
中央競馬 軸馬通信／三恵書房 お問い合わせ　03-3262-0441（平日9時～17時30分）

３回中山競馬１日 ２回阪神競馬１日
東西全レースW推奨馬とは？

関東開催全レースと関西開催全レー

スを合わせた最大24レースに対し、『騎

手からの狙い馬』、『厩舎からの狙い

馬』をダブルで挙げる。好走確率の高

い自信の推奨馬あり、穴馬券をブチあ

けそうな不気味さ漂う推奨馬あり。

馬券の軸として使う！！

W推奨馬の複勝率は約50％!!本命か

ら中穴、時には単勝1000円を超えるよ

うな大穴馬が飛び出すこともある。ズバ

リ馬券の軸としてオススメします。単複

で攻めるも良し！馬単・馬連の軸として

使うも良し！W推奨馬２頭をそのまま３

連単・３連複の軸として使うという方法

も良し！

■日曜・中山12R

10番・単勝720円、複勝260円

■土曜・中山6R

6番・単勝660円、複勝220円

■日曜・阪神2R

1番・単勝650円、複勝150円

■土曜・阪神3R

12番・単勝610円、複勝190円

■土曜・中山9R

6番・単勝580円、複勝230円

■土曜・中山7R

13番・単勝560円、複勝220円

騎手からの推奨馬 厩舎からの推奨馬 騎手からの推奨馬 厩舎からの推奨馬

Ｒ 馬　名 騎手 厩舎 結果 Ｒ 馬　名 騎手 厩舎 結果

マサノエリザベス 柴山 大竹 ビバリーヒルズ シュタルケ 須貝尚

モアアピール 吉田豊 尾関 ノーブルソニック 内田博 友道

エイシンガラナ 福永 畠山吉 ノースウッド 藤岡佑 野中

ハーランズロマン 岩田 斎藤誠 メイショウブユウ 池　添 池添兼

トーセンラムセス 横山典 奥平雅 ナムラヒューマン 小牧太 浜田

オケアノス 蛯名 南田 ダンヴィル 藤岡佑 野中

マイネルプロンプト 柴田大 田島俊 ブレーヴマン 国分優 羽月

ラッシュアタック 戸崎 菊川 モーグリ 内田博 村山

モンドアルジェンテ Ｍデムーロ 萩原 ジューンロディ 松　山 今野

マハロマナ 戸崎 水野 プリンセスメジャー 武　豊 森田

スズカブレーン 村田 柄崎 トウショウピスト 池　添 角田

ユメノマイホーム 津村 伊藤伸 オメガタックスマン バルジュー 今野

ビッグバンドジャズ 柴山 大竹 レッドレイチェル 浜　中 安田隆

ツクバホシノオー 吉田豊 尾形充 コウエイテンペスタ 酒井学 湯窪

ドラゴンビューティ 武士沢 小桧山 サダムダイジョウブ 川　田 松田博

サクラエルカミーノ 戸崎 尾関 メイショウキトラ 浜　中 牧浦

ダイワミランダ 蛯名 国枝 エアルシアン 池　添 笹田

フロレットアレー 田辺 小島茂 シングウィズジョイ 内田博 友道

サルバドールハクイ 戸崎 相沢 クラージュドール 川　田 池江寿

コウユーサムライ Ｍデムーロ 森 キープインタッチ 浜　中 古賀慎

クリールカイザー 吉田豊 相沢 アッシュゴールド 池　添 池江寿

ウインバリアシオン 福永 松永昌 アンビシャス 松　山 音無

ディアデルレイ 田辺 牧 カレンバッドボーイ 小牧太 橋口弘

ライズトゥフェイム Ｍデムーロ 加藤征 カバーストーリー 浜　中 清水久
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【馬単ＢＯＸ】 １＝３＝５＝６＝１０番 (計20点)

【３連単ＢＯＸ】 １＝３＝５＝９＝１０番 (計60点)

≪中山１１Ｒ 日経賞(Ｇ２)≫

◎ ５番・クリールカイザー

〇 ３番・ウインバリアシオン

▲１０番・サウンズオブアース

× ６番・アドマイヤデウス

△ １番・フラガラッハ

◎は、５番・クリールカイザーを推す。毎回、予想の際、印をつけても押さえ

程度までしか、評価出来なかった同馬だが、近走は重賞で常に安定した走

りを見せ、目下の充実度は一番、ここも大崩れないとみて、馬券の軸に期

待する。〇は、３番・ウインバリアシオン、▲は、１０番・サウンズオブアース、

×は、６番・アドマイヤデウス、△は、１番・フラガラッハ。

【馬単ＢＯＸ】 ８＝９＝１０＝１３＝１５番 (計20点)

【３連単ＢＯＸ】 ８＝９＝１０＝１３＝１５番 (計60点)

≪阪神１１Ｒ 毎日杯（Ｇ３）≫

◎１３番・アッシュゴールド

〇１５番・アンビシャス

▲ ９番・ミュゼエイリアン

×１０番・シュヴァルグラン

△ ８番・ダノンリバティ

◎は、１３番・アッシュゴールドを推す。オルフェの全弟で気性＆折り合いと

なかなか能力出し切れていない面があるが、心身共に成長は感じる。そろ

そろこの辺で突き抜けてくれる事を期待しつつこの馬を中心に取る。〇は、

１５番・アンビシャス、▲は、９番・ミュゼエイリアン、×は、１０番・シュヴァル

グラン、△は、８番・ダノンリバティ。

【馬単ＢＯＸ】 ４＝６＝７＝８＝９番 (計20点)

【３連単ＢＯＸ】 ４＝６＝７＝８＝９番 (計60点)

≪中京１１Ｒ 名鉄杯≫

◎ ７番・アウォーディー

〇 ９番・アグリッパーバイオ

▲ ８番・ラルプデュエズ

× ４番・ロンギングゴールド

△ ６番・ブランクヴァース

◎は、７番・アウォーディーを推す。前走は、12着大敗もスタート直後の不

利や、道悪が原因だけに度外視したい。今回の中京コースは、ここまで５

戦して[2,2,0,1]と抜群の中京巧者、今回も期待する。〇は、９番・アグリッ

パーバイオ、▲は、８番・ラルプデュエズ、×は、４番・ロンギングゴールド、

△は、６番・ブランクヴァース。

【ご利用上のご注意】

・天候またはそのほかの理由により、競馬開催が中止・順延、番組内容が変更となった場合、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

・システムなどの不具合により、情報提供が一時的にできない場合があります。

・当情報により提供している内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、これらの情報に基づいて被ったいかなる

損害についても当方は責任を負いかねます。

・競馬開催前日23時ごろに情報を提供いたします。

【馬単ＢＯＸ】 ９＝１０＝１３＝１４＝１５番 (計20点)

【３連単ＢＯＸ】 ９＝１０＝１３＝１４＝１５番 (計60点)

≪阪神１０Ｒ 甲南ステークス≫

◎１３番・クラージュドール

〇 ９番・キープインタッチ

▲１４番・テイエムダイパワー

×１５番・ナンヨーマーク

△１０番・キャニオンバレー

阪神１０Ｒ・甲南ステークス、川田騎手騎乗の１３番・クラージュドールを推す。

休む前まで３戦連続２着と、このダートの長丁場は安定して走る。追い切りの

動きも悪くなく、鉄砲実績[2,0,0,1]もあるだけに、ここは休み明けから狙い撃

つ。〇は、９番・キープインタッチ、▲は、１４番・テイエムダイパワー、×は、１

５番・ナンヨーマーク、△は、１０番・キャニオンバレー。

【馬単ＢＯＸ】 １＝３＝４＝８＝１２番 (計20点)

【３連単ＢＯＸ】 １＝３＝４＝８＝１２番 (計60点)

≪阪神９Ｒ 君子蘭賞≫

◎ ８番・シングウィズジョイ

〇１２番・エアルシアン

▲ ４番・ナムラアン

× ３番・ウインアキレア

△ １番・マキシマムドパリ

栗東・友道厩舎の管理馬、阪神９Ｒ・君子蘭賞、８番・シングウィズジョイを狙

う。「前走は、道悪馬場が原因で、道中終始追っつけ通し力が出し切れな

かった」と管理する友道師。それでも最後の伸び脚とデキ落ちない事を考え

ると、十分巻き返せるとみて狙い撃ちたい。〇は、１２番・エアルシアン、▲は、

４番・ナムラアン、×は、３番・ウインアキレア、△は、１番・マキシマムドパリ。

３人のジョッキーアナリストがスペシャルな特注馬を提供します!!

ファイル No.1

Ｓの自信の一頭！！

★マスクトヒーロー(中山・マーチＳ)

「今まで一番のデキ」と陣営が太鼓判！

過去、４勝挙げている中山ダ1800なら重賞の壁なしと期待する！

ファイル No.２

今週の特注馬

★ミュゼエイリアン(阪神・毎日杯)

今年、一度使われ、デキ上昇！

川田を背に今度は、アンビシャスの逆転狙う！

ファイル No.３

★ウインバリアシオン(中山・日経賞)

今週、追い切った後、「先週より更にデキは上がっている」と陣営サイド

の感触は非常に良いです。ここ数戦、大敗していますが、昨年１着、一

昨年２着と結果を出しているこの日経賞で巻き返しを期待します。


