
競馬予想大会　～宝塚記念　2016　　【エプソムカップ】

No ニックネーム 印 買い目 配当結果 回収率 一言

1 としや

◎マイネルホウオウ
○ルージュバック
▲ロジチャリス
☆レコンダイト
△3.7.8.9.13

3連複フォーメーション
3→7.12.18→4.6.7.8.9.12.13.18 18通り×100円
3連単
7.12.18→3→←7.12.18 12通り×100円

前走を見てマイネルホウオウの復活に期待します！

2 tony

◎18
◯1
▲7
△16

馬連  1.7.18box  　各500円
単勝 1  500円
三連複  1-7-18 500円
三連複  1-7-16 500円

ルージュには是非勝ってもらいたい。今年の重賞でディープ産駒は調子いいのでラングレーの単勝を少々。荒れないと予想
しました。

3 フジダイ
◎18番ルージュバック
○3番マイネルホウオウ
▲4番サトノギャラント

3連複
フォーメーション
18→3.4→メイショウヤタロウ以外全流し
＠100円　計2900円

三連単
フォーメーション
18→3→4
@100円 計100円

実力最上位&大外枠プラスのルージュバック軸です。
後は穴でマイネルホウオウとサトノギャラントを置きます。オッズほど弱くない2頭だと自分は思います！
紐はメイショウヤタロウ以外流します。
展開はマイネルミラノが単騎逃げ。
それをルージュバック以外の人気馬が中段までに来ると思いますが、マイネルミラノに着いて行って差し決着になると面白
いと思います。

4 古典魔法使い　

◎①ラングレー
○⑦ロジチャリス
▲⑧エキストラエンド
☆⑥アルバートドック
△⑤ヒストリカル
△③マイネルホウオウ
△⑫レコンダイト

3連単フォーメーション
①⑦→①⑦⑧⑥→①⑦⑧⑥⑤③⑫
30点各100円

黙って内枠から

5 ノブユキ

◎ルージュバック
○アルバートドック
▲レコンダイト
△マイネルホウオウ
△ラングレー

1-3-6-12-18
馬連ボックス100円
ワイドボックス各200

6 リュウドラゴン

◎1番ラングレー
○18番ルージュバック
▲7番ロジチャリス
穴5番、8番、13番

馬連流し
1ー7、18（2通り）＠400円　計800円
ワイド流し
1ー7、18（2通り）＠500円　計1000円
3連複フォメ
1ー7、18ー5、8、13（6通り）＠100円　計600円
3連単フォメ
1→7、18→5、8、13（6通り）＠100円　計600円

（内枠ディープ産駒）＋（4歳馬×2）＋（穴なら逃げor7歳？）カタいかな

7 LEON

◎7番ロジチャリス
○6番アルバートドッグ
▲13番マイネルミラノ
★1番ラングレー
△18番ルージュバック
△16番フルーキー

馬単フォーメーション
⑥⑦⑬ー①⑥⑦⑬⑯⑱
@100円  1500円

三連複流し
⑦ー①⑤⑥⑬⑯⑱
@100円  1500円

四歳馬、二頭と逃げ馬の前残りを狙いました。

8 nabeken
◎7 ロジチャリス
相手 1.3.12.13.16

馬単
7→1.3.12.13.16
各600円 5通り3000円

前走のロジチャリスの競馬を見て上位陣が外枠とマイナス材料が揃った為、勝ち切る可能性があると思い思い切って頭固
定で、大外のルージュバックなかなか勝ち切れないしこの枠なので思い切って消します。

9 きくさん
◎13 マイネルミラノ
◯7 ロジチャリス

13→7 馬単 500円
7-13 ワイド 1000円
13 複勝1500円13 複勝1500円13 複勝1500円13 複勝1500円

複勝　5,550円 185.0%185.0%185.0%185.0%
ペースが上がるメンバー構成ではなく、平均ペースまで。ハイにならなければ、末脚を繰り出せるマイネルミラノの逃げ残り
に期待。相手に番手に来そうなロジチャリス。外枠の人気差し馬は来たら諦める。

10 孝太

◎　ラングレー
◎　アルバートドック
○　ロジチャリス
○　エキストラエンド
○　フルーキー
○　ルージュバック

馬単
①⑥ー
①⑥⑦⑧⑯⑱　（10点）300円

エキストラエンドが嵌ってくれれば!



11 金太郎
◎18
○12
△6.7.8.13.16

馬連12-18 @1000
ワイド12-18 @1000
3連複2頭流し12-18-6.7.8.13.16 @各200

12レコンダイトの連闘は調子がいいとみました。前走前が開かず不発
18は、強いでしょ～

12 芦原温泉

◎⑦
○⑥
▲⑱
☆⑯
△①

ワイド  ⑦－⑥  2000円
三連単
⑦⑱⑥    ⑦⑥⑱  ⑥⑦⑱
⑥⑱⑦    ⑦⑯⑥  ⑦⑥⑯
⑥⑦⑯    ⑥⑯⑦  ⑦⑯①
⑯⑦①
各100円

安田記念の名誉挽回で福永騎手本命。相手に普通に走りそうなアルバート。
三連単でルージュとフルーキーの2、3着。おまけでラングレーの3着。当たってくれー‼

13 アモーレドゥラメンテ

14 TAKA

◎１番 ラングレー
◯１８番 ルージュバック
▲１３番 マイネルミラノ
オマケ １０番 エックスマーク

単勝
1  (1点)   @500  計500円

ワイド
1→13.18 (2点)   @500  計1000円
1→10 (1点)   @100   計100円

馬連
1→13.18 (2点)   @500   計1000円

３連複
1→13→18 (1点)   @400   計400円

1枠1番を引いたラングレーは好戦必至。
石橋騎手が中団前目に付ければルージュバックに先行できると思います。

対抗のルージュバックは基本外からの追い込みなので枠は関係ないはず。
鞍上が主戦に戻るのもプラス。

マイネルミラノはこのレースで唯一の先行馬という部分を評価しました。
本当はもう少し内枠に入って欲しかったですが、鞍上が柴田大知騎手なら押し切れる可能性もあるかと。

エックスマークはオマケです。

15 枠順の神様

三連複フォーメーション
⑯→⑦・⑧→①・④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑫・⑬・⑱
@100円
15点
ワイド
⑬⑬⑬⑬→⑯⑯⑯⑯・⑦・⑱⑱⑱⑱・①・⑫
⑦→⑯・⑱・①・⑥・⑫
⑱⑱⑱⑱→⑯⑯⑯⑯・①・⑫
⑯→①・⑫
@100円
15点
計3000円

ワイド
13-16　1,420円
13-18　1,020円
18-16　330円
合計　2,770円

92.3% 柴田大知クンとデムーロクンに期待します（笑）

16 ブービースタリオン

◎7ロジチャリス
◯18ルージュバック
▲ 6アルバートドック
△1ラングレー
△16フルーキー
△3マイネルホウオウ
△8エキストラエンド
△9マイネルミラノ
△12レコンダイト
大穴10エックスマーク

三連複フォーメーション21点×100円
7
1.6.18
1.3.6.8.9.10.12.16.18

馬連三頭ボックス3点×300円
6.7.18

軸は複勝勝率の高い祐一騎手に期待をしたいと思います。調教もいいし、先行出来て、前走上がりギリギリ３３秒台がポイ
ントだと思いますっというより、完全ごひいき騎手なので…（笑）
あと、18ルージュバックは外枠が私の中では不安要素だったので2番評価になりました。
6アルバートドックはエプソムカップ第33回、
3+3=6で決めました。上がり最速1位だし。
以上、当たりますように。

17 レオン
◎12レコンダイト
◯7ロジチャリス

ワイド
7-12
3000円

レコンダイトは左回り巧者。新潟には参戦しないと見てここは取りに来る。
あとはデータ的に有利な4歳馬の上がり馬、ロジチャリスとのワイド一点で！

18  トン

◎フルーキー
○ルージュ
▲アルバートドック
△レコンダイト

フルーキーから印へ三連複各1000 よろしくお願いします。

19 SHIN

◎06番アルバートドック
◎07番ロジチャリス
▲18番ルージュバック
▲16番フルーキー
▲01番ラングレー
△03番マイネルホウオウ

ワイド フォーメーション
06,07 - 01,06,07,16,18（7通り）
＠400円　計2,800円

ワイド 流し
03 - 06,07（２点）＠100円　計200円

人気馬ルージュバックとフルーキーが外枠のため嫌いました。このレースでは安定のディープ産駒と勢いのある馬の2頭を
軸において人気馬に流す感じです。マイネルホウオウはGⅠ馬ですし、最近の復調気配を考えても買っておきたいと判断し
ました。

20 モブキャスト ◎18番ルージュバック ◎複勝3000円◎複勝3000円◎複勝3000円◎複勝3000円 4,200円 140.0%140.0%140.0%140.0% 大外枠は関係なし！！



21 火下遊

◎ラングレー
○ルージュバック
▲ロジチャリス
×ステラウインド
・マイネルホウオウ
・サトノギャラント
・ヒストリカル
・アルバートドッグ
・エキストラエンド
・レコンダイト
・マイネルミラノ
・フルーキー

３連複：1,18-2,3,4,5,6,7,8,12,13,16
10点×￥200
 
1,7-2,3,4,5,6,8,12,13,16,18
10点×￥100

エプソムＣは内枠・ディープ

22 田宮渉

◎①ラングレー
相手
⑤ヒストリカル
⑰ダービーフィズ

単勝①ラングレー   1000円

ワイド
①ラングレーから
⑤ヒストリカル
⑰ダービーフィズ
のワイド2点1000円ずつ

データ的にラングレーの勝ちの確率は高いが、ちょっとジョッキーが不安。

23 aran1245
◎7・12
相手3・4・6・16・18

三連複 1軸
7ー3、4、6、12、16、18
12ー3、4、6、7、16、18

現実的に、そしてロマンも感じた買い目。

24 フランケルJr.

◎1番ラングレー
◎7番ロジチャリス
◎16番フルーキー
◎18番ルージュバック
▲3番マイネルホウオウ

3連複◎4頭ボックス
1・7・16・18（4通り）＠300円
計1200円

3連複◎4頭+▲の5頭ボックス
1・7・16・18・▲（10通り）＠100円
計1000円

馬連・ワイド各流し
▲－1・7・16・18（馬連・ワイド各4点）＠100円
計800円

合計3000円

4強で決まりと見ていますが、割って入るなら復活を期す
マイネルホウオウでしょうか。追切重視の▲指定です。

25
アベノミクス3.0
（大正ロマン）


