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△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日01R0955発走

2018年08月05日札幌01回04日01R0955発走 未勝利 2歳未勝利馬齢1500芝  08頭

2歳未勝利馬齢1500芝  08頭札 幌

1R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:25%-12%- 9%:
先:48%-33%-33%:
差:19%-38%-40%:
追: 6%-15%-16%:
逃差先:6%--:0点
逃先差:6%--:0点
先追先:5%--:0点
先差追:5%--:0点
先差差:5%--:0点
先差逃:5%--:0点

札幌1500芝:直170m角243m直292m角528m直266m坂000m

ＪＲＡで唯一組まれている距離で､札幌競馬場を象徴する特殊なコース｡スタート地点は１コーナー横にあるポケット｡スタート後､約１７０ｍ斜めに走り向正面直線に合流｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６
ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コース全体が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が
２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡全体的には中山芝１６００ｍに似たようなコース形態になっている｡前半の２.５ハロンはペースが速く､クラスを問わず２９秒５

が水準時計｡その後は中盤からゴールまで一定のペースで進むことが多い｡脚質別成績を見ると､Ａコース時は逃げ馬が圧倒的に強い｡ところがＢコース､Ｃコースになると逃げ馬が壊滅｡先行馬と差し馬がそれぞれ
互角の活躍｡追い込みは常に厳しい｡枠順傾向は中山芝１６００ｍ同様､内枠が有利｡フルゲートは１４頭だが､スタート直後にコーナーがあるので外枠の馬は､外々を回らされて不利になる｡外枠の差し馬は割引が
必要｡内枠の馬同士で決まり､大波乱という結果もめずらしくない｡要求される距離適性は､マイルよりやや短め｡平坦コースのせいか､１４００ｍがベストの馬でも対応しやすい｡種牡馬傾向はスペシャルウィーク
､サクラバクシンオー､タイキシャトル､クロフネらが上位拮抗｡グラスワンダー､アグネスタキオン､フジキセキはあまりよくない｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-２Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･
重賞(２９.７-２４.６-３５.６=１.２９.９)､３歳以上５００万(２９.５-２４.０-３５.９=１.２９.４)､３歳以上１０００万(２９.６-２３.９-３５.５=１.２９.０)､３歳以上準Ｏ
Ｐ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日02R1020発走

2018年08月05日札幌01回04日02R1020発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1000ダ  12頭

3歳未勝利馬齢1000ダ  12頭札 幌

2R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:32%-21%- 7%:
先:55%-52%-17%:
差:10%-21%-42%:
追: 1%- 4%-32%:
逃先差:12%--:0点
先逃差:11%--:0点
先先差:10%--:0点
逃先追:10%--:0点
先先追:7%--:0点
逃差追:7%--:0点

札幌1000ダ:直284m角451m直264m坂000m

スタート地点は向正面左､２コーナー出口付近｡３コーナーまでの距離は約２８０ｍ｡札幌のダートコースは高低差がほとんどないのが特徴｡ローカルの競馬場は､一般的に平坦コースと言われているが､実際にはコ
ース全体で高低差が少しある｡その中でも札幌のダートコースの高低差は０.９ｍと､ＪＲＡ全１０場の中で新潟ダートコース(０.５ｍ)に次いで２番目に少ない｡加えて､コース全体が丸みを帯びており､コーナ
ーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離は２６４ｍ｡テンから目一杯飛ばして､そのままなだれ込むレース｡前述したようにカーブが緩い分

､純粋にスピードの絶対値が問われ､逃げ～先行馬が断然優勢｡前に行った馬はなかなか止まらない｡行った行ったのケースも多く､単調なレースになりやすい｡ただ､これはレースの大半が未勝利戦や５００万クラ
スであることも大きいはず｡枠順傾向は４枠より内がいい｡外枠は２着止まりのケースが多くなる｡種牡馬成績はキングカメハメハ､クロフネ､スクワートルスクワート､サウスヴィグラスが上位｡サクラバクシンオ
ー､ワイルドラッシュ､フジキセキはひと息｡かつて強かったフォーティナイナーは近年､５００万クラス以上での好走が少なくなった｡　●クラス別水準ラップ(２Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─
)､３歳以上５００万(２３.４-３５.７=５９.１)､３歳以上１０００万(２３.１-３５.４=５８.５)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日03R1050発走

2018年08月05日札幌01回04日03R1050発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1700ダ  14頭

3歳未勝利馬齢1700ダ  14頭札 幌

3R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:23%-15%-14%:
先:66%-53%-21%:
差: 8%-26%-40%:
追: 0%- 5%-23%:
先先差:11%--:0点
先先先:9%--:0点
逃先差:9%--:0点
先先追:8%--:0点
先逃差:8%--:0点
逃先追:8%--:0点

札幌1700ダ:直240m角451m直292m角451m直264m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線右｡ダートコースを１周強回る｡最初の１コーナーまでの距離は約２４０ｍ｡札幌のダートコースは高低差がほとんどないのが特徴｡ローカルの競馬場は､一般的に平坦コースと言
われているが､実際にはコース全体で高低差が少しある｡その中でも札幌のダートコースの高低差は０.９ｍと､ＪＲＡ全１０場の中で新潟ダートコース(０.５ｍ)に次いで２番目に少ない｡加えて､コース全体が
丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離は２６４ｍ｡３歳以上重賞の水準ラップと勝ち時計はＧ３のエルムＳを対

象｡高低差が少なく､コーナーのカーブが緩いコースらしく､全体的に速い時計が出る｡スタート後の５００ｍはかなり速い｡向正面に入ってもペースはあまり落ちず､そのあともゴールまで一定の速いペースで推移
｡スローペースの上がり勝負にはほとんどならない｡スピードの持続力に長け､ダートの高速決着に対応できるスピードタイプの馬でないと苦しい｡札幌ダートの主力条件で､重賞以外のクラスでも多くのレースが組
まれている｡脚質は好位につけられる先行馬が最も有利｡逃げ馬も悪くない｡差し馬はコーナーでマクリ､４コーナー出口までに好位に押し上げられるタイプでないとなかなか勝てない｡枠順の有利･不利はあまりな
い｡種牡馬成績は､シンボリクリスエス､クロフネ､アフリート､マンハッタンカフェ､ワイルドラッシュらが上位｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳
以上５００万(３０.１-３７.９-３８.２=１.４６.２)､３歳以上１０００万(３０.０-３７.９-３７.１=１.４５.０)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２９.８-３７.０-３７.０=１.４３.８
)､３歳以上重賞(２９.７-３７.０-３６.４=１.４３.１)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日04R1120発走

2018年08月05日札幌01回04日04R1120発走 未勝利 3歳未勝利馬齢2000芝  16頭

3歳未勝利馬齢2000芝  16頭札 幌

4R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:17%- 5%- 7%:
先:48%-47%-11%:
差:28%-35%-45%:
追: 5%-11%-35%:
逃先追:11%--:0点
先先追:10%--:0点
先差差:8%--:0点
先先差:8%--:0点
先差追:7%--:0点
差差差:5%--:0点

札幌2000芝:直385m角528m直292m角528m直266m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線の４コーナー奥ポケット｡スタンド前の直線を大きく横切り一周する｡最初のコーナーまでの距離は約３８０ｍ｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたり
ほぼ平坦｡また､コース全体が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､１～２コーナー､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.
１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡競馬場全体をフルに使う癖がないコースだ｡最初の１コーナーまで距離があることと､１ハロン伸びた分だけ芝１８００ｍよりはペースは落

ち着きやすい｡スローペースになればその分､一瞬の切れが必要になる｡ただ､一般的には平均ペースが多い｡クラスが上がるごとに中盤３ハロンのペースは厳しくなる｡上がり３ハロンはどのクラスも３５秒台が水
準｡力が要る洋芝の影響もあり､全体の時計は函館より若干速い程度｡Ｇ２の札幌記念でも２分００秒台を切るとは限らない｡脚質的には逃げ～先行馬が有利｡特にＡコース時は強い｡Ｂコース､Ｃコースでは逆に逃
げ馬はやや厳しく､先行馬がいい｡差し～追い込み馬は､マクリながら前に進出することが求められる｡また､脚質に限らず洋芝適性は必須｡コース形態的に枠順の有利･不利はあまりなさそうだが､実際には上のク
ラスに行くほど中枠より内が有利｡フルゲート(１６頭)の際の１２番ゲートより外は不振だ｡種牡馬成績はシンボリクリスエスが筆頭｡単･複回収率も高い｡以下､スペシャルウィーク､マンハッタンカフェ､ホワ
イトマズル､ジャングルポケットらが上位｡エルコンドルパサー､ウォーエンブレム､ティンバーカントリーなどのミスタープロスペクター系は､札幌芝１８００ｍでは不振だったが､ここでは浮上してくる｡ダンス
インザダーク､アグネスタキオンはよくない｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-４Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.６-５０.８-３５.９=２.０２.３)､３歳以上
１０００万(３６.０-４９.５-３６.０=２.０１.５)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.７-４９.４-３５.３=２.００.４)､３歳以上重賞(３５.３-４８.７-３５.８=１.５９.８)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日05R1210発走

2018年08月05日札幌01回04日05R1210発走 新  馬 2歳新  馬馬齢1800芝  11頭

2歳新  馬馬齢1800芝  11頭札 幌

5R 新  馬新  馬

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃: 7%-11%-23%:
先:68%-48%-25%:
差:18%-26%-35%:
追: 5%-13%-15%:
先先差:9%--:0点
先差差:7%--:0点
先先追:7%--:0点
先先先:6%--:0点
差先先:5%--:0点
先追逃:5%--:0点

札幌1800芝:直185m角528m直292m角528m直266m坂000m

スタート地点は正面スタンド前｡ホームストレッチの半ば付近で､最初のコーナーまでの距離は約１８０ｍ｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コース全体が丸みを帯
びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､１～２コーナー､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコ
ース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡１コーナーまでの距離が短いため､最初の１ハロンのペースはやや速い｡２ハロン目は当然速く､ペースが落ち着くとしたらその後の向正面の直線｡ただ､極端には緩まずに一定の

ペースで流れることが多い｡上がりの競馬にはあまりならない｡脚質的には逃げ～先行馬が有利｡ただし､仮柵がＡ→Ｂ→Ｃと移動するにつれて逃げ～先行馬の成績は下がり､差し馬が台頭する｡開幕週･Ａコースの
条件下で行われるクイーンＳは逃げ馬の天下となっている｡枠順は基本的に内がいいが､内で出脚が悪いとへこまされて簡単に位置取りが悪くなるので諸刃の剣｡中枠から先行できるタイプが最もリスクが少ない｡種
牡馬成績はスペシャルウィーク､ダンスインザダーク､フジキセキ､ネオユニヴァース､ステイゴールド､マンハッタンカフェらサンデーサイレンスの系統が強い｡キングカメハメハらミスタープロスペクター系はひ
と息｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３６.３-３７.３-３６.２=１.４９.８)､３歳以上５００万(３７.０-３７.２-３５.６=１.４９.８)､３歳
以上１０００万(３６.４-３７.２-３５.６=１.４９.２)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(３６.０-３６.５-３５.５=１.４８.０)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日06R1240発走

2018年08月05日札幌01回04日06R1240発走 500万 3歳上500万定量2400ダ  12頭

3歳上500万定量2400ダ  12頭札 幌

6R 500万500万

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃: 6%-31%-18%:
先:50%-68%-31%:
差:43%- 0%-50%:
追: 0%- 0%- 0%:
先先差:31%--:0点
差逃先:18%--:0点
差先差:12%--:0点
差先逃:12%--:0点
先先先:6%--:0点
先逃先:6%--:0点

札幌2400ダ:直000m角000m直000m坂000m

スタート地点は向正面直線の真ん中付近｡コース全体を約１周半回る｡最初の１コーナーまでの距離は約１９７ｍ｡札幌のダートコースは高低差がほとんどないのが特徴｡ローカルの競馬場は､一般的に平坦コースと
言われているが､実際にはコース全体で高低差が少しある｡その中でも札幌のダートコースの高低差は０.９ｍと､ＪＲＡ全１０場の中で新潟ダートコース(０.５ｍ)に次いで２番目に少ない｡加えて､コース全体
が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､１～２コーナー､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離は２６４ｍ｡現在は古馬５００万クラスの平場戦での

み施行されているマイナーな条件｡年間２､３鞍しか組まれていない｡スタート直後からの３ハロンと､続く３ハロンのペースはほぼ同じ｡ただし､ここでは函館ダート２４００ｍよりもそれぞれ１秒時計がかかって
いる｡その分､ラスト３ハロンの時計が速く､５００万クラスの水準が３８秒台｡全体の時計は函館ダート２４００ｍとほぼ同じだ｡２周目の３コーナーの残り６００ｍ地点から各馬が押っつけにかかり､ラストスパ
ート｡そこからゴールまで追い通しとなる｡勝つような馬は最後の直線入り口の地点で１､２番手につけており､直線に入ってから隊列が激しく入れ替わるようなことはない｡ただ､一本調子でなだれ込む逃げ馬には
厳しい条件で､終いにピリッとした末脚は必須｡勝ち馬は大抵､メンバー中３位以内の上がりを使っている｡近走､ダートの１７００ｍや１８００ｍで追い込んで届かず､惜敗しているような馬が面白い｡枠順の有利
･不利はない｡種牡馬傾向はブライアンズタイム､チーフベアハートが好成績｡モンジューやデザートキングといった海外の長距離Ｇ１で実績がある血統が来ていることから､スタミナがある血統がいいだろう｡　●
クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３８.３-３８.４-４０.０-３８.７=２.３５.４)､３歳以上１０００万(─)､３歳以上準Ｏ
Ｐ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日07R1310発走

2018年08月05日札幌01回04日07R1310発走 500万 3歳上500万定量1700ダ  11頭

3歳上500万定量1700ダ  11頭札 幌

7R 500万500万

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:23%-15%-14%:
先:66%-53%-21%:
差: 8%-26%-40%:
追: 0%- 5%-23%:
先先差:11%--:0点
先先先:9%--:0点
逃先差:9%--:0点
先先追:8%--:0点
先逃差:8%--:0点
逃先追:8%--:0点

札幌1700ダ:直240m角451m直292m角451m直264m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線右｡ダートコースを１周強回る｡最初の１コーナーまでの距離は約２４０ｍ｡札幌のダートコースは高低差がほとんどないのが特徴｡ローカルの競馬場は､一般的に平坦コースと言
われているが､実際にはコース全体で高低差が少しある｡その中でも札幌のダートコースの高低差は０.９ｍと､ＪＲＡ全１０場の中で新潟ダートコース(０.５ｍ)に次いで２番目に少ない｡加えて､コース全体が
丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離は２６４ｍ｡３歳以上重賞の水準ラップと勝ち時計はＧ３のエルムＳを対

象｡高低差が少なく､コーナーのカーブが緩いコースらしく､全体的に速い時計が出る｡スタート後の５００ｍはかなり速い｡向正面に入ってもペースはあまり落ちず､そのあともゴールまで一定の速いペースで推移
｡スローペースの上がり勝負にはほとんどならない｡スピードの持続力に長け､ダートの高速決着に対応できるスピードタイプの馬でないと苦しい｡札幌ダートの主力条件で､重賞以外のクラスでも多くのレースが組
まれている｡脚質は好位につけられる先行馬が最も有利｡逃げ馬も悪くない｡差し馬はコーナーでマクリ､４コーナー出口までに好位に押し上げられるタイプでないとなかなか勝てない｡枠順の有利･不利はあまりな
い｡種牡馬成績は､シンボリクリスエス､クロフネ､アフリート､マンハッタンカフェ､ワイルドラッシュらが上位｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳
以上５００万(３０.１-３７.９-３８.２=１.４６.２)､３歳以上１０００万(３０.０-３７.９-３７.１=１.４５.０)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２９.８-３７.０-３７.０=１.４３.８
)､３歳以上重賞(２９.７-３７.０-３６.４=１.４３.１)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日08R1340発走

2018年08月05日札幌01回04日08R1340発走 500万 3歳上500万定量1200芝  16頭

3歳上500万定量1200芝  16頭札 幌

8R 500万500万

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:21%-10%-13%:
先:35%-48%-25%:
差:35%-27%-40%:
追: 7%-13%-21%:
逃先差:7%--:0点
差差差:6%--:0点
先差差:6%--:0点
先先先:6%--:0点
逃先追:6%--:0点
差先差:5%--:0点

札幌1200芝:直405m角528m直266m坂000m

スタート地点は向正面直線２コーナーから少し左に入ったところのポケット｡最初の３コーナーまでの距離は約４００ｍある｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コー
ス全体が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコ
ース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡各クラスで頻繁に組まれており､札幌開催の番組の中心を担う条件｡テンから飛ばす前傾ラップのレース｡ゴール前は平坦でも最後は凌ぎ合いで､ラスト１ハロンの時計がかかる｡

時計の出方は開催日によって違ってくるが､函館開催時期に比べて雨で道悪になるケースは少ない｡洋芝でもスピード重視｡脚質的は基本的に逃げ～先行馬が有利｡ただし､Ａ→Ｂ→Ｃと仮柵が外に行くほど､逃げ馬
の成績はやや悪くなる｡枠順は真ん中より内が有利｡馬番で言うと１０番以内がベスト｡８枠は不利で､すんなり先手を奪えそうな馬でないと厳しい｡種牡馬成績はサクラバクシンオーが筆頭だが､５００万クラス以
上では２着が多くなっているので注意｡スウェプトオーヴァーボード､シンボリクリスエス､スペシャルウィークが勝ち鞍･配当的に妙味｡タイキシャトル､ボストンハーバーは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ
-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３４.５-３５.６=１.１０.１)､３歳以上５００万(３３.９-３５.８=１.０９.７)､３歳以上１０００万(３４.０-３５.２=１.０９.２)､３歳以上
準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.６-３５.０=１.０８.６)､３歳以上重賞(３３.８-３４.６=１.０８.４)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日09R1415発走

2018年08月05日札幌01回04日09R1415発走 500万 3歳上500万定量2600芝  14頭

3歳上500万定量2600芝  14頭札 幌

9R 500万500万

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:16%- 9%-16%:
先:51%-54%-45%:
差:25%-25%-19%:
追: 6%- 9%-19%:
先先追:16%--:0点
逃差先:12%--:0点
先先差:9%--:0点
先先先:6%--:0点
先先逃:6%--:0点
先逃先:6%--:0点

札幌2600芝:直164m角528m直292m角528m直292m角528m直266m坂000m

スタート地点は向正面直線半ば｡スタート後､約１６０ｍ直線を走ってから１周目の３コーナーカーブに差し掛かる｡コース全体を１周半グルリと回るレースで､札幌競馬場における最長距離競走｡同競馬場の芝コー
スは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コース全体が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､１～２コーナー､３～４コーナーはかなり緩やかなカ
ーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡最初のコーナーまでの距離が短いこともあり､序盤の主導権争いはポイント｡最初の３ハロン

の方が､次の３ハロンより速く､一周目の正面スタンド前に入ったところでようやく隊列が落ち着く｡１～２コーナーから２周目の向正面の途中までにさらにペースが落ち､その後３コーナー過ぎからペースアップ｡
あとはゴールまでロングスパートとなる｡洋芝での長丁場ゆえに､非常にスタミナが要求されるタフなレース｡終盤に脚を残すようなレースにはなるが､鋭い決め手は不用｡切れ味より持続力｡団子状態のまま最後の
直線に入ることは少なく､力がない馬はついてこられずに道中で脱落してしまう｡好走馬の脚質は逃げ～先行馬が大半｡ある程度前に行ってレースを進められないと厳しい｡枠順はできるだけ内を引いた方がいい｡種
牡馬成績は同じ馬が複数回好走していることを考慮しなければならないが､ジャングルポケット､チーフベアハート､ジェイドロバリー､マンハッタンカフェが上位｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-４Ｆ-３Ｆ-３
Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３７.１-５０.７-３８.０-３７.１=２.４２.９)､３歳以上１０００万(３７.３-５１.５-３７.６-３５.７=２.４２.１)､３
歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３７.１-５０.０-３６.５-３６.６=２.４０.２)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日10R1450発走

2018年08月05日札幌01回04日10R1450発走 大倉山特別 3歳上1000万定量1700ダ  14頭

3歳上1000万定量1700ダ  14頭札 幌

10R 大倉山特別大倉山特別

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:23%-15%-14%:
先:66%-53%-21%:
差: 8%-26%-40%:
追: 0%- 5%-23%:
先先差:11%--:0点
先先先:9%--:0点
逃先差:9%--:0点
先先追:8%--:0点
先逃差:8%--:0点
逃先追:8%--:0点

札幌1700ダ:直240m角451m直292m角451m直264m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線右｡ダートコースを１周強回る｡最初の１コーナーまでの距離は約２４０ｍ｡札幌のダートコースは高低差がほとんどないのが特徴｡ローカルの競馬場は､一般的に平坦コースと言
われているが､実際にはコース全体で高低差が少しある｡その中でも札幌のダートコースの高低差は０.９ｍと､ＪＲＡ全１０場の中で新潟ダートコース(０.５ｍ)に次いで２番目に少ない｡加えて､コース全体が
丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離は２６４ｍ｡３歳以上重賞の水準ラップと勝ち時計はＧ３のエルムＳを対

象｡高低差が少なく､コーナーのカーブが緩いコースらしく､全体的に速い時計が出る｡スタート後の５００ｍはかなり速い｡向正面に入ってもペースはあまり落ちず､そのあともゴールまで一定の速いペースで推移
｡スローペースの上がり勝負にはほとんどならない｡スピードの持続力に長け､ダートの高速決着に対応できるスピードタイプの馬でないと苦しい｡札幌ダートの主力条件で､重賞以外のクラスでも多くのレースが組
まれている｡脚質は好位につけられる先行馬が最も有利｡逃げ馬も悪くない｡差し馬はコーナーでマクリ､４コーナー出口までに好位に押し上げられるタイプでないとなかなか勝てない｡枠順の有利･不利はあまりな
い｡種牡馬成績は､シンボリクリスエス､クロフネ､アフリート､マンハッタンカフェ､ワイルドラッシュらが上位｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳
以上５００万(３０.１-３７.９-３８.２=１.４６.２)､３歳以上１０００万(３０.０-３７.９-３７.１=１.４５.０)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２９.８-３７.０-３７.０=１.４３.８
)､３歳以上重賞(２９.７-３７.０-３６.４=１.４３.１)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日11R1525発走

2018年08月05日札幌01回04日11R1525発走 ＵＨＢ賞 3歳上OPEN  ﾊﾝﾃﾞ1200芝  10頭

3歳上OPEN  ﾊﾝﾃﾞ1200芝  10頭札 幌

11R ＵＨＢ賞ＵＨＢ賞

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:21%-10%-13%:
先:35%-48%-25%:
差:35%-27%-40%:
追: 7%-13%-21%:
逃先差:7%--:0点
差差差:6%--:0点
先差差:6%--:0点
先先先:6%--:0点
逃先追:6%--:0点
差先差:5%--:0点

札幌1200芝:直405m角528m直266m坂000m

スタート地点は向正面直線２コーナーから少し左に入ったところのポケット｡最初の３コーナーまでの距離は約４００ｍある｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コー
ス全体が丸みを帯びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコ
ース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡各クラスで頻繁に組まれており､札幌開催の番組の中心を担う条件｡テンから飛ばす前傾ラップのレース｡ゴール前は平坦でも最後は凌ぎ合いで､ラスト１ハロンの時計がかかる｡

時計の出方は開催日によって違ってくるが､函館開催時期に比べて雨で道悪になるケースは少ない｡洋芝でもスピード重視｡脚質的は基本的に逃げ～先行馬が有利｡ただし､Ａ→Ｂ→Ｃと仮柵が外に行くほど､逃げ馬
の成績はやや悪くなる｡枠順は真ん中より内が有利｡馬番で言うと１０番以内がベスト｡８枠は不利で､すんなり先手を奪えそうな馬でないと厳しい｡種牡馬成績はサクラバクシンオーが筆頭だが､５００万クラス以
上では２着が多くなっているので注意｡スウェプトオーヴァーボード､シンボリクリスエス､スペシャルウィークが勝ち鞍･配当的に妙味｡タイキシャトル､ボストンハーバーは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ
-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３４.５-３５.６=１.１０.１)､３歳以上５００万(３３.９-３５.８=１.０９.７)､３歳以上１０００万(３４.０-３５.２=１.０９.２)､３歳以上
準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.６-３５.０=１.０８.６)､３歳以上重賞(３３.８-３４.６=１.０８.４)



△CapStone△
2018年08月05日札幌01回04日12R1605発走

2018年08月05日札幌01回04日12R1605発走 藻岩山特別 3歳上1000万ﾊﾝﾃﾞ1800芝  09頭

3歳上1000万ﾊﾝﾃﾞ1800芝  09頭札 幌

12R 藻岩山特別藻岩山特別

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃: 7%-11%-23%:
先:68%-48%-25%:
差:18%-26%-35%:
追: 5%-13%-15%:
先先差:9%--:0点
先差差:7%--:0点
先先追:7%--:0点
先先先:6%--:0点
差先先:5%--:0点
先追逃:5%--:0点

札幌1800芝:直185m角528m直292m角528m直266m坂000m

スタート地点は正面スタンド前｡ホームストレッチの半ば付近で､最初のコーナーまでの距離は約１８０ｍ｡札幌競馬場の芝コースは高低差が０.６ｍと小さく､全周にわたりほぼ平坦｡また､コース全体が丸みを帯
びており､コーナーが大回りで直線部分が短いという特徴がある｡よって､１～２コーナー､３～４コーナーはかなり緩やかなカーブ｡最後の直線距離はＡコース時が２６６.１ｍ､Ｂコース時が２６７.６ｍ､Ｃコ
ース時が２６９.１ｍ｡芝は洋芝｡１コーナーまでの距離が短いため､最初の１ハロンのペースはやや速い｡２ハロン目は当然速く､ペースが落ち着くとしたらその後の向正面の直線｡ただ､極端には緩まずに一定の

ペースで流れることが多い｡上がりの競馬にはあまりならない｡脚質的には逃げ～先行馬が有利｡ただし､仮柵がＡ→Ｂ→Ｃと移動するにつれて逃げ～先行馬の成績は下がり､差し馬が台頭する｡開幕週･Ａコースの
条件下で行われるクイーンＳは逃げ馬の天下となっている｡枠順は基本的に内がいいが､内で出脚が悪いとへこまされて簡単に位置取りが悪くなるので諸刃の剣｡中枠から先行できるタイプが最もリスクが少ない｡種
牡馬成績はスペシャルウィーク､ダンスインザダーク､フジキセキ､ネオユニヴァース､ステイゴールド､マンハッタンカフェらサンデーサイレンスの系統が強い｡キングカメハメハらミスタープロスペクター系はひ
と息｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３６.３-３７.３-３６.２=１.４９.８)､３歳以上５００万(３７.０-３７.２-３５.６=１.４９.８)､３歳
以上１０００万(３６.４-３７.２-３５.６=１.４９.２)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(３６.０-３６.５-３５.５=１.４８.０)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日01R1010発走

2018年08月05日新潟02回04日01R1010発走 未勝利 2歳未勝利馬齢1800芝  10頭

2歳未勝利馬齢1800芝  10頭新 潟

1R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃: 7%-13%-13%:
先:26%-28%-16%:
差:44%-41%-28%:
追:21%-16%-41%:
差差追:8%--:0点
差先追:8%--:0点
追差追:6%--:0点
追逃差:5%--:0点
差差差:5%--:0点
差追逃:4%--:0点

新潟1800芝:直747m角393m直658m坂000m

スタート地点は向正面直線の入り口｡内回りコース使用の芝１２００ｍと同じ位置になる｡外回りコース使用で､３コーナーまでの距離は７４８ｍ(Ａコース時)｡３～４コーナーはスパイラルカーブで､やや急な下
り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距離はともに６５９ｍ｡この部分はほぼ平坦だが､距離は日本最長を誇る｡近年は１０００万クラス以下で組まれているコース｡１６００万クラス以
上のタイムは参考程度に考えていただきたい｡各クラスの水準ラップでは中盤の３ハロンが遅くなっている｡ここは３～４コーナーのカーブが含まれる部分であり､直線部分よりもスピードが落ちるのは仕方がない｡

ただ､大半のレースが同じようなラップを踏むかと言うとそうではない｡大まかに分けると超スローペースか平均ペースのどちらか｡スタートからバックストレッチまでのペースが全然上がらず､極端に上がりが速く
なることがある｡逃げ馬には厳しい舞台｡差し馬の好走が多くなっている｡枠順はほぼフラット｡以前は外枠が強い印象だったが､近年はそうでもなくなってきた｡種牡馬成績はキングカメハメハ､ダンスインザダー
ク､オペラハウス､アグネスタキオンらが上位｡フレンチデピュティはいいが､クロフネは苦戦している｡また､ステイゴールド､スペシャルウィークも好走率が悪い｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)
と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.４-３７.１-３４.４=１.４６.９)､３歳以上１０００万(３６.２-３６.７-３３.８=１.４６.７)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(
３５.６-３６.２-３４.３=１.４６.１)､３歳以上重賞(３４.８-３６.１-３４.３=１.４５.２)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日02R1040発走

2018年08月05日新潟02回04日02R1040発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1200ダ  15頭

3歳未勝利馬齢1200ダ  15頭新 潟

2R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:28%-13%- 9%:
先:49%-55%-16%:
差:16%-27%-45%:
追: 5%- 4%-27%:
逃先差:11%--:0点
逃先追:9%--:0点
先逃差:7%--:0点
先先追:7%--:0点
先先差:7%--:0点
先差差:6%--:0点

新潟1200ダ:直524m角321m直353m坂000m

スタート地点は２コーナーのポケット｡中央４場以外でダート１２００ｍを組める唯一の場所だが､実際には芝コースが発走地点｡中山ダート１２００ｍ同様､内と外では芝を走る距離が異なり､外へ行くほど芝部分
が長くなる｡３コーナーまでの距離は約５２５ｍ｡３～４コーナーはスパイラルカーブでほぼ平坦｡新潟ダートコースは高低差が０.５ｍと､ＪＲＡ全１０場のダートの中で最も高低差が少ない｡ただし､競馬場全体
が横に長いため､コーナー角度はきつい｡最後の直線距離は３５４ｍ｡前半６００ｍはクラスを問わず３４秒前半が水準タイム｡前述したように新潟はコーナー角度きついため､スパイラルカーブでも減速せざるを得

ない｡後半６００ｍの速さがクラスの差であることは明らか｡水準タイムはクラスによってやや差が出ている｡基本的に逃げ･先行馬が有利｡最後の直線が長い点は差し馬に有利に働いているが､実際に差し切るには
相当な力が必要｡枠順はフラット｡芝スタートだが､中山ダート１２００ｍのように､単純に外枠有利ではない｡スタートダッシュが決まるかの方が大事｡種牡馬成績はアフリート､タイキシャトル､サクラバクシン
オー､フレンチデピュティ､ブライアンズタイムが上位｡以下､コロナドズクエスト､フォーティナイナーなどミスタープロスペクター系全般が好走馬を量産している｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ)と勝ち
時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３４.１-３７.７=１.１１.８)､３歳以上１０００万(３４.２-３７.０=１.１１.２)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３４.１-３６.１=１.１
０.２)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日03R1110発走

2018年08月05日新潟02回04日03R1110発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1800ダ  15頭

3歳未勝利馬齢1800ダ  15頭新 潟

3R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:22%-19%- 9%:
先:54%-47%-14%:
差:18%-25%-45%:
追: 5%- 8%-30%:
先先差:10%--:0点
先先追:8%--:0点
逃先差:7%--:0点
先逃差:6%--:0点
先逃追:6%--:0点
逃先追:5%--:0点

新潟1800ダ:直388m角321m直415m角321m直353m坂000m

スタート地点はスタンド前直線の４コーナー寄り｡最初の１コーナーまでの距離は約３８９ｍで平坦｡１～２コーナー途中から２コーナー過ぎまで緩い上り坂｡向正面はほぼ平坦｡３～４コーナーはスパイラルカーブ
でほぼ平坦｡新潟ダートコースは高低差が０.５ｍと､ＪＲＡ全１０場のダートの中で最も高低差が少ない｡ただし､競馬場全体が横に長いため､コーナー角度はきつい｡最後の直線距離は３５４ｍ｡フルゲートは１
５頭｡一般的には序盤は各馬がポジションを取りに行くため速く流れて､中盤で落ち着くという展開だが､メンバー構成にかなり左右されやすい｡３歳以上重賞の水準ラップは１０年のエルムＳのみのデータで､同レ

ースは中盤でかなり緩み､上がりの競馬になった｡少ないケースではあるが､スローペースになると､コーナー角度がきつい影響もあり､外々を回らされる馬や後方待機の馬は非常に厳しくなる｡逆に言えば逃げ馬､
４コーナーを先頭で回った馬がそのまま上がりをまとめて好走する確率が高くなる｡一方､平均ペース以上で流れても後ろから行く馬が有利ということはない｡脚質的にはやはり逃げ･先行馬が有利｡道悪になるとそ
の傾向が増し､前々で競馬ができる馬でないと勝負にならない｡良馬場･稍重での逃げ馬の連対率は３５％前後だが､重馬場以上になると約４５％までアップする｡枠順は多頭数の１４番､１５番ゲート以外はほぼフ
ラット｡フルゲートの大外は距離ロスを強いられるのでやや厳しい｡種牡馬成績はシンボリクリスエスがトップ｡以下､ネオユニヴァース､クロフネ､マーベラスサンデー､ブライアンズタイム､キングカメハメハら
が続く｡勝率や連対率ではヘイロー系とミスタープロスペクター系がほぼ互角だが､１８００ｍではヘイロー系の方が強くなる｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)
､３歳以上５００万(３６.６-３８.１-３８.５=１.５３.２)､３歳以上１０００万(３６.０-３８.２-３８.１=１.５２.３)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.８-３７.８-３７.５=１.５
１.１)､３歳以上重賞(３６.０-３９.１-３６.０=１.５１.１)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日04R1140発走

2018年08月05日新潟02回04日04R1140発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1600芝  18頭

3歳未勝利馬齢1600芝  18頭新 潟

4R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:10%- 2%-18%:
先:33%-34%-19%:
差:35%-41%-27%:
追:20%-20%-34%:
差先追:7%--:0点
追差追:6%--:0点
追先逃:5%--:0点
差差追:5%--:0点
差追差:4%--:0点
差差差:4%--:0点

新潟1600芝:直547m角393m直657m坂000m

スタート地点は向正面直線の真ん中よりやや右｡３コーナーまでの直線は約５５０ｍ(Ａコース時)｡バックストレッチの内回りと外回りの分岐点を過ぎたところから､約２ｍの坂を上る｡３～４コーナーはスパイラ
ルカーブで､やや急な下り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距離はともに６５９ｍ｡この部分はほぼ平坦だが､距離は日本最長を誇る｡前半は平均ペースで３～４コーナーのカーブでペ
ースダウン､後半瞬発力勝負というのがおおまかな流れ｡よって､すべてのクラスの水準ラップで前半３ハロンより後半３ハロンの方が速くなっている｡全体の時計も速く､関屋記念では１分３２秒半ばが水準時計｡

新潟２歳Ｓでも１分３４秒台の時計が出る｡仕掛けのタイミングは最後の直線に入ってからでも十分に間に合うため､逃げにとっては厳しいコース｡要は最後の６００～８００ｍでどれだけ速い上がりを使うことがで
きるかがポイントだ｡Ａコースでは先行～差しが互角｡Ｂコースでは差し馬が圧倒的に優勢｡枠順ほぼフラット｡種牡馬成績はアグネスタキオン､フジキセキ､タニノギムレット､サクラバクシンオー､キングカメハ
メハ､ジャングルポケットらが上位｡全体的にはヘイルトゥリーズン系が強い｡アグネスデジタル､マイネルラヴは苦戦｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-２Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３５.６-
２４.７-３４.０=１.３４.３)､３歳以上５００万(３５.５-２４.１-３４.４=１.３４.０)､３歳以上１０００万(３５.２-２３.９-３４.２=１.３３.３)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３
５.１-２３.４-３４.５=１.３３.０)､３歳以上重賞(３５.６-２３.４-３３.５=１.３２.５)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日05R1230発走

2018年08月05日新潟02回04日05R1230発走 新  馬 2歳新  馬馬齢1800芝  08頭

2歳新  馬馬齢1800芝  08頭新 潟

5R 新  馬新  馬

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃: 7%-13%-13%:
先:26%-28%-16%:
差:44%-41%-28%:
追:21%-16%-41%:
差差追:8%--:0点
差先追:8%--:0点
追差追:6%--:0点
追逃差:5%--:0点
差差差:5%--:0点
差追逃:4%--:0点

新潟1800芝:直747m角393m直658m坂000m

スタート地点は向正面直線の入り口｡内回りコース使用の芝１２００ｍと同じ位置になる｡外回りコース使用で､３コーナーまでの距離は７４８ｍ(Ａコース時)｡３～４コーナーはスパイラルカーブで､やや急な下
り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距離はともに６５９ｍ｡この部分はほぼ平坦だが､距離は日本最長を誇る｡近年は１０００万クラス以下で組まれているコース｡１６００万クラス以
上のタイムは参考程度に考えていただきたい｡各クラスの水準ラップでは中盤の３ハロンが遅くなっている｡ここは３～４コーナーのカーブが含まれる部分であり､直線部分よりもスピードが落ちるのは仕方がない｡

ただ､大半のレースが同じようなラップを踏むかと言うとそうではない｡大まかに分けると超スローペースか平均ペースのどちらか｡スタートからバックストレッチまでのペースが全然上がらず､極端に上がりが速く
なることがある｡逃げ馬には厳しい舞台｡差し馬の好走が多くなっている｡枠順はほぼフラット｡以前は外枠が強い印象だったが､近年はそうでもなくなってきた｡種牡馬成績はキングカメハメハ､ダンスインザダー
ク､オペラハウス､アグネスタキオンらが上位｡フレンチデピュティはいいが､クロフネは苦戦している｡また､ステイゴールド､スペシャルウィークも好走率が悪い｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)
と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.４-３７.１-３４.４=１.４６.９)､３歳以上１０００万(３６.２-３６.７-３３.８=１.４６.７)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(
３５.６-３６.２-３４.３=１.４６.１)､３歳以上重賞(３４.８-３６.１-３４.３=１.４５.２)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日06R1300発走

2018年08月05日新潟02回04日06R1300発走 新  馬 2歳新  馬馬齢1400芝  18頭

2歳新  馬馬齢1400芝  18頭新 潟

6R 新  馬新  馬

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:23%- 8%- 8%:
先:34%-41%-20%:
差:28%-41%-34%:
追:13%- 8%-36%:
先先追:11%--:0点
逃先差:7%--:0点
差差追:5%--:0点
差差差:5%--:0点
先差逃:4%--:0点
逃差追:4%--:0点

新潟1400芝:直647m角393m直358m坂000m

スタート地点は向正面直線の右奥の２コーナーポケット｡芝１２００ｍからそのまま２００ｍ延長したコース｡芝１４００ｍは外回りコースも取れるが､通常は内回りコースが使用される｡３コーナーまでの直線は約
６４８ｍ(Ａコース時)｡外回りの芝１６００ｍよりも長いバックストレッチを走ることになる｡３～４コーナーはスパイラルカーブで緩やかな下り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距
離はともに３５９ｍ｡ＢコースはＡコースより４ｍ幅員が狭くなっている｡前半６００ｍは丸々直線のみを走ることになるが､各クラスの水準時計が示す通り､後半６００ｍより速い前傾ラップとなっている｡前半が

速すぎると､ラスト１ハロンの時計がかかる｡そうでない場合は残り１０００ｍから１１秒台のラップが平均してゴールまで続くイメージ｡脚質的には芝１２００ｍ同様逃げ･先行馬が有利｡好走馬の数では先行と差
しが多いが､勝率や連対率､回収率などあらゆる面で逃げ馬がトップにある｡特にＡコース時は強い｡馬場状態にもよるが､前半６００ｍが３３秒台で流れても差し→差しで決まるケースは少なく､差し馬が好走して
も前が総崩れになることは珍しい｡追い込み馬は苦しい｡枠順はフラット｡種牡馬成績はここでもサクラバクシンオーがトップ｡以下フジキセキ､アグネスタキオン､ダンスインザダーク､マーベラスサンデーとヘイ
ロー系が上位｡その他ではキングカメハメハ､タニノギムレット､スウェプトオーヴァーボードがいい｡キングヘイローとネオユニヴァースは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-１Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳Ｏ
Ｐ特別･重賞(３４.７-１２.１-３５.６=１.２２.４)､３歳以上５００万(３４.１-１１.８-３５.７=１.２１.６)､３歳以上１０００万(３４.２-１１.９-３５.２=１.２１.３)､３歳
以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.８-１１.６-３５.４=１.２０.８)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日07R1330発走

2018年08月05日新潟02回04日07R1330発走 500万 3歳上500万定量1800ダ  15頭

3歳上500万定量1800ダ  15頭新 潟

7R 500万500万

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:22%-19%- 9%:
先:54%-47%-14%:
差:18%-25%-45%:
追: 5%- 8%-30%:
先先差:10%--:0点
先先追:8%--:0点
逃先差:7%--:0点
先逃差:6%--:0点
先逃追:6%--:0点
逃先追:5%--:0点

新潟1800ダ:直388m角321m直415m角321m直353m坂000m

スタート地点はスタンド前直線の４コーナー寄り｡最初の１コーナーまでの距離は約３８９ｍで平坦｡１～２コーナー途中から２コーナー過ぎまで緩い上り坂｡向正面はほぼ平坦｡３～４コーナーはスパイラルカーブ
でほぼ平坦｡新潟ダートコースは高低差が０.５ｍと､ＪＲＡ全１０場のダートの中で最も高低差が少ない｡ただし､競馬場全体が横に長いため､コーナー角度はきつい｡最後の直線距離は３５４ｍ｡フルゲートは１
５頭｡一般的には序盤は各馬がポジションを取りに行くため速く流れて､中盤で落ち着くという展開だが､メンバー構成にかなり左右されやすい｡３歳以上重賞の水準ラップは１０年のエルムＳのみのデータで､同レ

ースは中盤でかなり緩み､上がりの競馬になった｡少ないケースではあるが､スローペースになると､コーナー角度がきつい影響もあり､外々を回らされる馬や後方待機の馬は非常に厳しくなる｡逆に言えば逃げ馬､
４コーナーを先頭で回った馬がそのまま上がりをまとめて好走する確率が高くなる｡一方､平均ペース以上で流れても後ろから行く馬が有利ということはない｡脚質的にはやはり逃げ･先行馬が有利｡道悪になるとそ
の傾向が増し､前々で競馬ができる馬でないと勝負にならない｡良馬場･稍重での逃げ馬の連対率は３５％前後だが､重馬場以上になると約４５％までアップする｡枠順は多頭数の１４番､１５番ゲート以外はほぼフ
ラット｡フルゲートの大外は距離ロスを強いられるのでやや厳しい｡種牡馬成績はシンボリクリスエスがトップ｡以下､ネオユニヴァース､クロフネ､マーベラスサンデー､ブライアンズタイム､キングカメハメハら
が続く｡勝率や連対率ではヘイロー系とミスタープロスペクター系がほぼ互角だが､１８００ｍではヘイロー系の方が強くなる｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)
､３歳以上５００万(３６.６-３８.１-３８.５=１.５３.２)､３歳以上１０００万(３６.０-３８.２-３８.１=１.５２.３)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.８-３７.８-３７.５=１.５
１.１)､３歳以上重賞(３６.０-３９.１-３６.０=１.５１.１)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日08R1400発走

2018年08月05日新潟02回04日08R1400発走 500万 3歳上500万定量1200ダ  15頭

3歳上500万定量1200ダ  15頭新 潟

8R 500万500万

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:28%-13%- 9%:
先:49%-55%-16%:
差:16%-27%-45%:
追: 5%- 4%-27%:
逃先差:11%--:0点
逃先追:9%--:0点
先逃差:7%--:0点
先先追:7%--:0点
先先差:7%--:0点
先差差:6%--:0点

新潟1200ダ:直524m角321m直353m坂000m

スタート地点は２コーナーのポケット｡中央４場以外でダート１２００ｍを組める唯一の場所だが､実際には芝コースが発走地点｡中山ダート１２００ｍ同様､内と外では芝を走る距離が異なり､外へ行くほど芝部分
が長くなる｡３コーナーまでの距離は約５２５ｍ｡３～４コーナーはスパイラルカーブでほぼ平坦｡新潟ダートコースは高低差が０.５ｍと､ＪＲＡ全１０場のダートの中で最も高低差が少ない｡ただし､競馬場全体
が横に長いため､コーナー角度はきつい｡最後の直線距離は３５４ｍ｡前半６００ｍはクラスを問わず３４秒前半が水準タイム｡前述したように新潟はコーナー角度きついため､スパイラルカーブでも減速せざるを得

ない｡後半６００ｍの速さがクラスの差であることは明らか｡水準タイムはクラスによってやや差が出ている｡基本的に逃げ･先行馬が有利｡最後の直線が長い点は差し馬に有利に働いているが､実際に差し切るには
相当な力が必要｡枠順はフラット｡芝スタートだが､中山ダート１２００ｍのように､単純に外枠有利ではない｡スタートダッシュが決まるかの方が大事｡種牡馬成績はアフリート､タイキシャトル､サクラバクシン
オー､フレンチデピュティ､ブライアンズタイムが上位｡以下､コロナドズクエスト､フォーティナイナーなどミスタープロスペクター系全般が好走馬を量産している｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ)と勝ち
時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３４.１-３７.７=１.１１.８)､３歳以上１０００万(３４.２-３７.０=１.１１.２)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３４.１-３６.１=１.１
０.２)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日09R1435発走

2018年08月05日新潟02回04日09R1435発走 燕特別 3歳上500万定量2200芝  14頭

3歳上500万定量2200芝  14頭新 潟

9R 燕特別燕特別

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:13%-13%- 2%:
先:33%-58%-36%:
差:36%-19%-33%:
追:16%- 8%-27%:
追先先:13%--:0点
差先差:11%--:0点
先先追:11%--:0点
差先追:5%--:0点
差逃差:5%--:0点
先差追:5%--:0点

新潟2200芝:直636m角393m直418m角393m直358m坂000m

スタート地点はスタンド前の直線｡外回りコースの４コーナーと内回りコースの合流地点の間｡最初の１コーナーまでの距離は約６３６ｍ(Ａコース時)｡１～２コーナーは緩やかな上り｡向正面に入り､内回りコー
スを使用｡３～４コーナーはスパイラルカーブで緩やかな下り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距離はともに３５９ｍ｡ＢコースはＡコースより４ｍ幅員が狭くなっている｡スタート直
後は先行争いがあり､ある程度ペースは流れる｡１コーナーを過ぎるとペースが落ち着き､向正面では完全に緩む｡１６００万クラスになると平均的に流れるようになるが､途中１３秒台のラップを刻むことがある｡

３～４コーナーの中間からからペースが上がり､ゴールまで追い比べ｡たが､外回りコースで要求されるような鋭い決め手は必要ではなく､ロングスパートからねじ伏せる力が必要｡脚質的には逃げ馬も悪くないが､
先行馬が最も信頼できる｡差しも届くが､勝ち切るのは大変で､２､３着が多くなる｡穴も期待薄で強い馬のみをマークしていればいい｡追い込みは展開が嵌らないと厳しい｡マクリ切るのも容易ではなく､直線入り
口で好位を取ることが非常に大事｡枠順はほぼフラット｡種牡馬成績はジャングルポケット､ダンスインザダーク､オペラハウス､アドマイヤベガらが上位｡アグネスタキオン､マンハッタンカフェ､ホワイトマズル
は不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-４Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.６-６２.９-３６.０=２.１４.５)､３歳以上１０００万(３５.９-６２.９-３
５.０=２.１３.８)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.９-６２.６-３４.８=２.１３.３)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日10R1510発走

2018年08月05日新潟02回04日10R1510発走 驀進特別 3歳上1000万定量1000芝  16頭

3歳上1000万定量1000芝  16頭新 潟

10R 驀進特別驀進特別

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:21%-15%- 5%:
先:35%-37%-25%:
差:34%-33%-34%:
追: 7%-12%-33%:
差先追:8%--:0点
逃先追:5%--:0点
差差差:4%--:0点
差逃先:4%--:0点
先差追:4%--:0点
先先追:4%--:0点

新潟1000芝:直000m角000m直A00m坂000m

日本で唯一となる一直線のコース｡スタート地点はホームストレッチの一番左端｡スタート直後から高低差約１ｍの上り坂になっており､２００ｍ強進んだところで下り坂｡その後､もう一回緩い上り下りが入り､ラ
スト３００ｍぐらいからようやく平坦でゴールまで続く｡このコースの最大の特徴と言えば､外枠が非常に有利であること｡特に開催が進み､内回りと外回りを共有する部分の芝に入った場合は､絶対に外の方が芝状
態が良好｡したがって､枠なりに真っすぐ走れば最短の距離でゴールすることができる外枠が有利というわけだ｡その他の枠の馬でも､スタート後に外へ外へ進路を取るため､馬群がスタンド前のラチ沿いに押し寄せ

てくる｡フルゲートはＡコース時が１８頭､Ｂコース時が１６頭｡基本的に最初の１Ｆとラスト１Ｆが１１秒台のラップを刻み､２～４Ｆは１０秒台のラップで推移する｡最後は平坦だが､ラスト１ハロンの時計がか
かる｡脚質的には逃げ､先行馬の好走が最も多いが､差し馬も十分対応可能｡わずか１０００ｍの勝負といっても､全部トップスピードでは走れないので､しっかりした末脚を持つ馬は逆に有利｡他場の１２００ｍと
は少し趣が異なり､小回りコースが苦手なタイプの馬が浮上してくる｡種牡馬成績はサクラバクシンオーがトップ｡続いて注目なのがミスタープロスペクター系｡スウェプトオーヴァーボード､スキャン､アフリート
､スピードワールド､コロナドズクエストなどが回収率が高い｡ヘイロー系ならばマンハッタンカフェ､フジキセキ､タイキシャトル｡芝･ダート兼用血統が強く､実際にダートから転戦してきた逃げ､先行馬が穴を
あけるケースが目立つ｡　●クラス別水準ラップ(２Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(２２.０-３３.２=５５.２)､３歳以上１０００万(２２.０-３３.１=５５.１
)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２２.１-３２.８=５４.９)､３歳以上重賞(２１.６-３２.５=５４.１)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日11R1545発走

2018年08月05日新潟02回04日11R1545発走 レパードステークスG3 3歳OPEN  馬齢1800ダ  15頭

3歳OPEN  馬齢1800ダ  15頭新 潟

11R レパードステークスG3レパードステークスG3

3牡①バクハツ
小崎憲 西.193 56K12人101.6

12人101.6

キーフ

5週
 

360
000スマートファルコン
379Distorted Humo
341ファニーストーリー

Nicks000川崎0703w6-6 ジュラ
16ダ良1438(395)-5
御本56k1人40⑪⑪⑨⑨①

0

差000-000:09番2外

-2
京0519w5  3歳5
14ダ稍1257(376)6
武豊56k4人20⑫⑬⑧

43

追356-44: 005番

阪0415w19  3歳未
14ダ不1250(375)-1
藤康56k4人40⑦⑥①

35

差351-48: -1409番2外

-2
阪1202w3-6 2歳未
18ダ良1567(396)23
武豊55k6人20④⑤⑤⑤⑥

39

差376-23: 611番4外

-4
京1111w     2歳新
18ダ稍1562(387)14
Ｍデ55k1人30①②①①⑤

35

逃388--6: 605番3外

-3

3牡②アルクトス
栗田徹 東.274 56K4人7.5

4人7.5

山口功

5週
 

456
000アドマイヤオーラ

402シンボリクリスエス
511ホシニイノリヲ

Nicks000福0630w3-2 猪苗代
17ダ良1457(365)-2
田裕54k2人25③④③④①

56

先379-30: 102番1外

-1
東0610w3-2 500
16ダ重1366(362)-6
田裕54k2人40⑤③①

60

先352-59: 004番1外

-1
東0520w12+8 3歳5
16芝良1358(357)22
田裕56k6人20⑤⑥⑨

33

差363-6: -814番1外

-1
中0224w3+2 3歳5
18ダ良1574(411)11
大拓56k1人27①①②②⑧

45

逃362-69: 801番

東0203w16+8 3歳未
16ダ不1374(359)-10
大拓56k1人50②①①

50

先366-45: -510番

3牡③イダペガサス
高柳瑞 東.257 56K7人15.4

7人15.4

張一達

5週
 

376
427ゴールドアリュール
326Forest Camp
000カロンセギュール

Nicks000福0630w16+4 猪苗代
17ダ良1459(367)2
戸圭54k1人30③③③③②

54

先377-26: 111番3外

-3
名0311w4-8 昇竜ス
14ダ稍1253(385)10
ルー56k1人20⑤⑥④

51

差344-50: 009番

東0212w12+10 3歳5
16ダ良1380(377)-1
戸圭56k1人30④④①

53

先357-49: -110番

東1118w     2歳新
14ダ良1268(357)-
戸圭55k2人30③③①

32

先373-50: -604番 - :

3牡④ドンフォルティス
牧浦充 西.268 56K2人4.6

2人4.6

山田貢

4週
 

373
000ヘニーヒューズ
408フジキセキ
338グロッタアズーラ

Nicks000大井0711w14-8 ジャパ
20ダ良2064(374)6
武豊56k2人35⑧⑨⑦⑦⑥

68

差000-000:08番2外

-2
中0401w16+5 伏竜ス
18ダ良1547(365)-2
石脩57k3人40③③②②①

47

先388-63: 506番4外

-4
川崎1213w6-1 全日本
16ダ良1418(386)2
武豊55k3人20⑧⑧⑨⑨②

62

追000-000:08番1外

-1
門別1031w4+12 北海道
18ダ重1555(380)-3
武豊55k1人50⑦⑦④②①

46

先000-000:07番2外

-2
阪0930w10-6 ヤマボ
14ダ良1250(368)-5
武豊54k2人30⑧⑧①

51

差352-46: 205番1外

-1

3牡⑤アドマイヤビクター
友道康 西.393 56K3人6.4

3人6.4

近藤利

5週
 

392
000ルーラーシップ
411サンデーサイレンス

373ツィンクルヴェール

Nicks000名0701w3-6 500
19ダ良1587(369)-2
川将54k1人30⑤⑤⑤⑤①

56

差359-50: 007番3外

-3
阪0609w50+14 3歳未
18ダ重1523(365)-7
岩康56k4人40⑤④④②①

51

先381-46: -411番6外

-6
阪0625w     2歳新
18芝稍1496(354)9
ルー54k3人30①②④

30

逃383-23: -205番 - : - :

3牡⑥グリム
野中賢 西.260 56K5人9.4

5人9.4

カナヤ

7週
 

436
404ゼンノロブロイ
436サクラバクシンオー
469ブランシュネージュ

Nicks000東0617w5+2 ユニコ
16ダ重1362(364)12
川将56k2人40⑤④⑨

48

先351-61: -1507番

東0513w11  青竜ス
16ダ稍1369(361)-
川将56k5人30④④①

58

先357-49: 012番

阪0224w4+4 3歳5
14ダ良1245(359)-2
幸明56k4人30②②①

53

先358-31: 103番

名0127w3+2 はこべ
14ダ稍1276(403)16
藤康56k3人30④④⑦

38

先350-50: 011番3外

-3
京0106w4  3歳未
14ダ良1260(382)-3
幸明56k3人30②②①

42

先353-51: 009番1外

-1

3牡⑦オノリス
吉田直 西.184 56K11人76.5

11人76.5

キャロ

11週
 

000
000トーセンホマレボシ
000Dansili
000フェリスタス

Nicks000京0520w4-2 3歳5
18ダ良1528(381)-1
幸明56k2人50⑫⑫⑨⑦①

47

差373-28: -509番3外

-3
京0422w5-2 3歳5
18ダ良1533(389)6
川将56k2人50⑨⑨⑤④④

47

先363-52: -414番2外

-2
阪0318w2  3歳5
18ダ良1534(379)9
藤佑56k3人35⑤⑥④④②

54

先374-27: 205番2外

-2
阪0304w15+2 3歳5
18ダ良1538(391)11
小太56k2人40⑤④②②④

48

先363-50: 011番7外

-7
京1118w7-2 もちの
18ダ重1515(359)5
小太55k4人40⑬⑬⑬⑪⑤

44

追371-62: -1408番1外

-1

3牡⑧プロスパラスデイズ
昆貢 西.300 56K8人16.3

8人16.3

ゴドル

4週
 

519
000ハードスパン
519Coronado's Que
000チャリティークエス

Nicks000名0707w3-2 濃尾特
18ダ重1497(363)-4
太啓54k9人40⑫⑫⑫⑧①

74

差365-50: 002番1外

-1
東0617w3+6 ユニコ
16ダ重1368(368)18
太啓56k8人20⑧⑨⑩

45

差354-55: -1503番

東0527w15+12 3歳5
16ダ良1378(373)-6
浜俊56k2人40⑤③①

50

先352-59: -410番

東0212w8-6 3歳5
16ダ良1401(389)21
内博56k8人40⑯⑬⑨

40

追365-33: -105番2外

-2
中1217w3-2 2歳5
18ダ良1578(397)11
三皇55k6人40⑦⑦⑤③⑤

31

先392-8: 411番3外

-3

3牡⑨エングローサー
清水久 西.230 56K6人13.6

6人13.6

中村忠

7週 
412
000トランセンド
402アフリート
422エンブレイス

Nicks000東0617w5+4 ユニコ
16ダ重1356(352)6
田勝56k7人40⑭⑬③

51

追357-59: -1512番

東0513w11-12 3歳5
14ダ良1249(363)-
福祐56k1人30⑨⑨①

51

差351-63: 005番

阪0224w10+10 3歳5
14ダ良1253(362)8
福祐56k2人40⑤④③

49

先360-26: 102番

中1216w3+4 ひいら
16芝良1354(347)7
戸圭55k4人20⑨⑪⑪⑥

43

追362-43: 216番1外

-1
東1126w7+4 ベゴニ
16芝良1350(346)
戸圭55k4人30⑤⑤②

51

差356-39: 510番

3牡⑩フロリアヌス
武藤善 東.221 56K15人220.1

15人220.1

グリー

2週
 

378
274ローエングリン
412サンデーサイレンス
449マルカフローリアン

Nicks000福0722w3+2 横手特
17ダ良1465(392)5
武雅54k7人25④⑤④④⑥

49

先368-24: -308番3外

-3
福0701w5-4 500
17ダ良1462(376)-2
武雅52k3人30②②②②①

57

先362-36: 514番2外

-2
東0527w9  3歳5
16ダ良1393(383)15
武雅54k6人30⑨⑨⑦

42

差356-51: -401番

中0324w3  3歳5
18ダ稍1542(394)13
大拓56k9人25⑧⑨⑩⑧⑤

53

差368-57: -501番

中0303w3  3歳5
18ダ稍1556(399)13
大拓56k8人25④③⑤⑥⑤

48

差371-50: 104番1外

-1

3牡⑪ビッグスモーキー
清水久 西.230 56K9人20.5

9人20.5

社台レ

3週 
366
431キングカメハメハ

302Smoke Glacken
000スモークンフローリ

Nicks000福0714w10+3 安達太
17ダ良1463(375)4
大拓54k2人25③③④③⑤

64

先374-11: 1101番

園田0503w7-5 兵庫Ｃ
18ダ稍2008(390)8
濱俊56k2人40①①①①②

46

逃000-000:04番1外

-1
中0318w3+4 フジＴ
18芝良1498(360)17
浜俊56k8人35⑤④⑤③⑩

46

先364-26: 507番1外

-1
阪0225w11+1 すみれ
22芝良2120(346)3
浜俊56k6人40③③②②③

53

先365-52: -903番1外

-1
川崎1213w4-11 全日本
16ダ良1427(397)11
濱俊55k5人25⑤⑥④⑦⑤

55

差000-000:14番5外

-5

3牡⑫クレディブル
萩原清 東.328 56K13人123.8

13人123.8

清水二

8週
 

381
419スズカマンボ
383クロフネ
343ホワイトクルーザー

Nicks000東0609w6+6 八王子
21ダ良2128(379)18
内博54k8人20④⑤⑤⑦⑤

54

差380-23: 008番4外

-4
東0428w9-8 テレビ
24芝良2276(362)32
大拓56k16人25⑰⑰⑱⑰⑰

37

追385-5: -716番2外

-2
中0224w12+6 3歳5
18ダ良1563(387)-1
田裕56k4人40⑭⑭⑬⑫①

45

追385-22: 813番1外

-1
中1202w3-4 葉牡丹
20芝良2021(350)7
北宏55k7人20⑥⑥⑥⑦⑥

46

追369-46: 502番1外

-1
東1111w     2歳新
20芝良2030(340)-1
戸圭55k8人40⑧⑧⑦①

32

差384-67: -409番1外

-1

3牡⑬ミックベンハー
畠山吉 東.238 56K14人141.2

14人141.2

キラッ

7週 
411
389スマートボーイ
000スパイキュール
433クロエチャン

Nicks000東0617w7  ユニコ
16ダ重1368(363)18
藤菜56k14人20⑬⑭⑪

44

追359-45: -1516番

東0428w13-8 3歳5
16ダ良1384(386)-
武雅54k5人30⑤⑤①

53

差349-65: 102番

東0127w3-2 3歳5
16ダ不1395(375)21
武雅53k6人40⑮⑭⑪

36

追363-37: -801番

中0106w3+2 3歳5
18ダ良1555(396)2
武雅53k5人20⑦⑦⑦⑧③

36

差377-38: -914番5外

-5
中1217w3-4 2歳5
18ダ良1579(396)12
武雅52k5人20⑤⑤⑨⑨⑦

31

差390-12: 405番1外

-1

3牡⑭グレートタイム
藤原英 西.562 56K1人3.0

1人3.0

金子真

4週
 

494
431キングカメハメハ

501フジキセキ
692ミラクルレジェンド

Nicks353大井0711w3+12 ジャパ
20ダ良2061(371)3
ルー56k3人25⑦⑦⑥⑦③

70

差000-000:03番1外

-1
東0617w4-2 ユニコ
16ダ重1356(356)6
ルー56k3人40⑪⑨②

51

差354-55: -1505番

京0520w13+12 鳳雛ス
18ダ良1534(359)
岡祥56k2人40⑧⑧⑤④②

38

先392-62: -507番4外

-4
東0218w1-10 ヒヤシ
16ダ良1392(366)7
ムア56k2人40⑫⑩④

43

差368-31: -107番1外

-1
京0211w4-2 3歳5
18ダ不1516(374)-2
Ｍデ56k1人40⑥⑥②②①

54

先366-45: -605番1外

-1

3牡⑮ヒラボクラターシュ
大久保 西.345 56K10人43.7

10人43.7

平田牧

4週 
417
000キンシャサノキセキ

417ワイルドラッシュ

000ヒラボクウィン

Nicks000名0707w2-8 濃尾特
18ダ重1503(378)6
松弘54k5人30②②②②④

72

先363-50: 001番

阪0624w10+6 リボン
18ダ重1532(382)8
福祐54k1人20③③③⑤⑦

45

差372-31: -802番1外

-1
中0415w3-6 3歳5
18ダ稍1533(384)-3
福祐56k1人40③③③②①

47

先370-52: -1306番3外

-3
中0324w3-2 3歳5
18ダ稍1532(396)3
福祐56k3人40③③③②②

59

先362-69: -507番5外

-5
阪0303w     3歳新
18ダ良1552(380)-5
福祐56k5人40③③②②①

47

先381-14: 712番5外

-5

⑧ ④ ③ ⑥ ⑮ ⑦
606 599 593 590 558 524
16.3 4.6 15.4 9.4 43.7 76.5
太啓 石脩 三皇 内博 福祐 北宏

ダ良:⑭④⑪⑩⑤②⑫⑦③⑬⑥⑨⑧⑮①
ダ稍:⑮⑥⑩⑭③⑪⑬①⑧
ダ重:⑧⑮②⑭⑤⑨⑥⑪④⑬⑦
ダ不:⑭②⑬①
芝良:⑪⑨⑫⑥②
芝稍:⑨⑤
芝重:
芝不:
逃:22%-19%- 9%:
先:54%-47%-14%:②③⑤⑥⑧⑩⑪⑭⑮
差:18%-25%-45%:①④⑦⑨⑫⑬
追: 5%- 8%-30%:
先先差:10%②③⑤⑥-②③⑤⑥-①④⑦⑨:48点
先先追:8%②③⑤⑥-②③⑤⑥-:0点
逃先差:7%-②③⑤⑥-①④⑦⑨:0点
先逃差:6%②③⑤⑥--①④⑦⑨:0点
先逃追:6%②③⑤⑥--:0点
逃先追:5%-②③⑤⑥-:0点

新潟1800ダ:直388m角321m直415m角321m直353m坂000m

①
小綾

②
田裕○

③
三皇▲

④
石脩◎

⑤
戸圭○

⑥
内博○⑦

北宏

⑧
太啓▲

⑨
田勝▲

⑩
西雄

⑪
大拓

⑫
江照

⑬
木巧

⑭
ルー◎

⑮
福祐

スタート地点はスタンド前直線の４コーナー寄り｡最初の１コーナーまでの距離は約３８９ｍで平坦｡１～２コーナー途中から２コーナー過ぎまで緩い上り坂｡向正面はほぼ平坦｡３～４コーナーはスパイラルカーブ
でほぼ平坦｡新潟ダートコースは高低差が０.５ｍと､ＪＲＡ全１０場のダートの中で最も高低差が少ない｡ただし､競馬場全体が横に長いため､コーナー角度はきつい｡最後の直線距離は３５４ｍ｡フルゲートは１
５頭｡一般的には序盤は各馬がポジションを取りに行くため速く流れて､中盤で落ち着くという展開だが､メンバー構成にかなり左右されやすい｡３歳以上重賞の水準ラップは１０年のエルムＳのみのデータで､同レ

ースは中盤でかなり緩み､上がりの競馬になった｡少ないケースではあるが､スローペースになると､コーナー角度がきつい影響もあり､外々を回らされる馬や後方待機の馬は非常に厳しくなる｡逆に言えば逃げ馬､
４コーナーを先頭で回った馬がそのまま上がりをまとめて好走する確率が高くなる｡一方､平均ペース以上で流れても後ろから行く馬が有利ということはない｡脚質的にはやはり逃げ･先行馬が有利｡道悪になるとそ
の傾向が増し､前々で競馬ができる馬でないと勝負にならない｡良馬場･稍重での逃げ馬の連対率は３５％前後だが､重馬場以上になると約４５％までアップする｡枠順は多頭数の１４番､１５番ゲート以外はほぼフ
ラット｡フルゲートの大外は距離ロスを強いられるのでやや厳しい｡種牡馬成績はシンボリクリスエスがトップ｡以下､ネオユニヴァース､クロフネ､マーベラスサンデー､ブライアンズタイム､キングカメハメハら
が続く｡勝率や連対率ではヘイロー系とミスタープロスペクター系がほぼ互角だが､１８００ｍではヘイロー系の方が強くなる｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)
､３歳以上５００万(３６.６-３８.１-３８.５=１.５３.２)､３歳以上１０００万(３６.０-３８.２-３８.１=１.５２.３)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.８-３７.８-３７.５=１.５
１.１)､３歳以上重賞(３６.０-３９.１-３６.０=１.５１.１)



△CapStone△
2018年08月05日新潟02回04日12R1630発走

2018年08月05日新潟02回04日12R1630発走 500万 3歳上500万定量1400芝  18頭

3歳上500万定量1400芝  18頭新 潟

12R 500万500万

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:23%- 8%- 8%:
先:34%-41%-20%:
差:28%-41%-34%:
追:13%- 8%-36%:
先先追:11%--:0点
逃先差:7%--:0点
差差追:5%--:0点
差差差:5%--:0点
先差逃:4%--:0点
逃差追:4%--:0点

新潟1400芝:直647m角393m直358m坂000m

スタート地点は向正面直線の右奥の２コーナーポケット｡芝１２００ｍからそのまま２００ｍ延長したコース｡芝１４００ｍは外回りコースも取れるが､通常は内回りコースが使用される｡３コーナーまでの直線は約
６４８ｍ(Ａコース時)｡外回りの芝１６００ｍよりも長いバックストレッチを走ることになる｡３～４コーナーはスパイラルカーブで緩やかな下り坂｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂの２パターンで､最後の直線距
離はともに３５９ｍ｡ＢコースはＡコースより４ｍ幅員が狭くなっている｡前半６００ｍは丸々直線のみを走ることになるが､各クラスの水準時計が示す通り､後半６００ｍより速い前傾ラップとなっている｡前半が

速すぎると､ラスト１ハロンの時計がかかる｡そうでない場合は残り１０００ｍから１１秒台のラップが平均してゴールまで続くイメージ｡脚質的には芝１２００ｍ同様逃げ･先行馬が有利｡好走馬の数では先行と差
しが多いが､勝率や連対率､回収率などあらゆる面で逃げ馬がトップにある｡特にＡコース時は強い｡馬場状態にもよるが､前半６００ｍが３３秒台で流れても差し→差しで決まるケースは少なく､差し馬が好走して
も前が総崩れになることは珍しい｡追い込み馬は苦しい｡枠順はフラット｡種牡馬成績はここでもサクラバクシンオーがトップ｡以下フジキセキ､アグネスタキオン､ダンスインザダーク､マーベラスサンデーとヘイ
ロー系が上位｡その他ではキングカメハメハ､タニノギムレット､スウェプトオーヴァーボードがいい｡キングヘイローとネオユニヴァースは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-１Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳Ｏ
Ｐ特別･重賞(３４.７-１２.１-３５.６=１.２２.４)､３歳以上５００万(３４.１-１１.８-３５.７=１.２１.６)､３歳以上１０００万(３４.２-１１.９-３５.２=１.２１.３)､３歳
以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.８-１１.６-３５.４=１.２０.８)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日01R1000発走

2018年08月05日小倉02回04日01R1000発走 未勝利 2歳未勝利馬齢1200芝  11頭

2歳未勝利馬齢1200芝  11頭小 倉

1R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:20%-10%- 9%:
先:50%-49%-12%:
差:23%-30%-43%:
追: 4%- 8%-34%:
先先追:10%--:0点
逃先差:8%--:0点
先差追:6%--:0点
先先差:6%--:0点
先差差:6%--:0点
差先差:5%--:0点

小倉1200芝:直479m角428m直293m坂000m

スタート地点は向正面直線の２コーナーポケット｡小倉競馬場は２コーナーのところが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)になっており､スタート後２００ｍほど下る｡３コーナーまでの直線距離は約４８０ｍ
｡３～４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡コース形態に伴い､前半の６００ｍはとにかく速い｡どのクラスも３３秒台前半が水準
時計｡古馬重賞の北九州記念になると３２秒台になる｡３コーナーの入り口ではあまり速度が落ちないため､４コーナーから最後の直線に入る際のコーナリングは案外難しい｡これがスパイラルカーブの特性だが､小

倉芝１２００ｍでは特に外に振られやすくなっている｡基本的には逃げ～先行馬が有利だが､前後半３ハロンのラップ差が激しいので､前が総崩れになることもある｡Ｃコース時は逃げ馬の成績が多少落ちる｡馬場状
態もカギとなる｡種牡馬成績はサクラバクシンオーが抜けて好成績を挙げている｡以下､アグネスタキオン､フジキセキ､キングカメハメハ､クロフネ､フレンチデピュティ｡メイショウオウドウ､アドマイヤボス､
マーベラスサンデー､アドマイヤベガは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３３.４-３５.５=１.０８.９)､３歳以上５００万(３３.５-３４.９=１.０８.
４)､３歳以上１０００万(３３.５-３４.６=１.０８.１)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.１-３４.６=１.０７.７)､３歳以上重賞(３２.６-３４.８=１.０７.４)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日02R1030発走

2018年08月05日小倉02回04日02R1030発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1000ダ  14頭

3歳未勝利馬齢1000ダ  14頭小 倉

2R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:35%-12%-13%:
先:53%-57%-22%:
差: 9%-18%-50%:
追: 0%-11%-14%:
逃先差:16%--:0点
先逃差:10%--:0点
先先逃:8%--:0点
逃先追:8%--:0点
先差差:7%--:0点
先先追:5%--:0点

小倉1000ダ:直365m角343m直291m坂000m

スタート地点は向正面直線の左｡最初の３コーナーまでの距離は約３６５ｍで､緩い下り坂になっている｡３～４コーナーはスパイラルカーブ｡最後の直線距離は２９１ｍで､若干の上り坂になっている｡小倉ダート
コースで唯一の短距離戦だが､組まれているレースは未勝利戦と５００万クラスがほとんど｡スタート直後の下り坂を利して､テンからかなり速いスピードが出る｡ほぼ行ったもの勝ちで､人気の逃げ～先行馬がその
ままなだれ込む展開が多い｡差し馬はかなり不利｡追い込み馬は３着すら厳しい｡枠順は中枠が理想｡仮に大外枠を引いても問題はなく､むしろ内枠で先行できずに包まれてしまう方が怖い｡種牡馬成績はサクラバク

シンオーがトップ｡以下､サウスヴィグラス､ボストンハーバー､ストラヴィンスキー､ゴールドアリュールらが続く｡　●クラス別水準ラップ(２Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５０
０万(２２.８-３６.１=５８.９)､３歳以上１０００万(─)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日03R1100発走

2018年08月05日小倉02回04日03R1100発走 未勝利 3歳未勝利馬齢1700ダ  16頭

3歳未勝利馬齢1700ダ  16頭小 倉

3R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:25%-13%- 5%:
先:55%-58%-19%:
差:17%-19%-38%:
追: 1%- 8%-36%:
先先追:11%--:0点
先先差:11%--:0点
逃先追:8%--:0点
先逃差:6%--:0点
差先追:5%--:0点
逃先差:5%--:0点

小倉1700ダ:直342m角343m直379m角343m直291m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線の右端｡４コーナーの出口からの発走で､最初の１コーナーまでの距離は約３４３ｍ｡１～２コーナーは上り坂で､途中にダートコースの最高位部分を通過｡ちなみに小倉ダートコ
ース全体の高低差は２.９ｍ｡３～４コーナーはスパイラルカーブ｡最後の直線距離は２９１ｍ｡小倉のダート競走の中心舞台で､重賞以外はどのクラスでもレースが組まれている｡スタート直後から各馬は飛ばして
ポジションを取りに行く｡前半５００ｍぐらいは速いペースとなる｡直後の１ハロンでペースが落ち､その後は一定のペース｡全体的には淀みない流れで､ラストの上がりはかかりがち｡逃げ～先行馬はほぼ互角の成

績｡差し馬の連対率は逃げ～先行馬の１／３ほどに下がり､追い込み馬はもっと厳しい｡序盤のポジションが後ろの馬はマクれないとダメ｡要は４コーナーでは好位にいなければならない｡乱ペースになることも多く
､マクリは結構決まる｡枠順は大外枠が不利｡人気を背負った強い馬でも大外枠を引いた場合は､苦しい競馬になる｡最内も諸刃の剣で､中枠が一番無難｡種牡馬成績はキングカメハメハ､シンボリクリスエス､ワイ
ルドラッシュ､アフリート､クロフネらが上位｡バブルガムフェロー､フォーティナイナー､ジャングルポケット､トワイニング､マジックマイルズらはひと息｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と
勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(２９.８-３８.８-３７.８=１.４６.４)､３歳以上１０００万(２９.８-３７.７-３７.９=１.４５.４)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２
９.９-３７.５-３６.９=１.４４.３)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日04R1130発走

2018年08月05日小倉02回04日04R1130発走 未勝利 障3歳上未勝利定量2860障  08頭

障3歳上未勝利定量2860障  08頭小 倉

4R 未勝利未勝利

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:58%-16%- 8%:
先:41%-75%-33%:
差: 0%- 8%-58%:
追: 0%- 0%- 0%:
逃先差:50%--:0点
先差先:8%--:0点
先先差:8%--:0点
先先先:8%--:0点
先逃先:8%--:0点
先逃逃:8%--:0点

小倉2860障:直000m角000m直000m坂000m



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日05R1220発走

2018年08月05日小倉02回04日05R1220発走 新  馬 2歳新  馬馬齢1800芝  16頭

2歳新  馬馬齢1800芝  16頭小 倉

5R 新  馬新  馬

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:16%- 8%-10%:
先:50%-46%-20%:
差:26%-37%-46%:
追: 7%- 7%-22%:
先先差:10%--:0点
先先追:8%--:0点
逃先差:7%--:0点
先差追:6%--:0点
先差差:6%--:0点
差差差:4%--:0点

小倉1800芝:直271m角428m直379m角428m直293m坂000m

スタート地点は正面スタンド前の直線真ん中よりやや右｡最初の１コーナーまでの距離は約２７２ｍ｡スタート後､１００ｍ強進んだところでゴール板を通過｡１～２コーナーは上り坂｡小倉競馬場は２コーナーのと
ころが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)３～４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡大半のクラスで､３分割した３ハロンの
水準ラップがほぼ同じ数字｡実際には前半がもっと速かったり､逆に遅かったりとすることはあるが､平均的な流れになりやすいコースだ｡重賞は小倉大賞典が組まれている｡基本的には夏場の方が時計は速いが､近

年は２月でもいい時計が出ている｡脚質的には先行馬が有利｡Ａコース時のみ逃げ馬も先行馬と同じぐらい活躍している｡一方で､マクリ差しも決まりやすい｡枠順は馬場状態がフラットの際には確実に内枠が有利｡
先行馬なら最初にコーナーに飛び込みやすいし､差し馬は内々で末脚を溜められる｡ただし､内の馬場が悪化してくると中枠から外枠が有利になる｡種牡馬成績はヘイロー系が断然｡タイキシャトル､マンハッタンカ
フェ､スペシャルウィーク､フジキセキ､ステイゴールド､ダンスインザダーク､ネオユニヴァースと活躍馬が豊富｡グラスワンダーやシンボリクリスエスなどロベルト系が良くない｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ
-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３６.３-３６.３-３５.２=１.４７.８)､３歳以上１０００万(３５.９-３５.５-３５.８=１.４７.２)､３歳以上準Ｏ
Ｐ･ＯＰ特別(３５.４-３５.５-３５.４=１.４６.３)､３歳以上重賞(３５.０-３５.０-３５.１=１.４５.１)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日06R1250発走

2018年08月05日小倉02回04日06R1250発走 新  馬 2歳新  馬馬齢1200芝  08頭

2歳新  馬馬齢1200芝  08頭小 倉

6R 新  馬新  馬

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:20%-10%- 9%:
先:50%-49%-12%:
差:23%-30%-43%:
追: 4%- 8%-34%:
先先追:10%--:0点
逃先差:8%--:0点
先差追:6%--:0点
先先差:6%--:0点
先差差:6%--:0点
差先差:5%--:0点

小倉1200芝:直479m角428m直293m坂000m

スタート地点は向正面直線の２コーナーポケット｡小倉競馬場は２コーナーのところが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)になっており､スタート後２００ｍほど下る｡３コーナーまでの直線距離は約４８０ｍ
｡３～４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡コース形態に伴い､前半の６００ｍはとにかく速い｡どのクラスも３３秒台前半が水準
時計｡古馬重賞の北九州記念になると３２秒台になる｡３コーナーの入り口ではあまり速度が落ちないため､４コーナーから最後の直線に入る際のコーナリングは案外難しい｡これがスパイラルカーブの特性だが､小

倉芝１２００ｍでは特に外に振られやすくなっている｡基本的には逃げ～先行馬が有利だが､前後半３ハロンのラップ差が激しいので､前が総崩れになることもある｡Ｃコース時は逃げ馬の成績が多少落ちる｡馬場状
態もカギとなる｡種牡馬成績はサクラバクシンオーが抜けて好成績を挙げている｡以下､アグネスタキオン､フジキセキ､キングカメハメハ､クロフネ､フレンチデピュティ｡メイショウオウドウ､アドマイヤボス､
マーベラスサンデー､アドマイヤベガは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３３.４-３５.５=１.０８.９)､３歳以上５００万(３３.５-３４.９=１.０８.
４)､３歳以上１０００万(３３.５-３４.６=１.０８.１)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.１-３４.６=１.０７.７)､３歳以上重賞(３２.６-３４.８=１.０７.４)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日07R1320発走

2018年08月05日小倉02回04日07R1320発走 未勝利 3歳未勝利馬齢2000芝  18頭

3歳未勝利馬齢2000芝  18頭小 倉

7R 未勝利未勝利

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃: 7%- 9%- 8%:
先:67%-38%-22%:
差:22%-40%-42%:
追: 2%-11%-26%:
先差差:10%--:0点
先先差:10%--:0点
先差追:10%--:0点
差先差:6%--:0点
先先追:6%--:0点
先差先:5%--:0点

小倉2000芝:直471m角428m直379m角428m直293m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線の４コーナーのポケット｡最初の１コーナーまでの距離は約４７２ｍ｡１～２コーナーは上り坂｡小倉競馬場は２コーナーのところが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)３～
４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡１コーナーまでの距離が十分にあるので､普通は極端に速くはならないが､直線部分を走る距
離が長いこともあり前半３ハロンは芝１８００ｍよりも速い｡先行馬が揃うと雁行気味に行って主導権争いとなるので､よりラップが上がる｡前半３ハロンがある程度流れて､２コーナーを過ぎて向正面に入ったとこ

ろでペースが落ち着き､３コーナーに差し掛かる手間でまたピッチが上がるのが特徴｡道中の緩むべき部分が短くなりすぎたり､スローペースに落ち着きすぎたりするとマクる馬が出てきて隊列が３～４コーナーで激
しく動く｡基本は平均ペースだが､ハイペースになったりスローペースになったりと､メンバーや馬場次第でかなり変化する｡脚質的には逃げ～先行馬が優勢｡差し､追い込み､マクリは芝１８００ｍほど決まらず､
能力がないと後方からは差せない｡枠順は多頭数になればなるほど外枠が不利｡フルゲートの８枠は厳しい｡内～中枠が有利｡種牡馬成績は芝１８００ｍと同様､ヘイロー系が優勢｡ダンスインザダークを筆頭にマン
ハッタンカフェ､ステイゴールド､スペシャルウィーク､アドマイヤベガが強い｡その他ではキングカメハメハ､グラスワンダー､クロフネ｡芝１８００ｍに比べれば紛れは少なく､強い馬が来る｡　●クラス別水準
ラップ(３Ｆ-４Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.４-４９.４-３５.４=２.００.２)､３歳以上１０００万(３５.３-４８.７-３５.８=１.５９.８)､
３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.２-４８.３-３５.９=１.５９.４)､３歳以上重賞(３４.６-４８.６-３５.０=１.５８.２)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日08R1350発走

2018年08月05日小倉02回04日08R1350発走 500万 3歳上500万定量1700ダ  15頭

3歳上500万定量1700ダ  15頭小 倉

8R 500万500万

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:25%-13%- 5%:
先:55%-58%-19%:
差:17%-19%-38%:
追: 1%- 8%-36%:
先先追:11%--:0点
先先差:11%--:0点
逃先追:8%--:0点
先逃差:6%--:0点
差先追:5%--:0点
逃先差:5%--:0点

小倉1700ダ:直342m角343m直379m角343m直291m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線の右端｡４コーナーの出口からの発走で､最初の１コーナーまでの距離は約３４３ｍ｡１～２コーナーは上り坂で､途中にダートコースの最高位部分を通過｡ちなみに小倉ダートコ
ース全体の高低差は２.９ｍ｡３～４コーナーはスパイラルカーブ｡最後の直線距離は２９１ｍ｡小倉のダート競走の中心舞台で､重賞以外はどのクラスでもレースが組まれている｡スタート直後から各馬は飛ばして
ポジションを取りに行く｡前半５００ｍぐらいは速いペースとなる｡直後の１ハロンでペースが落ち､その後は一定のペース｡全体的には淀みない流れで､ラストの上がりはかかりがち｡逃げ～先行馬はほぼ互角の成

績｡差し馬の連対率は逃げ～先行馬の１／３ほどに下がり､追い込み馬はもっと厳しい｡序盤のポジションが後ろの馬はマクれないとダメ｡要は４コーナーでは好位にいなければならない｡乱ペースになることも多く
､マクリは結構決まる｡枠順は大外枠が不利｡人気を背負った強い馬でも大外枠を引いた場合は､苦しい競馬になる｡最内も諸刃の剣で､中枠が一番無難｡種牡馬成績はキングカメハメハ､シンボリクリスエス､ワイ
ルドラッシュ､アフリート､クロフネらが上位｡バブルガムフェロー､フォーティナイナー､ジャングルポケット､トワイニング､マジックマイルズらはひと息｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と
勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(２９.８-３８.８-３７.８=１.４６.４)､３歳以上１０００万(２９.８-３７.７-３７.９=１.４５.４)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２
９.９-３７.５-３６.９=１.４４.３)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日09R1425発走

2018年08月05日小倉02回04日09R1425発走 青島特別 3歳上500万定量1700芝  10頭

3歳上500万定量1700芝  10頭小 倉

9R 青島特別青島特別

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:25%-25%- 0%:
先:25%-50%-50%:
差:50%-25%-50%:
追: 0%- 0%- 0%:
差先差:25%--:0点
差逃差:25%--:0点
先差先:25%--:0点
逃先先:25%--:0点

小倉1700芝:直171m角428m直379m角428m直293m坂000m

スタートは正面スタンド前の直線の真ん中付近｡スタート後､間もなくゴール板を通過｡最初の１コーナーまでの距離は約１７２ｍとかなり短い｡１～２コーナーは上り坂になっている｡小倉競馬場は２コーナーのと
ころが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)３～４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡芝１７００ｍは当競馬場においてマイナ
ー条件で､夏場の３歳以上５００万クラスが中心｡鞍数もあまり多くない｡古馬５００万クラスの水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計(良馬場)は､３０.０-３５.０-３５.８=１.４０.８｡最初

の１コーナーまでの距離が短いため､主導権争いは１～２コーナーまで続くことになり､自然とペースが速くなる｡中盤の６００ｍより後半の６００ｍの方が時計がかかっていることからも､終盤まで脚を温存する競
馬にはなりにくい｡平均から平均より速めのペースで流れ､マイル戦的なレースになる｡ローカルコースだけにすんなり単騎でハナを奪っての一発は警戒しなければいけないが､力がある馬でないと逃げ切るのは難し
い｡好位から行ける先行馬か､マクれる差し馬が強い｡追い込みが最も厳しい｡枠順(フルゲートはＡコースが１４頭､Ｂコースが１２頭)は通常､外が少し不利｡スタート後すぐは馬群が広がり気味に１コーナーに
突入するので､距離ロスが生じる｡種牡馬成績はダンスインザダーク､アドマイヤベガ､ステイゴールドなどサンデーサイレンス系が割と上位を占める｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計
　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３０.０-３５.０-３５.８=１.４０.８)､３歳以上１０００万(─)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(─)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日10R1500発走

2018年08月05日小倉02回04日10R1500発走 天草特別 3歳上1000万定量1700ダ  10頭

3歳上1000万定量1700ダ  10頭小 倉

10R 天草特別天草特別

ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
逃:25%-13%- 5%:
先:55%-58%-19%:
差:17%-19%-38%:
追: 1%- 8%-36%:
先先追:11%--:0点
先先差:11%--:0点
逃先追:8%--:0点
先逃差:6%--:0点
差先追:5%--:0点
逃先差:5%--:0点

小倉1700ダ:直342m角343m直379m角343m直291m坂000m

スタート地点は正面スタンド前直線の右端｡４コーナーの出口からの発走で､最初の１コーナーまでの距離は約３４３ｍ｡１～２コーナーは上り坂で､途中にダートコースの最高位部分を通過｡ちなみに小倉ダートコ
ース全体の高低差は２.９ｍ｡３～４コーナーはスパイラルカーブ｡最後の直線距離は２９１ｍ｡小倉のダート競走の中心舞台で､重賞以外はどのクラスでもレースが組まれている｡スタート直後から各馬は飛ばして
ポジションを取りに行く｡前半５００ｍぐらいは速いペースとなる｡直後の１ハロンでペースが落ち､その後は一定のペース｡全体的には淀みない流れで､ラストの上がりはかかりがち｡逃げ～先行馬はほぼ互角の成

績｡差し馬の連対率は逃げ～先行馬の１／３ほどに下がり､追い込み馬はもっと厳しい｡序盤のポジションが後ろの馬はマクれないとダメ｡要は４コーナーでは好位にいなければならない｡乱ペースになることも多く
､マクリは結構決まる｡枠順は大外枠が不利｡人気を背負った強い馬でも大外枠を引いた場合は､苦しい競馬になる｡最内も諸刃の剣で､中枠が一番無難｡種牡馬成績はキングカメハメハ､シンボリクリスエス､ワイ
ルドラッシュ､アフリート､クロフネらが上位｡バブルガムフェロー､フォーティナイナー､ジャングルポケット､トワイニング､マジックマイルズらはひと息｡　●クラス別水準ラップ(２.５Ｆ-３Ｆ-３Ｆ)と
勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(２９.８-３８.８-３７.８=１.４６.４)､３歳以上１０００万(２９.８-３７.７-３７.９=１.４５.４)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(２
９.９-３７.５-３６.９=１.４４.３)､３歳以上重賞(─)



△CapStone△
2018年08月05日小倉02回04日11R1535発走

2018年08月05日小倉02回04日11R1535発走 小倉記念G3 3歳上OPEN  ﾊﾝﾃﾞ2000芝  12頭

3歳上OPEN  ﾊﾝﾃﾞ2000芝  12頭小 倉

11R 小倉記念G3小倉記念G3

4牡①キョウヘイ
宮本博 西.295 55K7人19.8

7人19.8

瀬谷隆

6週
 

391
000リーチザクラウン
391ダンスインザダーク

000ショウナンアネーロ

Nicks000阪0623w6+4 垂水ス
18芝重1499(350)-
高稜57k3人40⑥④①

32

先369-31: 304番

京0512w13-6 都大路
18芝良1452(343)6
高稜56k8人40⑨⑦⑤

55

差356-49: -711番

京0210w5  洛陽ス
16芝稍1368(368)6
高稜56k5人30⑪⑪⑥

53

追366--9: 1306番1外

-1
京0106w4-6 スポニ
16芝良1347(345)4
高稜55k7人30⑨⑨⑦

50

追349-41: 011番2外

-2
阪1209w3+2 リゲル
16芝良1335(337)3
高稜55k7人30⑪⑪④

47

追349-58: -704番

5牝②レイホーロマンス
橋田満 西.234 51K9人22.4

9人22.4

永井啓

4週
 

432
000ハービンジャー
427サンデーサイレンス
437スズカローラン

Nicks000福0708w4  七夕賞
20芝良2016(383)8
内博51k2人20⑥⑦⑧⑨⑥

63

追350-41: 1410番4外

-4
阪0610w7+4 マーメ
20芝良1598(351)7
岩翼52k1人20⑬⑬⑬⑭⑥

53

追366-45: -705番1外

-1
福0421w6+8 福島牝
18芝良1474(362)6
岩翼54k3人30⑥⑥⑥⑥⑤

59

差358-23: 303番1外

-1
中0310w8-12 中山牝
18芝稍1493(345)3
岩翼52k9人35⑫⑬⑬⑪③

59

追381-63: 1610番1外

-1
名0113w4+2 愛知杯
20芝良2002(340)1
岩翼51k11人35⑬⑭⑬⑫②

62

差367-57: 708番4外

-4

6牡③ストーンウェア
吉田直 西.184 54K6人13.9

6人13.9

吉田照

11週
 

437
000Birdstone
487Geiger Counter
387Antique Auctio

Nicks000東0519w5+2 メイス
18芝良1457(339)1
蛯正54k5人20⑪⑪⑫②

55

追354-58: -604番

福0415w18-6 福島民
20芝良2010(368)2
蛯正54k10人45⑩⑪⑥⑤③

76

差350-41: 2512番5外

-5
名1209w5+6 中日新
20芝良2003(341)10
丸元54k7人20⑬⑬⑭⑮⑮

49

追372-55: -709番1外

-1
東1104w4+2 ノベン
20芝良2009(336)-
Ｃデ56k4人30⑤⑤⑤①

46

差380-76: -208番1外

-1
京1009w12  大原ス
20芝良2010(331)2
幸明57k4人30⑤⑤⑤⑤⑥

45

差383-75: -706番2外

-2

5牡④ストロングタイタン
池江泰 西.335 57K4人5.9

4人5.9

シルク

6週
 

370
000Regal Ransom
380Tiznow
360Titan Queen

Nicks000阪0624w3+2 宝塚記
22芝稍2128(370)12
川将58k8人20③③③④⑪

64

先346-52: 605番2外

-2
阪0602w3-2 鳴尾記
20芝良1572(348)-1
Ｍデ56k4人40⑤⑤⑤④①

72

先347-52: -508番1外

-1
京0512w21+14 都大路
18芝良1456(353)10
岩康56k3人30②②⑨

53

先350-33: -714番

中1217w4-16 ディセ
18芝良1484(348)6
Ｍデ56k2人40⑨⑨⑨⑧⑦

52

差382-55: 512番4外

-4
京1118w+8 アンド
20芝重2016(353)2
Ｍデ56k1人25⑥⑦⑧⑦②

69

差368-34: 1315番3外

-3

5牝⑤キンショーユキヒメ
中村均 西.187 54K10人28.5

10人28.5

礒野日

4週
 

410
396メイショウサムソン
404サンデーサイレンス

372アップルティー

Nicks468福0708w4-10 七夕賞
20芝良2016(381)8
北宏54k5人35⑨⑩⑩⑧⑦

64

差352-38: 1402番1外

-1
阪0610w7+2 マーメ
20芝良1598(352)7
秋真55k3人35⑩⑪⑦⑨⑦

51

差365-43: -706番5外

-5
福0421w6  福島牝
18芝良1468(354)-
秋真54k7人30⑨⑨⑨⑨①

61

追360-32: 307番3外

-3
中0310w8-10 中山牝
18芝稍1495(351)5
蛯正53k8人40⑦⑦⑦⑥⑦

58

差378-48: 1605番3外

-3
名0113w10+20 愛知杯
20芝良2007(351)6
秋真53k4人40⑩⑩⑥⑥⑩

60

差363-34: 709番3外

-3

6牡⑥マイネルサージュ
鹿戸雄 東.294 56K8人20.8

8人20.8

サラブ

4週
 

422
000ハービンジャー
422サンデーサイレンス
000サオヒメ

Nicks000福0708w12  七夕賞
20芝良2008(373)
津明55k4人50⑫⑫⑩⑥②

68

差355-33: 1405番2外

-2
福0415w7+4 福島民
20芝良2008(360)-
津明54k5人50⑮⑮⑮⑩①

77

差354-34: 2510番2外

-2
中0225w4+2 中山記
18芝良1481(348)5
三皇56k10人25⑧⑦⑧⑧⑨

48

追377-55: -201番

東0127w12  白富士
20芝稍1592(340)2
三皇56k7人30⑥⑥⑥③

63

差368-67: 503番

東1105w6  アルゼ
25芝良2313(369)13
柴大54k11人40①①①①⑪

64

逃359-23: 102番1外

-1

5牡⑦マウントゴールド
池江泰 西.335 54K5人12.0

5人12.0

青芝商

11週
 

342
426ステイゴールド
271Mt. Livermore
329マウントコブラ

Nicks000京0520w3  下鴨ス
20芝良1588(349)-
浜俊56k2人40⑥⑤④③①

89

先361-41: 701番

京0428w3+2 烏丸ス
24芝良2260(345)4
酒学56k4人10②②④⑦④

53

差364-41: 407番2外

-2
中0407w15-12 湾岸ス
22芝良2123(358)2
三皇57k5人20③③④④③

69

先359-35: 810番4外

-4
阪1224w7+6 サンタ
20芝良2019(340)2
北友57k4人30②②②②④

34

先374-65: -907番2外

-2
東1104w4  ノベン
20芝良2010(340)1
武豊55k5人40①①①③

46

逃376-67: -207番

7牡⑧メドウラーク
橋田満 西.234 56K11人45.7

11人45.7

吉田勝

4週
 

446
424タニノギムレット

399クロフネ
556アゲヒバリ

Nicks408福0708w3-2 七夕賞
20芝良2008(375)-
丸恭54k11人50⑪⑩⑧⑥①

68

差353-36: 1404番1外

-1
阪0617w12+2 米子ス
16芝良1339(359)20
幸明56k8人40⑧⑦⑪

43

差343-44: -1012番1外

-1
阪0325w3-10 六甲ス
16芝良1343(354)14
古吉56k9人40⑤④⑦

47

先341-49: -308番

阪0304w13+16 大阪城
18芝良1460(343)7
北友54k10人30④④⑧

43

先353-44: -1309番

阪1202w2-2 チャレ
20芝良1597(352)11
岩康56k7人20⑩⑩⑪⑪⑧

57

追377-43: -402番1外

-1

5牡⑨エーティーサンダー
湯窪幸 西.141 51K12人109.6

12人109.6

荒木徹

3週 
425
423マンハッタンカフェ

427Silver Hawk
000ラヴリーハントレス

Nicks000名0715w3  シンガ
20芝良2007(347)6
福祐57k8人20⑧⑨⑪⑪⑥

54

追382-42: 002番1外

-1
阪0623w5  京橋特
20芝重2046(351)3
酒学57k5人25⑥⑦⑧⑦③

29

差394-45: 310番4外

-4
京0519w2-6 オース
18芝良1480(356)6
酒学57k8人40⑨⑧④

58

差361-19: 1205番

京0505w15+4 鴨川特
20芝良2008(351)8
酒学57k2人30③③③③⑦

69

先369-38: 609番2外

-2
名0121w2-2 恋路ケ
20芝良2031(351)10
酒学57k2人25⑨⑩⑪⑩⑨

45

追381-34: 406番3外

-3

4牡⑩サトノクロニクル
池江泰 西.335 57K2人4.7

2人4.7

サトミ

14週
 

431
447ハーツクライ
416Intikhab
000トゥーピー

Nicks000京0429w6+2 天皇賞
32芝良3175(369)13
川将58k5人45⑫⑫④⑥⑫

36

差361-50: -1710番3外

-3
阪0318w12+2 阪神大
30芝良3038(360)2
川将55k4人35⑦⑥⑦④②

98

先363-50: 106番4外

-4
中1224w3  有馬記
25芝良2343(355)7
戸圭55k11人30⑥⑥⑥⑥⑨

56

差365-50: 1406番1外

-1
阪1202w6-10 チャレ
20芝良1586(349)-
Ｍデ55k1人25③④③④①

64

先369-48: -403番1外

-1
京1022w5+2 菊花賞
30芝不3208(413)19
福祐57k6人10⑦⑨⑬⑬⑩

0

追381-50: 4211番2外

-2

4去⑪トリオンフ
須貝尚 西.392 57K1人3.1

1人3.1

ＫＴレ

9週 
360
000タートルボウル
404ダンスインザダーク

317メジロトンキニーズ

Nicks000阪0602w4+4 鳴尾記
20芝良1573(348)1
ルー56k1人40⑤⑤⑤④②

70

先347-52: -502番5外

-5
新0506w5-6 新潟大
20芝良2002(330)2
松大57k1人20③⑤④

49

差368-84: 010番1外

-1
阪0401w6  大阪杯
20芝良1592(350)10
田裕57k7人50⑬⑬⑤②⑧

51

先376-46: -1109番5外

-5
小0218w6-8 小倉大
18芝良1461(342)-4
川将54k1人40⑥⑤③②①

53

先359-61: 113番8外

-8
京0107w7+6 寿ステ
20芝良1591(348)-6
川将56k3人30②②②②①

71

先358-43: -707番1外

-1

6去⑫サンマルティン
国枝栄 東.360 56K3人5.2

3人5.2

キャロ

12週
 

381
000ハービンジャー
395サンデーサイレンス
368ディアデラノビア

Nicks000京0512w26+4 都大路
18芝良1446(333)-3
池謙57k5人40⑬⑫①

57

追361-72: -702番

福1112w14  福島記
20芝良2011(362)9
戸圭55k1人35⑥⑤②⑤⑭

46

差367-20: -216番8外

-8
小0806w10+4 小倉記
20芝良1576(354)
戸圭54k2人50⑪⑨⑥②②

68

先353-33: 308番5外

-5
東0528w13-2 むらさ
18芝良1466(333)-
戸圭55k4人20③③⑤①

46

差367-72: -602番1外

-1
阪0225w15  尼崎ス
22芝良2155(364)10
ルー57k3人40③③③②⑤

45

先365-7: 104番2外

-2

⑦ ⑩ ⑥ ④ ③ ⑫
752 727 679 651 627 618
12.0 4.7 20.8 5.9 13.9 5.2
浜俊 Ｍデ 和竜 アド 蛯正 池謙

芝良:⑩⑦⑥③④⑪⑨⑧⑫⑤②①
芝稍:④⑥②⑨⑤①
芝重:④⑧①⑪⑨
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:⑤
ダ不:
逃: 7%- 9%- 8%:
先:67%-38%-22%:①②④⑦⑩⑪
差:22%-40%-42%:③⑥⑧⑨⑫
追: 2%-11%-26%:⑤
先差差:10%①②④⑦-③⑥⑧⑨-③⑥⑧⑨:48点
先先差:10%①②④⑦-①②④⑦-③⑥⑧⑨:48点
先差追:10%①②④⑦-③⑥⑧⑨-⑤:16点
差先差:6%③⑥⑧⑨-①②④⑦-③⑥⑧⑨:48点
先先追:6%①②④⑦-①②④⑦-⑤:12点
先差先:5%①②④⑦-③⑥⑧⑨-①②④⑦:48点

小倉2000芝:直471m角428m直379m角428m直293m坂000m

①
高稜▲

②
北友△

③
蛯正▲

④
アド○

⑤
秋真△

⑥
和竜

⑦
浜俊▲

⑧
丸恭

⑨
荻極

⑩
Ｍデ◎

⑪
武豊◎

⑫
池謙○

スタート地点は正面スタンド前直線の４コーナーのポケット｡最初の１コーナーまでの距離は約４７２ｍ｡１～２コーナーは上り坂｡小倉競馬場は２コーナーのところが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)３～
４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡１コーナーまでの距離が十分にあるので､普通は極端に速くはならないが､直線部分を走る距
離が長いこともあり前半３ハロンは芝１８００ｍよりも速い｡先行馬が揃うと雁行気味に行って主導権争いとなるので､よりラップが上がる｡前半３ハロンがある程度流れて､２コーナーを過ぎて向正面に入ったとこ

ろでペースが落ち着き､３コーナーに差し掛かる手間でまたピッチが上がるのが特徴｡道中の緩むべき部分が短くなりすぎたり､スローペースに落ち着きすぎたりするとマクる馬が出てきて隊列が３～４コーナーで激
しく動く｡基本は平均ペースだが､ハイペースになったりスローペースになったりと､メンバーや馬場次第でかなり変化する｡脚質的には逃げ～先行馬が優勢｡差し､追い込み､マクリは芝１８００ｍほど決まらず､
能力がないと後方からは差せない｡枠順は多頭数になればなるほど外枠が不利｡フルゲートの８枠は厳しい｡内～中枠が有利｡種牡馬成績は芝１８００ｍと同様､ヘイロー系が優勢｡ダンスインザダークを筆頭にマン
ハッタンカフェ､ステイゴールド､スペシャルウィーク､アドマイヤベガが強い｡その他ではキングカメハメハ､グラスワンダー､クロフネ｡芝１８００ｍに比べれば紛れは少なく､強い馬が来る｡　●クラス別水準
ラップ(３Ｆ-４Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(─)､３歳以上５００万(３５.４-４９.４-３５.４=２.００.２)､３歳以上１０００万(３５.３-４８.７-３５.８=１.５９.８)､
３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３５.２-４８.３-３５.９=１.５９.４)､３歳以上重賞(３４.６-４８.６-３５.０=１.５８.２)
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12R 筑紫特別筑紫特別

芝良:
芝稍:
芝重:
芝不:
ダ良:
ダ稍:
ダ重:
ダ不:
逃:20%-10%- 9%:
先:50%-49%-12%:
差:23%-30%-43%:
追: 4%- 8%-34%:
先先追:10%--:0点
逃先差:8%--:0点
先差追:6%--:0点
先先差:6%--:0点
先差差:6%--:0点
差先差:5%--:0点

小倉1200芝:直479m角428m直293m坂000m

スタート地点は向正面直線の２コーナーポケット｡小倉競馬場は２コーナーのところが最高部(芝コースの高低差は２.９６ｍ)になっており､スタート後２００ｍほど下る｡３コーナーまでの直線距離は約４８０ｍ
｡３～４コーナーはスパイラルカーブで下り坂｡最後の直線距離は２９３ｍ｡仮柵によるコース設定はＡ､Ｂ､Ｃの３パターン｡コース形態に伴い､前半の６００ｍはとにかく速い｡どのクラスも３３秒台前半が水準
時計｡古馬重賞の北九州記念になると３２秒台になる｡３コーナーの入り口ではあまり速度が落ちないため､４コーナーから最後の直線に入る際のコーナリングは案外難しい｡これがスパイラルカーブの特性だが､小

倉芝１２００ｍでは特に外に振られやすくなっている｡基本的には逃げ～先行馬が有利だが､前後半３ハロンのラップ差が激しいので､前が総崩れになることもある｡Ｃコース時は逃げ馬の成績が多少落ちる｡馬場状
態もカギとなる｡種牡馬成績はサクラバクシンオーが抜けて好成績を挙げている｡以下､アグネスタキオン､フジキセキ､キングカメハメハ､クロフネ､フレンチデピュティ｡メイショウオウドウ､アドマイヤボス､
マーベラスサンデー､アドマイヤベガは不振｡　●クラス別水準ラップ(３Ｆ-３Ｆ)と勝ち時計　２歳ＯＰ特別･重賞(３３.４-３５.５=１.０８.９)､３歳以上５００万(３３.５-３４.９=１.０８.
４)､３歳以上１０００万(３３.５-３４.６=１.０８.１)､３歳以上準ＯＰ･ＯＰ特別(３３.１-３４.６=１.０７.７)､３歳以上重賞(３２.６-３４.８=１.０７.４)


