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No ニックネーム 印 買い目 配当結果 回収率 一言

1 としや

◎クイーンズサターン
○グレンツェント
▲ストロングバローズ
☆ゴールドドリーム
△3.5.10

3連単
○、▲→◎→←印 20点×100円
◎→○→←▲ 2点×500円

3強並び立たず！3強の中からは出遅れ癖のあるゴールドドリームを1番下に取りました！
前々走で負けたベストマッチョが次走も良いレースをしていたと思うので割って入れる可能性が高いのがクイーンズサター
ンかと思います。

2 tony
◎12.13.14
△1.6.11

馬単  14→13  300円
三連複フォーメーション
12.13.14-12.13.14-1.6.11  （9点  900円）
三連単フォーメーション
12.13.14→12.13.14→1.6.11 （18点）

上位3頭は強い。マイナス点を探すと
12は4戦しか戦ってない。13は中10週空いている。14は乗り替わり。3強で1着2着は決まると読み 3着には少々穴を入れて
勝負。

3 フジダイ

◎13 ストロングバローズ
○12 ゴールドドリーム
△4  ダノンフェイス
△14 グレンツェント
▲1  マイネルバサラ
▲6  ピットボス
▲16 レッドウィズダム

三連単2頭軸マルチ
軸◎○◎○◎○◎○
相手4.14141414.1.6.16の5頭

1,560円1,560円1,560円1,560円 52.0%52.0%52.0%52.0%
ここは穴を狙うのは無謀だと判断

4 古典魔法使い　

◎⑬ストロングバローズ
○⑫ゴールドドリーム
▲⑪クインズサターン
☆⑭グレンツェンド
△④ダノンフェイス
△⑩イーグルフェザー
△⑥ピットボス

三連単フォーメーション
⑬⑫⑫⑫⑫→⑬⑬⑬⑬⑫⑪⑭→⑬⑫⑪⑭⑭⑭⑭④⑩⑥

30点各100円

1,560円1,560円1,560円1,560円 52.0%52.0%52.0%52.0% 東京ダート1600M戦出走経験＋前走ダート1600M以上

5 ノブユキ
◎ストロングバローズ
○イーグルフェザー

10-13
馬連500円
ワイド2500

東の豊に期待します。

6 リュウドラゴン

◎13番ストロングバローズ
○14番グレンツェント
▲12番ゴールドドリーム
△4番ダノンフェイス
穴1番マイネルバサラ
穴10番イーグルフェザー

馬単流し
13→14、12、4（3通り）＠200×3＝600円
馬連流し
13131313～14、12121212、4（3通り）＠400×3＝1200円
3連単フォメ
13→14、12、4→1、10（6通り）＠200×6＝1200円

1,360円1,360円1,360円1,360円 45.3%45.3%45.3%45.3% （堀厩舎×ルメール）×（甲乙つけず2、3、4番人気）＋（穴2頭）カタいっしょ

7 LEON

◎12番　ゴールドドリーム
◎13番　ストロングバローズ
▲14番　グレンツェント
★11番　クインズサターン
△6番　　ピットボス
△4番　　ダノンフェイス

三連単フォーメーション
⑫⑫⑫⑫⑬ー⑪⑫⑬⑬⑬⑬⑭ー④⑥⑪⑫⑬⑭⑭⑭⑭　@100円  24通り

三連複二頭軸
⑫⑬⑫⑬⑫⑬⑫⑬ー④⑥⑩⑪⑭⑭⑭⑭⑯
@100円  6通り

1,560円1,560円1,560円1,560円
470円470円470円470円

計2,030円計2,030円計2,030円計2,030円

67.7%67.7%67.7%67.7% ⑫⑬は馬券内は堅軸とみました！紐で人気薄が絡んでくれたら。

8 nabeken
◎12ゴールドドリーム
○13 14
▲4

3連単
12→13→1412→13→1412→13→1412→13→14　1500円
12→13  14→ 4 13　各500円
計 3000円

23,400円23,400円23,400円23,400円 780.0%780.0%780.0%780.0%
ここは逆らう余地ないと思うんでこの3強から、2走前の内容からもここはゴールドドリーム頭固定で勝負します。何となくルー
メルは最近重賞では？な感じなんで相手に回します。

9 きくさん
◎13 ストロングバローズ
◯10 イーグルフェザー

◎13 単勝 2000円
馬単13→10 200円
ワイド10-13 800円

東京マイルで13番。ストロングバローズの先行押し切りを嫌う理由もないので◎。ゴールドドリームは距離やら休み明けやら
理由は立つのだろうが前走負けすぎで、要は展開やら何らかの要因で馬券外になる可能性がある馬だとみたい。10イーグ
ルフェザーは前走、致命的かと思われた出遅れからリカバーし勝ち切る強い競馬。能力比較ができないから人気していない
が、対戦したらこの馬強かったんだな～パターンもあると期待したい。

10 孝太

◎ゴールドドリーム
○ストロングバローズ
○グレンツェント
○ヒロブレイブ
○ピットボス
○クインズサタン
△ヤマイチジャスティ
△ダノンフェイス
△ヴェゼール
△イーグルフェザー
▲レッドヴィスタ

3連複フォメ
⑫⑫⑫⑫
ー⑥⑪⑬⑬⑬⑬⑭⑮
ー③➃⑥⑦⑪⑬⑭⑭⑭⑭⑮⑯
（30点）100円

470円470円470円470円 15.7%15.7%15.7%15.7% 穴はヒロブレイブでっす。

11 金太郎



12 芦原温泉
◎⑬
○⑫
▲④

馬単
⑫―⑬⑫―⑬⑫―⑬⑫―⑬      ⑬－⑫
各1000円
三連単
⑫－⑬－④    ⑬－⑫－④
各300円
⑫－④－⑬    ⑬－④－⑫
各200円

6,200円6,200円6,200円6,200円 206.7%206.7%206.7%206.7% 人気所の決着！ 三連単で福永騎手の2、3着狙い！

13 アモーレドゥラメンテ

◎グレッツェント
○ストロングバローズ
▲ゴールドクリーム
△イーグルウェザー
✖️レッドウィズダム
注クイーンズサタン

三連単フォーメーション
14.13→12.10.16→14.13.12.10.16.11
2400円

ダートの巧者ストロングバローズカモン

14 TAKA

◎ストロングバローズ
◯グレンツェント
▲ダノンフェイス
△イーグルフェザー
△ゴールドドリーム

３連単：
13→4.10.14→12(3点) 各1000円

前残りの馬場を考えて組みました。
追い込みも届いていますが、３着までかと。
グレンツェントはベリー騎手だと前で競馬すると思います。

15 枠順の神様

◎⑫
◎⑬
◎④
◎⑪
◎⑨
○⑭
○⑯
○⑥
○①

◎ワイドBOX  @100円
⑫⑬⑫⑬⑫⑬⑫⑬
10点   計1000円
○→◎ワイド流し
⑭→⑫⑬⑭→⑫⑬⑭→⑫⑬⑭→⑫⑬
各5点  20点  @100円  計2000円

160円160円160円160円
250円250円250円250円
240円240円240円240円

計650円計650円計650円計650円

21.7%21.7%21.7%21.7%
パターンなく、個人的には難解。
①の４走前の決まり目サインに期待（笑）

16 ブービースタリオン

◎12
○13
○14
○4
○11

馬連◎-○
12-4    400円
12-11  300円
12-1312-1312-1312-13  1500円
12-14  800円

5,100円5,100円5,100円5,100円 170.0%170.0%170.0%170.0% ダート路線の出世レース。4戦3勝のゴールドドリームを軸に前半と後半のタイムの速いメンバーへ流す。

17 レオン

◎12ゴールドドリーム
☆13ストロングバローズ
☆14グレンツェント
☆04ダノンフェイス

三連単1着固定
12121212→04.13131313.14→04.13.14141414
各500円
6点3000円

7,800円7,800円7,800円7,800円 260.0%260.0%260.0%260.0%
ここはガチガチと予想します。
なので、1着は狙い撃ち！

18  トン
19 SHIN
20 モブキャスト ◎12番ゴールドドリーム ◎複勝3000円◎複勝3000円◎複勝3000円◎複勝3000円 3,300円3,300円3,300円3,300円 110.0%110.0%110.0%110.0% この馬は強い！

21 火下遊

◎ゴールドドリーム
○ストロングバローズ
▲クインズサターン
△グレンツエント
△マイネルバサラ
×ダノンフェイス

３連単
12121212→11,13131313→1,4,11,13,14141414 ×￥200  ￥１６００
12→1,11,13,14→11,13  ×￥100  ￥６００
13→12→1,4,11,14        ×￥200    ￥８００

3,120円3,120円3,120円3,120円 104.0%104.0%104.0%104.0% 東京ダートはゴールドアリュール、ＡＰインディ系

22 田宮渉
◎１２ゴールドドリーム
○１３ストロングバローズ
▲１６レッドウィズダム

３連複軸２頭
１２－１３－総流し１２－１３－総流し１２－１３－総流し１２－１３－総流し
各200円14点で2800円

３連単
１２→１３→１６
200円

940円940円940円940円 31.3%31.3%31.3%31.3%
とにかく当てたいので総流し。
３連単は当たるとラッキー馬券です。

23 aran1245

◎13
○7
▲１
△4、6、11、12、14

三連複 1頭軸 13131313ー1、6、11、12、1412、1412、1412、14
三連複 2頭軸 7、13ー1、4、6、11、12、14
馬連 流し
13131313ー1、4、6、7、11、12121212、14
1ー4、6、7、11、12、13、14

470円470円470円470円
340円340円340円340円

計810円計810円計810円計810円

27.0%27.0%27.0%27.0% 買い方大事ですね。



24 フランケルJr.

◎12番ゴールドドリーム
○4番ダノンフェイス
○13番ストロングバローズ
○14番グレンツェント
△1番マイネルバサラ
△3番ヤマニンジャスティ
△6番ピットボス
△10番イーグルフェザー
△11番クインズサターン

馬連流し
◎◎◎◎－4️13131313️14（3通り）＠400円
計1200円

3連複フォーメーション
◎◎◎◎－4️13131313️14－4️13️14141414️1️3️6️10️11
（18通り）＠100円
計1800円

1360円1360円1360円1360円
470円470円470円470円

計1,830円計1,830円計1,830円計1,830円

61.0%61.0%61.0%61.0%
順当なレースT予想しますが、3着に500万下からの馬で人気薄サイドが来てくれれば。
特に、ヤマニンジャスティが「夏は牝馬」をやってくれると嬉しいですね。

25
アベノミクス3.0
（大正ロマン）

ヤマイチジャスティ
単勝1000円
複勝2000円

父も母父もアメリカン血統、人気のないここで


