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推奨環境 

本レポートの閲覧は、以下、最新 Adobe Reader(無料ダウンロード)を推奨 

http://get.adobe.com/jp/reader/  

 
 
 

著作権 
  

一、 本レポートの著作権は、原則著者である武虎に属します。 

 

二、 本レポートの内容すべて、原則、著者の許可なく、複製コピー、転載、

引用、二次利用を禁止します。 

 

三、 本レポートを参考にして生じる損失すべて、自己責任でお願します。 

 
 

 
以上、ご不明点など、気軽にお問合せください。 

 

� お問合せメールフォーム 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/8b099793218149 
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馬体の名称 

 

馬体の名称を一部掲載。本書の参考にしてください。 

馬体の名称のさらなる詳細は、以下 JRA ホームページ等で確認してください。 

 

競走馬・馬体の仕組み(JRA 公式ホームページ) 

http://www.jra.go.jp/kouza/thoroughbred/page4.html 
 
 

 

馬体基本図 
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はじめに 

著者の武虎と申します。 
 

競馬暦は 20 年弱、馬体をベースに競馬を楽しむようになり 15 年程。

現在、ブログやメルマガで毎週、馬体診断予想を配信しています。 
 

原則、「馬体写真だけ」で予想から結論までを行います。競馬新聞など

も読まず、過去実績、調教、騎手、他各種データも、ほとんど確認しま

せん。また、馬体派ですが、パドックも予想の参考には一切しません。 
 

毎年、馬体写真を１５００頭、５０００枚(同一重複含む)程度、馬体診断し

ています。サラブレッド生産者や調教師のように、現場で培った相馬眼

ではないですが、彼らにはない、また、一般の馬体パドック派含めて、

「前例のない馬体の見方(相馬ロジック)」を構築しています。 
 
 

この独自の「馬体の見方」には、大きな特徴が二つあります。 
 

� “適性”を見抜く馬体の見方 

� “ギャンブルの実践向き”の馬体の見方 
 

これらの特徴から、 
 

1. 馬体だけで結論を出すことが可能。 

2. 一貫性や体系化に優れたギャンブル向き予想プロセス。 

3. 時短予想 
 

を実現しています。 
 

 

では、著者の「馬体の見方」について、もう少しくわしく解説してい

きます。 



馬体診断マニュアル 

6 

著者の「馬体の見方」とは 

メルマガ配信している馬体診断予想、その基となる、著者独自の

「馬体の見方」は、一般的な「馬体の見方」とは大きく異なります。 

 

両者の違いを、簡単に一覧で解説。 
 

著者の「馬体の見方」 特徴 一般的な「馬体の見方」 

横の比較 見方 縦の比較 

適性 
見抜く 
要素① 

状態 

馬体からしかわからない要素 
見抜く 
要素② 

馬体以外でもわかる要素 

馬体各パーツの形状等 

目に見える“馬の外見”中心 

見抜く 
要素③ 

馬体から調子や気配、イレコミ等

目に見えづらい“馬の内面”中心 

短期的に変化しにくい要素 
見抜く 
要素④ 

短期的に変化しやすい要素 

相馬の基本 
(客観重視) 

判断 
基準 

個人の感覚 
(主観重視) 

必須 
※個々の感覚では判断不可 

相馬の 
知識 

なくても可 
※個々の感覚で OK 

不要※馬体写真 パドック 必須 

可 
前日 
予想 

不可 

しやすい 体系化 しづらい 

馬体を診断 一言で 馬体の印象 

ほぼ皆無 一般的 スタンダード主流 
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「馬体診断予想」とは 

著者の馬体診断予想は 
 

□ 馬体指標 
� 馬体適性データ 

� 馬体レーティング 
 

□ 馬体結論 
� 予想結論｛◎○▲★｝ 

� 各馬短評(馬体解説) 

 

大きく二部構成。 

 

 

では、具体的に、コンテンツの読み方を解説。 



馬体診断マニュアル 

8 

コンテンツの読み方 

過去、実際に配信したメルマガバックナンバーをもとに、解説。 

 

 

メルマガ本文  
例)バックナンバー２４,２５号 

２０１３高松宮記念号 
 

解説 
本文の見方、意図ニュアンスを

具体的に解説。 
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メルマガ-馬体診断予想の解説 サンプル＜高松宮記念号(２４～２５号)＞ 
 
 

□ 「高松宮記念」馬体診断 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼舞台適性データ 

 

【適性】C/T 型-S(スプリント) 

【ﾗﾝｸ】G1 【ｺｰｽ】中京 【距離】芝 1200m 

 

コース解説～JRA 公式 HP 

http://www.jra.go.jp/facilities/race/chukyo/course.html 

 

 

 

▼馬体適性データ 

 

ロードカナロア 

―――――――――――――――――――――――― 

【適性】A/T 型-S 

【特徴】容量大、筋肉多、丸厚、バランス良、軸安定 

【Ａbi】パワー、内枠、万能、融通性 

------------------------------------------------ 

【ﾗﾝｸ】A 【ｺｰｽ】B 【距離】A 【一発】A 【仕上】可 

 

 

 

ドリームバレンチノ 

―――――――――――――――――――――――― 

【適性】N/L 型-S-M 

【特徴】首差し良、サス長、胴伸び、低重心、後コン 

【Ａbi】淡白、先行、1400、外枠、消耗戦 

------------------------------------------------ 

【ﾗﾝｸ】A 【ｺｰｽ】A 【距離】B 【一発】A 【仕上】良 

 

 

 

ダッシャーゴーゴー 

―――――――――――――――――――――――― 

【適性】A/L 型-S 

【特徴】首厚、筋肉量多、丸厚、骨量豊富、重め 

【Ａbi】パワー、淡白 

------------------------------------------------ 

【ﾗﾝｸ】B 【ｺｰｽ】B 【距離】A 【一発】A 【仕上】可可 

 

 コース適性 

東京・京都＞新潟＞中京＞小倉＞札幌・函館＞福島＞中山・阪神(内) 

 

※阪神(外)＝万能(東京＋中山)、京都(内)=小倉 

 
Point 

舞台(競馬場)適性と馬体適性は連動。コース適性は、基本、

東京・京都向き(C型)と、中山・阪神向き(A型)に二分類。  

各馬の馬体適性 

 

【適性】…SP型(2種)/適質(2種)----適距離(5カテ)に分類 

【特徴】…馬体特徴のメモ書き 

【Ａbi】…馬体から適条件など 

※【適性】、【特徴】、【Ａbi】の詳細は、後述の各解説ページ 

 
【ﾗﾝｸ/ｺｰｽ/距離/一発/仕上】…今走の大まかな評価 

【ﾗﾝｸ】…スケールや素材自体の良さ。馬体ランクの略 

【ｺｰｽ】…今走コースへ適性  

【距離】…今走距離への適性 

【一発】…馬体の強み(長所)、個性度 

【仕上】…今走の仕上がり具合 
 

評価｛S、A、B、C｝の 4段階ベース。※詳細は、７段階 

┃SS…現役最高 / 適性最高 

┃S…現役屈指のスケール / 適性抜群  

┃A(AA)…素晴らしい好馬体 / 適性高い 

┃B(BB)…標準 / 適性普通～適性低め 

┃C…よく見えない / 適性低い  

┃仕上り…優 / 良 / 可 / 緩い,重い  
 
Point 

各【評価】で、S(SS)や優を打つ馬は、年に数頭レベル。 

また、今回初見(馬体評価データ初公開)で、かつ将来、

「必ず重賞を勝てる」、「狙いレースが来る」といった高評

価馬の場合、狙い目となるレースまで、【ﾗﾝｸ】評価を、 

Bとして、伏せておく(温存する)場合もある。  
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エピセアローム 

―――――――――――――――――――――――― 

【適性】C/N 型-M 

【特徴】首軽、箱型、母父、薄広、斜尻、牝らしい 

【Ａbi】SP 裏付け、差し 

------------------------------------------------ 

【ﾗﾝｸ】A 【ｺｰｽ】A 【距離】B 【一発】A 【仕上】可 

 

 
 
 

 

 

□「高松宮記念」最終結論 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

▼馬体レーティング 

 

>>>過去 TOP 平均【113P】/100 頭 

 

111 ロードカナロア 

110 ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞﾚﾝﾁﾉ、ｴﾋﾟｾｱﾛｰﾑ、ｻﾝｶﾙﾛ、ﾏｼﾞﾝﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ 

109 ﾀﾞｯｼｬｰｺﾞｰｺﾞｰ、ﾂﾙﾏﾙﾚｵﾝ、ｻｸﾗｺﾞｽﾍﾟﾙ、ﾌｨﾌｽﾍﾟﾄﾙ 

108 スギノエンデバー、シルクフォーチュン 

 

 

 

▼馬体適性データ 

 

>>>今走舞台適性【C/T 型】 

 

【加速 A 型】 

A/T ロードカナロア、フィフスペトル 

A/N ｻｸﾗｺﾞｽﾍﾟﾙ、ｽｷﾞﾉｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ、ｼﾙｸﾌｫｰﾁｭﾝ 

A/L  ダッシャーゴーゴー 

 

【万能(中立)N 型】 

N/T なし ※ハクサンムーン 

N/N  ツルマルレオン 

N/L ｻﾝｶﾙﾛ、ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞﾚﾝﾁﾉ ※ｱｲﾗﾌﾞﾘﾘ、ﾒｲｼｮｳﾃﾞｲﾑ 

 

【持続 C 型】 

C/T★なし ※アドマイヤセプター、モンストール 

C/N  マジンプロスパー、エピセアローム 

C/L  なし 

 

馬体レーティング 

過去の馬体レーティング TOP となった馬 

平均数値は、113113113113 ポンドポンドポンドポンド(対象 100頭) 
 
レーティングの目安 
 

┃120120120120 (上限) 

┃110110110110 (高評価) 

┃105105105105 (低評価) 

┃100100100100 (下限) 
 

Point 

馬体レーティング算出は、当週の＜競馬ブック

フォトパドック＞に馬体写真掲載馬に限定。  

馬体適性データの分類 

>>>今走舞台適性…該当レースの適性 

★…馬体適性が完全一致 
 

Point 

当週の＜競馬ブックフォトパドック＞に馬体写真の

掲載がない馬に、※印付。その場合、以前の馬体

診断データや、馬体写真、馬体の記憶から分類。 
 
例) ハクサンムーンは、当歳時セレクトセール時の

馬体写真より適性分類。 
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▼馬体診断予想 

 

◎ハクサンムーン 

◎ドリームバレンチノ 

○エピセアローム 

▲ｻﾝｶﾙﾛ、ﾌｨﾌｽﾍﾟﾄﾙ、ﾏｼﾞﾝﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ 

★アドマイヤセプター、モンストール 

見ﾛｰﾄﾞｶﾅﾛｱ、ﾀﾞｯｼｬｰｺﾞｰｺﾞｰ、ｻｸﾗｺﾞｽﾍﾟﾙ 

 

 

 

 

▼期待値Ｄダウン 

 

なし 

 

 

 

 

▼推奨馬券 

 

・◎ハクサンムーン単複 

 

 

 

 

▼最終結論～総評 

 

>>>>馬体レーティングトップ 

111 ロードカナロア 

上下差 3 ポンド内 

 

 

 

>>>>馬体適性が完全一致は 

なし ※アドマイヤセプター、モンストール 

 

 

 

>>>>馬体から 

馬体はロードカナロアの圧倒的１強ではないが…。 

 

 

 

 

予想の印について 

 ◎……本命。原則１頭。 

 ○……対抗。原則１頭。 

 ▲……押さえ。原則１～３頭。 

 ☆……凡穴。原則１～３頭。 

 ★……一撃。原則１頭。 

 見……見送り。様子見や消し評価。 
 

Point 

当週の＜競馬ブックフォトパドック＞に馬体写真がない馬を本

命◎とする場合、もう一頭、本命◎を指名(W 本命)。この場合、

一頭は、「個人的な馬体一押し馬◎(ハイリターン)」で、もう一頭

は、「一般向けの本命馬◎(低リスク)」となる場合が多い。 

期待値Ｄダウンとは 

本命◎で馬券を買ってはならない馬。 

詳細は、右【定期特典】vol.1 で解説。 

推奨馬券 

『馬体診断予想』からの推奨馬券。原則、期待値をクリアした

(高い)買い目などを掲載。連式は、必ず、総流しが基本。 

馬体レーティングの上下差 

該当レースの馬体レーティング最上位 TOP と最下位との差。 

馬体からの「評価の拮抗度(混戦模様)」の目安となる。 

※当週＜競馬ブックフォトパドック＞に馬体写真有の馬限定。 

 
レーティング上下差のおおよその目安 
 

┃６６６６PPPP 以上以上以上以上…馬体レベル開き大 

┃４４４４～～～～５５５５PPPP …標準～混戦 

┃3P3P3P3P 以下以下以下以下  …大混戦 
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▼最終結論～各馬短評 

 

W 本命◎ハクサンムーン 

―――――――――――――――――――――――― 

馬体確認は、デビュー前セレクトセールにおける当歳 

時の馬体写真のみ。が、その馬体とレースぶりから、 

是非「高松宮記念で本命◎を打ちたい！」と、密かに 

温存していた一頭。 

 

現時点の馬体はわからないが、当歳の馬体から「三角 

の軽い首差し、肩口の軽さ、前傾姿勢、トモの造りや 

飛節へのバランスの良さ、四肢骨量や軸も安定など」 

SP 裏付けあり、かつ、パワーに頼る加速でなく、骨格 

からの加速力の裏付けに加え、重くなりづらい造りと 

C 型ベースのスピードスプリンターらしさが想定でき 

る造り。 

 

未だ、スプリント路線の馬体 No.1 は、モルトグランデ 

だが、そろそろ、その後を引き継ぐ馬を指名したいと 

ころ。モルト同様の A 型ベースのサドンストームか、 

C 型ベースの同馬あたりが現時点で候補。ただ、両馬 

とも、現時点の馬体写真を未だ見ておらず、大物感等 

「馬体素材のレベル(スケール)」がわからない。 

 

ただ、同馬の「馬体素材のレベル」は、一度、現在の 

馬体を見ないことにはわからないが、同馬のレースぶ 

りからも、おそらく、想定している「馬体適性」には 

誤差はないはずで、今走への適性高い。旧中京コース 

ならば、なおよかったが。 

 
 
 
 
 

 

以上、馬体レーティング TOP がロードカナロア 111 と 
平均的数値よりも低く、上下差 3 ポンド以内と混戦。 
 
つまり、ロードカナロアが適性一息の舞台で、同馬に 
突け入る隙があるにもかかわらず、突け入るに足る馬 
体の馬たちの後もう一押しが利かない。(※馬体写真 
あり限定)と、ロードにとって組みし易い相手。 
 
ただ、今回馬体写真ない馬に、馬体好素材＆適性高の 
馬がおり、それらの激走に期待。 
 
馬券は、ハクサンムーンの単複 2 点を予定。 

 

 

各馬短評 

予想の印を打った馬について、「当レース

への馬体評価他、具体的な馬体解説、過

去の名馬との馬体比、父や母父の種牡馬

の馬体傾向」などを記述。馬体から、予想

の自信度もわかる。 

以上～ 

「以上、…」、ここに 
 

・予想の総まとめ。 

・当レースの期待値解説 

・個人的購入馬券 
 
これらを記述。 
 

Point 

最終的な馬券購入可否は、当日オッズの

オッズリミットで決定。 

 

例) いかに馬体から自信がある本命馬◎

でも、単勝３.３倍以下のオッズでは、原則

(99%)購入することはない。 
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コンテンツの説明 

配信内容の参考の仕方について ※数値は 2013 年度 
 

� 馬体レーティング 

馬体レーティング TOP 馬 【該当数】84 頭 

【単勝率】20％ 【複勝率】48％ 

【単回収】98％  【複回収】99％ 
 

馬体レーティング TOP 馬 ※１番人気除く 【該当数】57 頭 

【単勝率】14％ 【複勝率】39％ 

【単回収】111％ 【複回収】104％ 
 

＜馬体レーティング TOP 馬＞は、単複とも「ベタ買い」で回収率 100％弱。 

さらに、＜馬体レーティング TOP 馬＞で 1番人気を除いた場合、回収率

100％超。これは、１番人気といった「馬体以外でも巷で高評価の馬」を除き、

純粋に「馬体限定で高評価の馬」を抽出している状態。 
 

ズバリ、当馬体診断で＜馬体レーティング＞トップだが、一般的にはそれほ

ど評価されていない馬は期待値が高い傾向にある。 

 
 

� 予想の印～【予想数】85R 【賭け数】43R 【見送り】42R 

本命◎指名…【単回収】63％ 【複回収率】85％ 

一撃★指名…【単回収】128％ 【複回収率】169％ 
 

著者の予想スタンスは、完全な「穴党」。故に、＜本命◎＞は、「あわよくば

複勝圏内」というタイプが多く、「単勝向きではない」のが成績にも顕著。 
 

また、＜本命◎＞の単複共に回収率 100％割れも、これはすべて「ベタ買

い」での数値。実際、予想した約 1/2である【42R】はレース単体で見送り。回

収率の底上げには、「見送り」が非常に重要であることもわかる。  
 

後、本命◎同等の評価として「リスクは高いが、一撃一発を秘めた馬」を指名

する＜一撃★＞は、「ベタ買い」でも単複とも大きく回収率 100％超。これは

「見送り」を加味せずの数値であり、その「一撃の破壊力」を物語っている。 
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� 最終結論-各馬短評 

ここでは、｛馬体の特徴、適性タイプ、馬体レーティングの数値

では言い表せない微妙なニュアンス他、種牡馬や血統の馬体

的な傾向、過去の名馬の馬体｝などを解説。 
 
 

� 馬体メモ 

馬体診断予想の対象レース(重賞)以外を対象に、馬名に記

憶がある馬の今走のざっくりとした評価(※２パターン)。 
 

【↑】…上々 / 【→】…普通～一息 
 

各レースの出走表を眺め、「馬体を知っている馬」や「過去高評価した馬」等

馬名に記憶がある馬をピックアップして、出走レースへのざっくりとした評価を

解説。出走表を一つ一つ確認しておらず、ざっと馬名をみて目にとまった馬

について書き綴ったメモ書き程度であり、予想といったレベルではない。 
 

過去、不定期にこうした「馬体メモ」は配信することがあったが、2014 から一

先ず、上記評価基準を明記。実績サンプルはごくわずか。 

 

 

� 期待値Ｄダウン 

…絶対に本命◎で馬券を買ってはならない馬 

※詳細は『期待値Ｄダウン-マニュアル』を参照 
 

レース  単勝回収率 複勝回収率 

Ｇ１ 59.6%59.6%59.6%59.6%    59.3%59.3%59.3%59.3%    

重賞 73.9%73.9%73.9%73.9%    71.3%71.3%71.3%71.3%    

オープン 70.7%70.7%70.7%70.7%    70.2%70.2%70.2%70.2%    

ALL  72.7%72.7%72.7%72.7%    78.0%78.0%78.0%78.0%    

 

くれぐれも、期待値Ｄダウン以外は、絶対的な裏付けは保証され

ておらず、あくまで目安程度。 
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【適性タイプ】について 

例)ジャスタウェイ 

 

 

 

ＳＰ型/適質 型    適距離 
 
 
 

ＳＰ型…馬体から発揮する(求められる)スピードの質 
 

AAAA…Acceleration(アクセレレーション) 加速 SP 型 

CCCC…Continuity(コンティニュイティ) 持続 SP 型 

※N…Neutral(ニュートラル)､万能(中立)型 
 
 
 

適質…馬体から適しているレースや距離の質 
 

TTTT…Tight(タイト) 厳しい流れ・距離質(根幹)向き 

LLLL…Loose(ルーズ) 緩い流れ・距離質(非根幹)向き 

※N…Neutral(ニュートラル)､万能(中立)型 
 
 
 

適距離…国際レーティングの距離をベースに修正 
 

S…スプリント(Sprint)1000m～1400m 

M…マイル(Mile)1400m～1800m 

I…インターミディエイト(中距離)1800m～2200m 

L…ロング(長距離)2200m～2800m 

E…エクステンディッド(ステイヤー)2800m～ 
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【特徴】について 

例)ジャスタウェイ 

 

    
【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】…………馬体馬体馬体馬体のののの形形形形、、、、特徴特徴特徴特徴のメモ書き 

 
 
 

馬体特徴メモ一覧 ※一部 
特徴メモ 詳細 

名馬の相 名馬に多い顔立ち 

顔良 顔良し 

小顔 全体シルエット比で顔が小さい(小さめ) 

三角首 三角首差し 

首軽、首長 首差し軽い(軽め)、首差し長い(長め) 

首厚短 首差し厚く短い 

長躯短背 下腹ラインに対し、背が短めの造り 

箱型 全体シルエットが箱型 

骨格バランス 全体の骨格限定の造り 

筋肉バランス 筋肉の立体的(３Ｄ)な構造 

薄広 薄広の筋肉バランス 

丸厚 丸厚の筋肉バランス 

筋肉量多 骨格に対して、筋肉量が多め(身詰り良し) 

容量 骨格の平面積 

サス長 サスペンション(首と四肢長さ)が全体比で長い 

胴伸び 胴伸びがある 

前コン 前駆の造りがコンパクト 

前カタ 前駆の造りに硬さがある 

前軸 き甲の位置が前目 

雄大 背線や全体シルエットが雄大 

好バラ 全体シルエットのバランスが良い 

アンバラ 全体シルエットがアンバランス 

前後容量大 前駆と後駆の骨格容量が大きい(大きめ) 

折深 馬体のパーツ角度、特に、後肢飛節つなぎが深い 

後肢甘(緩) 後肢の造りが甘い(緩い) 

四肢軸安定 四肢の軸が安定して、骨格に緩さがない 
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【Abi(アビリティ)】について 

例)ジャスタウェイ 

 

 
 

【Ａ【Ａ【Ａ【Ａbibibibi】】】】…………アビリティアビリティアビリティアビリティ(ability)(ability)(ability)(ability)。。。。馬体馬体馬体馬体のののの強強強強みやみやみやみや性質性質性質性質 

特特特特にににに適適適適したしたしたした条件条件条件条件やややや脚質脚質脚質脚質、、、、馬場馬場馬場馬場など    
 
 
 

Abi(アビリティ)一覧 ※一部 
特徴メモ 詳細 

内枠 馬体から内枠が有利に働きやすい 

外枠 馬体から外枠でも大きく割引きがない 

器用 レースの立ち回りが上手い。小回り向く。  

切れ 芝向きのスピード、スローペースや高速馬場で良さが出る  

SP 絶対値 走行中の MAXスピードの高さ、スピードの原動力となる要素  

SP 絶対値の裏づけ スピードの絶対値が高い  

先行 先行して良さが出やすい馬体 

差し 差して良さが出やすい馬体 

淡白 レースぶりが安定しない。激戦などにモロさある 

根幹 根幹距離向き(1200,1600,2000,2400,3200) 

非根幹 非根幹距離向き(1000,1400,1800,2200,2500 他) 

万能 コース適性が万能  

融通性 距離適性に融通性がある 

パワー パワー勝負に強い。急坂、ダートなど 

極端 極端な戦法、ペース、馬場で強みが出やすい馬体 

混戦 立ち回り、安定性、堅実性があり、混戦向き 

消耗戦 ハイペースなど、スタミナ消耗戦に強い  

伸び代 馬体に伸び代を残している 

王道 クラシックディスタンス向き。馬体真打ちタイプ  
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コンテンツの補則 

� 原則、【適性タイプ】は、生涯変化しない 
 

� 先天的(遺伝的)な体型…【適性タイプ】は、こちらで判断 

� 後天的(一時的)な体型 
 

骨格ベースでの見極めを行うため、原則、当歳時の馬体でも、ある程度、

完成した馬体の【適性タイプ】の見極めが可能 

 

 

� 原則、【適性タイプ】は、二種類 

� 加速 A 型 

� 持続 C 型 
 
Ｎ型を厳密に分けていくと、必ず、A 型かＣ型に分類できるが、予想情報と

しての参考のしやすさ、馬体の細かなニュアンスの伝えやすさを加味して、

便宜上、Ｎ型を分類している。 

 

 

� N 型は、万能型と中立型がある 

� 万能…Ｃ型と A 型の強みが、バランス良く両立 

� 中立…Ｃ型と A 型の強みが、共にイマイチ 
 
同じＮ型でも、オールマイティな馬体と、中途半端な馬体がある。 

 

 

� Ｎ型は、未完成の場合にも分類 

Ｎ型は、万能型と中立型の他、馬体が成長段階である２歳や３歳の若駒で、

Ｃ型とＡ型、どちらの強みに偏るか、現時点でわからない場合、このＮ型に

分類することがある。 

 



馬体診断マニュアル 

19 

� 馬体指標は、純粋な「馬体」限定の情報 

� 馬体適性データ…元々の馬体素材を適性でデータ分類 

� 馬体レーティング…今走における馬体適性を数値化 
 
馬体指標には、血統や過去実績、データ、厩舎、調教など、「馬体以外の

ファクター」は一切加味していない。 

 

 

� 【仕上り】に、調子や気配は含まない 

○ 重め、仕上り…馬体に見合う筋肉や脂肪量、それによる馬

体のメリハリ 

× 状態、気配…毛ヅヤや表情などからの、調子の良し悪し 
 
ここでの【仕上り】とは、馬体写真から、「毛ヅヤや表情」等、サラブレッドの

内面的な部分を主観的に感じて、評価しているわけではない。あくまで、個

体毎の、基本となる骨格造りから、重め残りや緩さ、馬体のメリハリを、決ま

った複数のポイントに絞って見極めている。 

 

 

� 【脚質】は、先行と差しの二種 

� 先行…一般的な「逃げ・先行」のこと 

� 差し…一般的な「差し・追込」のこと 
 
競馬場の｛コースや距離｝適性しかり、馬体の｛ＳＰ質・適質｝同様、馬体の

強み(長所)が発揮し易い｛脚質｝も、二種類で大別。理由は、省略。 

 
 

� 誤診は、約１～２％ 

馬体写真から見極める馬体の形、そこからの【適性】分けにおいて、原則、

誤診断してしまうケースは、年間で１０頭いない程度。馬体が大きく変わった

馬は除くが、基本、馬体が大きく変わる馬も、全体の１～２％程度と稀。 
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【馬体適性データ】の一例 
 

ロードカナロア 
 

【適性】A/T 型-S(スプリント) 

【特徴】容量大、筋肉多、丸厚、バランス良、軸安定 

【Ａbi】パワー、内枠、万能、融通性 
 

いわゆる根幹パワースプリンターの造りで、バランスも良く、スプリント路線での王

道タイプ。加速スピード＆パワーは屈指の造りで、立ち回りや器用さも兼ね備え、

成績も安定しやすい。ただ、馬体から、短距離化物クラスの強さの裏付けがある、

真打ちとは言いづらい造り。 

 
 

ジャスタウェイ 
 

【適性】C/L 型-I-L(中長距離) 

【特徴】小顔、首軽、サス長、胴伸び、前コン 

【Ａbi】淡白、差し、外枠 
 

いわゆる、軽さあり、切れ味勝負の持続型中長距離馬の造り。ただ、馬体の長所

である伸びやサスペンション長さに対し、前駆容量がコンパクトで、ストレス高や

根幹距離など、激戦となると、心肺機能の面でモロさがある。ストレスなく、ゆった

りとした流れのなかで、自ら動かず差し込めれば善戦できるといった、Ｌ型らしい

馬体である。トライアル向きの馬に多い。 

 
 

オルフェーヴル 
 

【適性】N/T 型-I-L(中長距離) 

【特徴】名馬の相、三角首差し、好バラ、懐深い 

【Ａbi】差し、根幹、消耗戦 
 

名馬に多い懐深さや馬相があり、かつ、雄大さよりもバランスの良さが特徴的な

造り。稼働域の広さがありながら緩さがなく、四肢軸安定で、加速の裏付けも高く、

まさに万能型。Ｇ１や根幹距離、消耗戦など、T型らしい強さがある馬体で、トライ

アルよりも本番向き。馬体大物には見えないが、必ず走ると判断しやすい。
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まとめ 

競馬に限らず、ギャンブルとは、常に 

 

「LOSER(敗者が支配する)ゲーム」である。 
 

 
 

…………＞＞＞＞必ず、参加プレイヤーの大多数が敗者となり  
 
敗者の賭けが、… 
 
 
…また、敗者のノウハウが大多数に、 
 
理解、納得、共感、支持されてゲームの常識となり易く 
 
世に広まりさらなる大多数の敗者を作りだす…………＞＞＞＞ 

 
 

 

この永遠の負の連鎖(スパイラル)こそ、ギャンブルの実態です。 

 

ちなみに、ギャンブルと正反対な世界は、日常やスポーツの世

界。そこは、完全な「WINNER ゲーム」と言えます。 

 

そして、「馬体」も、競馬というギャンブルの一要素である以上 

その知識やノウハウ、予想法等、世の「馬体」情報のほとんどが、 

必ず、敗者が作り上げたモノとなります。 

 

 

つまり、競馬ファンである以上、 

 

「馬体」について、必ず「負の刷り込み」を受けてしまう。 
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それが 
 

� 「パドック」で馬体を見る 

� 馬体から「状態」を見極める 
 

 

馬体好き競馬ファンの場合、この二つの「刷り込み」を必ず受けて

います。 
 

 

「馬体」を予想の参考にしようとする人の多くは、 

ほぼ例外なく、パドックを見る。 
 
パドックで、「馬体」を見ている人の多くは、 
馬体から、「状態」を見極めようとする。 

 
 

「パドックは参考になる」「状態の は 」など、個人の

「馬体やパドック」への主観はこの際、置いといて、 
 
 

とにもかくにも、ただ、当たり前の本質として 

 

馬体の見極めには、「相馬の基本」が必要。 
 

サラブレッドの生産現場やセリセールなどで、若駒の「馬体」から、

将来性や素質、適性などを見極める。 

 

そこでは、「毛ヅヤ、イレコミ、内に秘めた闘志」など「状態や気

配」よりも「見極めるべきモノ」があります。  
 
 

…嫌々待ってくれ…そもそも 
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� 著名な馬体パドック派の人も、パドックを参考にしている 
� 調教師なども、メディアのパドック解説で状態を ている 

 

そんなことも、この際すべて忘れてください。 
 
 

とにかく、本書を手にとっている、あなたも、例外なく 
 

� 「パドック」で馬体を見る 

� 馬体から「状態」を見極める 
 

という、刷り込みを必ず受けています。 
 
 

それが「正解かどうか」「有効なのか」は、「みんなそうしている」、
「著名人も同様」、「実際、参考にして馬券的中した」云々でなく 
 

 

� 相馬の基本 

� ギャンブルの基本 
 

この「基本で見極める」必要があるのではないでしょうか。 
 
 

私自身、この「二つの基本」をベースとして、「馬体」や「パドック」

に向き合い、そこから導いた「馬体の見方」が、たまたま 

 

世の非常識だった(誰もやっていなかった) 
 

それが 
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� 「パドック」でなく、「馬体写真」で馬体を見る 

� 馬体から「状態」でなく、「適性」を見極める 

� 「馬体」だけで予想する 
 

 

 

以上、「パドックを見ない」、「馬体から適性を見極めデータ化」、

「馬体のみで予想する(馬体一刀流)」として、毎週の馬体診断予

想を配信しております。 

 

著者コンテンツを通じて、少しでもみなさんの「競馬観」の刺激や

きっかけ、楽しみが広がれば幸いです。 
 

 

 

武虎 
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BATAI manual fin 

 



馬体診断マニュアル 

26 

 

本書への感想を募集 

本書について、ご感想ご質問など募集しております。 

下記メールフォームより、ご協力をお願いします。 

 

 

本書へのご感想-メールフォーム 
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e0360877233267 
※頂いた感想など、著者コンテンツで引用掲載させて頂く場合がありま

す。名前は、ペンネームや匿名でも構いません。 
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著者の運営コンテンツ 
 
� 馬体関連情報のメイン老舗ブログ 

 
ブログ) 競馬予想パドックルーム 
http://keiba-g1yosou.seesaa.net/ 

 
 
 

� 毎週の重賞レース馬体診断予想 
 

コンテンツ) 馬体優先主義【競馬最強の法則版】 
http://saikyo.k-ba.com/members/taketora/ 
 
メルマガ) 馬体優先主義【完全版】 レジまぐ 
http://regimag.jp/m/magazine/sell/?magazine=1097 
 
メルマガ) 馬体優先主義【無料版】 まぐまぐ 
http://archive.mag2.com/0001032140/index.html 

 
 
 

� 2 歳馬(POG 一口馬主向け)の馬体診断 
 

ツイッター) POG!JAPAN 
https://twitter.com/keibapog/ 

 
    
    

� 「馬体・予想・ギャンブル」に関する総合サイト 
 

競馬維新塾 公式 HP 
http://keibaishin.blog.fc2.com/ 
 

競馬維新塾 【ブログ版】 
http://ameblo.jp/keibaisinn/ 
 

競馬維新塾 【ツイッター】 
https://twitter.com/keibagambler 
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