
競馬予想大会　～宝塚記念　2016　　【函館スプリントS】

No ニックネーム 印 買い目 配当結果 回収率 一言

1 としや

◎オメガヴェンデッタ
○ティーハーフ
▲オデュッセウス
☆エポワス
△2.4.9.1

3連複フォーメーション
◎→○▲☆→印
15通り×200円

過去の洋芝実績をメインに予想しました。

2 tony

◎7
◯9
▲4
穴5
△1.13.11.16

三連複フォーメーション
7-9.4.5.-9.4.5.1.13.11.16    15点  1500円
複勝 5  1000円
ワイド  4-5 200円　5-7 200円　5-11 100円

大変難解。函館コースと相性のいい馬を選択。1200メートルに好成績残している馬を選択。今日の函館で乗れていた騎手
を選択。  5.は8歳だが21戦で函館 1-3-0-0と連対率 100パーセント。1200メートルは複勝率80パーセント。◎にするか悩ん
だが ここ2戦凡走しているので穴までとしました。

3 フジダイ

◎12 ティーハーフ
○7  オメガヴェンデッタ
▲3  シュウジ
▲4  オデゥッセウス
△8  ティソーナ
△9  アクティブミノル
穴11 キャンディバローズ

三連単2頭軸マルチ
軸◎-○
相手、印全て
各100円

差しが決まる馬場でローレルベローチェが絶対に行くので差しなら印2頭が抜けている！

4 古典魔法使い　

◎⑦オメガヴェンデッタ
○⑨アクティブミノル
▲⑪キャンディバローズ
☆④オデュッセウス
△②ヤマニンプチガトー
△⑩スカイキューティー
△⑤エポワス

三連単フォーメーション
⑦⑨→⑦⑨⑪④→⑦⑨⑪④②⑩⑤
30点各100円

函館(洋芝)実績

5 ノブユキ

◎オデュセウス
○エポワス
▲アクティブミノル
△キャンディバローズ
☆ファントムロード

4-5-9-11-15
馬連ボックス各100
ワイドボックス各200

堀厩舎と戸崎に期待します。

6 リュウドラゴン

◎1番レッツゴードンキ
◎4番オデュッセウス
△7番オメガベンデッタ
△9番アクティブミノル
△11番キャンディバローズ
△12番ティーハーフ
△16番ソルヴェイグ

3連複軸1頭流し
1～4、7、9、11、12、16（15通り）
＠100×15＝1500円
4～1、7、9、11、12、16（15通り）
＠100×15＝1500円

（腐ってもG1馬）or（軽量3歳ファルブラウ産駒）～（ロト6流し）ナンカイす

7 LEON

◎12番　ティーハーフ
○13番　アースソニック
▲7番　オメガヴェンデッタ
★4番　オデュッセウス
★9番　アクティブミノル
△3番　シュウジ
△1番　レッツゴードンキ
△11番　キャンディバローズ

三連複フォーメーション
⑫⑬ー④⑦⑨⑫⑬ー①③④⑦⑨⑪⑫⑬
@100円  30通り

◎○はフランケルさんと
かぶりました！差し決着想定です。

8 nabeken
◎4オデュッセウス
相手 1 5 7 9 11 12

馬連
4－1 5 7 9 11 12 計500円
計3000円

予想のポイントを一言：難しいレースですが早めに北海道入りして調整して、鞍上に戸崎が乗ることから陣営の本気度が伺
えます。人気も手頃ですし軽斤量活かし頑張ってくれればと。相手は人気馬から下位人気まで入れて勝負です。

9 きくさん
◎7オメガヴェンデッタ
◯12 ティーハーフ
▲9 アクティブミノル

7-12 ワイド1800円
馬連7-12  1000円
三連単 7、12→7、12→9  各100円

軽斤量の3歳馬にも人気が集まり、かなり人気は割れているが、◎はミッキーアイル比較で見ると地力は最上位であり、
コース実績もある7オメガヴェンデッタに◎。
ティーハーフも高松宮記念では詰まらなければ3着はありそうな脚色で、1200で得意の舞台となれば強く狙いたい。▲に
ティーハーフと同列評価としたいが走ったり走らなかったりで評価は一段下げたアクティブミノル。力的には◎◯には及ばな
いとみて三着まで。3歳馬が来たら諦める。



10 孝太

◎　オメガベンデッタ
○　シュウジ
○　アースソニック
○　アクティブミノル
○　オデッセウス
▲　レッツゴードンキ
△　エポワス
△　セイコーライコー
△　ティソーナ
△　ティーハーフ
△　ファントムロード

三連複
⑦
ー➃③⑨⑬
ー①③➃⑤⑥⑧⑨⑫⑬⑮
30点（100円）

アースソニック来てくれる事願う。

11 金太郎

12 芦原温泉

◎①
○⑦
▲③
☆④
△⑤⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯

三連複フォーメーション
①①①①
－⑦③③③③④
－③④⑤⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑯⑯⑯
各100円

43,840円43,840円43,840円43,840円 1461.3%1461.3%1461.3%1461.3%
軸馬探すも難しくて悩みました。結果１枠１番のドンキに期待します。吉田騎手お願い！２列目に人気所で３列目は手広くい
きます。

13 アモーレドゥラメンテ

◎ティーハーフ
○レッツゴードンキ
▲オデュッセウス
△キャディバローズ
✖️ローレルベローチェ
注アクティブミノル

三連単フォーメーション
1.12-4.11.16-1.4.9.11.12.16
2400円

昨年覇者ティーハーフに賭ける

14 TAKA

◎アクティブミノル
◎ティーハーフ
△オデュッセウス
△セイコーライコウ
△キャンディバローズ
△アースソニック
△ソルヴェイグ

３連複：
9→12→4.6.11.13.16(5点) 各600円

難解でしたので◎２つにしています。
基本的に「先行、差し、差し」で決まると思っています。
その中で能力上位の２頭が軸で外枠中心に5頭に流しました。

15 枠順の神様

◎⑫
◎⑦
◎④
◎⑭
◎⑤
◎⑬
○③
○⑨
○①

◎ワイドBOX @100円
15点  計1500円
○→◎ワイド流し
③→⑫⑦④⑭⑤⑬
⑨→⑫⑦④⑭⑤⑬
①→⑫⑦④@100円   計1500円
TOTAL   3000円

必勝パターンが、⑤⑥に発生！
④⑤⑥⑦⑫⑬⑭⑮は、複数馬券絡み期待。

16 ブービースタリオン

◎9
○1
○3
○12

馬連◎-○1000円×3点  3000円 好調教で前走高松宮で控えて好走のアクティブから実績のあるG1馬へ流す

17 レオン

◎04オデュッセウス
◯09アクティブミノル
▲05エポワス
☆12ティーハーフ
△01レッツゴードンキ
△03シュウジ
△16ソルヴェイグ

三連単フォーメーション
04.09→04.09.05.12→04.09.05.12.01.03.16
各100円
30点3000円

難解な一戦。
考えれば考えるほど難しいですね。それなら穴からと思いまして、3歳馬52キロの◎から！戸崎も函館に遠征して手ぶらで
は帰らないはず！

18  トン
19 SHIN
20 モブキャスト ◎09番アクティブミノル ◎複勝3000円 突き抜けるはず！



21 火下遊

◎オメガヴェンデッタ
○シュウジ
○エポワス
○アクティブミノル
○ティーハーフ
×レッツゴードンキ
×オデュッセウス
×キャンディバローズ
×アースソニック
×ローレルベローチェ
×ソルヴェイグ

３連複
7-3,5,9,12-1,3,4,5,9,11,12,13,14,16  30点

洋芝血統

22 田宮渉
◎１３アースソニック
○１レッツゴードンキ

ワイド
１３アースソニックから
７、９、１１、１２流し
各700円

単勝１レッツゴードンキ
200円

データ的に優位なアースソニックから洋芝競馬場馬券圏内外した事ない馬への流し。
レッツゴードンキは応援馬券！
下手したら、単勝、ワイド両方当たるかもしれないので、ワクワクです。

23 aran1245

◎7
○12️13
▲8
△1、4、5、9、11、14

三連複 2頭軸 7、12ー4、5、8、9、13、14
7、13ー4、5、8、9、12、14
馬連 流し
7ー1、4、5、8、9、11、12、13、14
8ー1、4、5、7、9、11、12、13、14

難しい、リピーターを優位に考えました。

24 フランケルJr.

◎12番ティーハーフ
○13番アースソニック
▲6番セイコーライコウ
△1番レッツゴードンキ
△14番ローレルベローチェ

馬連ボックス
印5頭（10通り）＠100円

ワイドボックス
印5頭（10通り）＠100円

3連複ボックス
印5頭（10通り）＠100円

アースソニックは追切も非常に良く期待したいですね。
セイコーライコウはヨシトミ先生なので安定の4着かなと思いつつ、
いい意味で紛れがあれば。

25
アベノミクス3.0
（大正ロマン）

アクティブミノル
単勝1000円
複勝2000円

あの高松宮杯の末脚は本当なのか️️️見極めの一戦


