠　松 25（木） 第41回 オータムカップ 3歳以上 1,900 北陸・東海・近畿地区交流
盛　岡 27（土） 第26回 栗駒賞 オープン 1,200
帯　広 28（日） 第50回 岩見沢記念 3歳以上 200
盛　岡 28（日） 第16回 岩手県知事杯OROカップ オープン 芝1,700 地方全国交流
盛　岡 28（日） 第4回 絆カップ オープン 2,000
盛　岡 29（月） OROカップディスタフ オープン牝馬 1,800
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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・住信SBIネット銀行会員・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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ラ
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投票

ス
マ
ー
ト
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ン

携
　
　 帯
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

高　知

佐　賀

03

06

11

12

41

42

43

51

52

55

61

0180-991-335（盛岡開催）（盛岡市）
0180-991-336（水沢開催）（奥州市）

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）

0180-998-991（高知市）

0180-993-400
（東京03エリア）

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。

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

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
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●

●

●

オッズパーク
サポートセンター
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7


