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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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はじめに 

この度は、『本書』を手に取って下さり、ありがとうございます。 

 

著者の武虎と申します。 
 

競馬暦は 20 年強、馬体診断歴は 15 年以上。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

の、過去実績、調教、騎手他、各種データ等も、ほとんど確認しません。

また、馬体派ですが、直前のパドックも予想の参考には一切しません。 
 

毎年、馬体写真を約１５００頭、５０００枚(同一重複含む)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、これまでの馬体パドック派には、「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。 
 

一、“適性”を見抜く馬体の見方 

二、“ギャンブルの実践向き”の馬体の見方 
 

 

この二つの特徴故に、 

 

� 「馬体だけで結論を出す」ことが可能。(馬体単独) 

� 「馬体を一瞬で 60 項目見極め」が可能。(馬体最速) 

� 「一貫性と体系化に優れた」予想プロセス。(常勝ギャンブル向き) 

� 「１レース数分程度で予想完了」。(時短予想) 

 

などを実現しています。 
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『本書』の馬体評価は、こうした独自の「相馬ロジック」をもとにした

見解であることを、まずはご了承ください。 

 

 

故に、オリジナル定義や用語も多く、また、あなたが普段見聞きし

ている一般的な「馬体の見方」とは、根本的な違いがあります。 

 

 

このあたり、著者の「相馬ロジック」については、別途配布している

以下、著者『レポートやメルマガバックナンバー』を参考に。 
 

 

 

� メルマガ: 馬体優先主義【通常版】 
http://regimag.jp/m/magazine/sell/?magazine=1097 

 
 

以上、『本書』が、少しでも馬体に興味を抱くきっかけや、各自の

相馬眼を養う上での参考になれば、幸いです。 

 

 

※本書は、今後シリーズ化も検討。 

馬体診断マニュアル  馬体チェックシート 

http://keibaishin.blog.fc2.com/blog-entry-26.html 

 

http://keibaishin.blog.fc2.com/blog-entry-23.html 
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著者の「馬体の見方」 

著者独自の「馬体の見方」について、一般的な「馬体の見方」と

の違いなどから、簡単に解説。 
 

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 

保ちやすい 一貫性 保ちにくい 

しやすい 体系化 しづらい 

必須 経験 不要、誰でも可 

馬体を診断、相馬観 一言で 馬体の印象、相馬感 

ほぼ皆無 一般的 スタンダード主流 
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「馬体診断」の見方 

著者メルマガ配信と同じ形式で記述。 
 
 
 

(舞台) 
 

実際に名馬が出走したレースを対象に馬体診断 
 
 

(馬体適性データ) 
 

【適性】…メルマガ配信形式の馬体適性タイプを表示 

【馬体レーティング】…対象レースにおけるレーティング数値 

【ﾗﾝｸ】…馬体素材の大物感や雄大さ、スケール評価 

【ｺｰｽ】…対象レースへのコース適性評価 

【距離】…対象レースへの距離適性評価 

【一発】…対象レースに限らず、馬体強みの強烈さ(統一感) 

【仕上】…調子でなく、重めや仕上り具合の評価 
 
※【馬体適性】データの解説は次頁参照 
 
 

(馬体短評) 
 

具体的な馬体解説 
 
 
 
 

適性は、対象レースへの評価。参考とする馬体写真は、リンク先

他、個人所有の写真や書籍等を基に診断。 
 

また、『名馬の馬体に学べ』と題し、著者の「馬体の見方」や「相馬

の基本」も解説。 
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「馬体適性データ」の概要 
 
■ 概要 
馬体適性データとは…馬体と競馬場の適性がリンク

するようになっている。 
 

【【【【適性適性適性適性】】】】…SP 型(2 種)/適質(2 種)-適距離(5 種)に分類 

【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】…馬体特徴のメモ書き 

【ＡＡＡＡbibibibi】】】】…馬体から適条件など 

【【【【ﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸ////ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ////距離距離距離距離////一発一発一発一発////仕上仕上仕上仕上】】】】…今走の評価 
 

 
 

■ 詳細 
� 【適性】…SP 型／適質－－－－適距離 
 

SPSPSPSP 型型型型…馬体から発揮する(求められる)ｽﾋﾟー ﾄﾞ質 
 

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 

 

適質適質適質適質…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(根源)向き 

LLLL…Loose(ﾙｰｽﾞ) 緩い流れ・距離質(非根源)向き 

※N…Neutral(ﾆｭｰﾄﾗﾙ)､万能(中立)型 
 

 

【【【【適性適性適性適性(SP(SP(SP(SP 型型型型////適質適質適質適質))))】】】】のののの一例一例一例一例    

A/T 型…加速 SP 型の根源距離向き 

N/L 型…万能(中立)SP 型の非根源距離向き 

原則、{A/TA/TA/TA/T 型型型型・・・・A/LA/LA/LA/L 型型型型・・・・C/TC/TC/TC/T 型型型型・・・・C/LC/LC/LC/L 型型型型}の四つが基本 
 

 

適距離適距離適距離適距離…国際ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ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～ 
 

 
� 【【【【特徴特徴特徴特徴】】】】…………馬体特徴馬体特徴馬体特徴馬体特徴のメモのメモのメモのメモ書書書書きききき    

馬体特徴(長所や短所、個性的)などを略語でメモ。 
 
 

� 【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)    

馬体から、特に適した条件や脚質、馬場など 
 
 

� 【【【【ﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸ////ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ////距離距離距離距離////一発一発一発一発////仕上仕上仕上仕上】】】】    

メルマガ馬体診断による対象レースへの予想評価 
 

【【【【ﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸﾗﾝｸ】】】】…今走に限らず、馬体素材・スケール評価 

【【【【ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ】】】】…今走へのコース適性評価 

【【【【距離距離距離距離】】】】…今走への距離適性評価 

【【【【一発一発一発一発】】】】…今走に限らず、馬体強みの強烈さ(統一感) 

【【【【仕上仕上仕上仕上】】】】…調子でなく、重めや仕上り具合の評価 
 

※【評価】は、{S>A>B>C}４段階をべーす。 

※【仕上】評価は、{優・良・可・一息}4 段階 

※【ｺｰｽ】の SP 型による適性分類は以下 

 

 

□ 競馬場を SP 型で二分割 
原則適性から、競馬場は、「東京・京都向き(C 型)」、

「中山・阪神向き(A 型)」の二種類のととらえる。 
 

 
東京東京東京東京････京都京都京都京都＞新潟＞小倉＞札・函＞福島＞中山中山中山中山････阪神阪神阪神阪神 

CCCC 型型型型＜―――――――――N―――――――――＞AAAA 型型型型 
 

※阪神(内)＝中山 

※阪神(外)＝東京＋中山＝新装中京 

 

 

□ 【ﾃﾞ前】…ﾃﾞﾋﾞｭｰ前の馬体評価 

※<Gallop 丸ごと POG 本>の馬体写真への評価  

※3 桁の数字は､総合(雰囲気/ﾊﾞﾗﾝｽ)の順  

※このデビュー前 2 歳馬の馬体評価は、以下、 

若駒専用ブログ『POG!JAPAN』で公開 

http://ameblo.jp/keibapog/ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



プレイバック馬体診断～過去の名馬１０３選 PARTⅠ 

10 

ではいきましょう。 

 

プレイバック！馬体診断 
過去の名馬１０３選 PART.1 
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Profile No.01 

サイレンススズカ 
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サイレンススズカ 

(舞台) 天皇賞秋 東京芝２０００m 
 

参考馬体写真 http://www.keibado.com/keibabook/981102/pp04.html 
 
 

(馬体適性データ) 
 

【適性】N/T 型-I 【馬体レーティング】116 

【ﾗﾝｸ】A 【ｺｰｽ】A 【距離】A 【一発】S 【仕上】優 
 
 

(馬体短評) 
 

三角首差しから肩周辺は軽く適度。いわゆる雄大な馬体とは異なり、全体

的に箱型のシルエットだが、前後バランスや、各パーツ、四肢などに無駄

がなく、飛節の骨量やバランスも良い。つなぎは長さ角度とも標準。 
 

そして、同馬の馬体を語る上で、最も注目すべきは、あの驚異的なラップ

を刻む SP の原動力であるトモにある。大きさは驚くほどでないが、その身

詰りが秀逸。臀端の筋ラインが、これほどクッキリわかるトモは珍しい。 
 

また、長駒短背や前後骨筋バランス、四肢の軸や軽さなど、直線的アウト

ラインである箱型シルエットとして、理想的と言ってよい。この全体バランス

のまとまりが、あの一寸の無駄もない安定した走法を可能とした、とみる 
 
 

以上、馬体から中距離ベスト。持続 SP を誇る C 型ベースも、加速 SP の

裏付けもあり、それがバランスよくまとまっている。また、スピードそのものの

絶対値は文句なし。基本、東京・京都向きもほぼ万能。 
 

ただ、同馬に関しては、その絶対 SP の違いによる、高速ラップの逃げとい

ったレースぶりから、SP を落とさず回れる、複合カーブの東京が絶好の舞

台だろう。バランスの良さから根源距離もいい。つまり、馬体から、秋天の

府中 2000m は、同馬のベストパフォーマンスが見られる舞台ではないか。 
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サイレンススズカの馬体に学べ 
 

    

トモトモトモトモ((((臀部臀部臀部臀部))))のののの筋肉筋肉筋肉筋肉のののの筋筋筋筋
スジ

    
やはり、同馬の馬体を語るならば、スピードの原動力となったトモ

の素晴らしさだろう。特に、大きさよりそのものより、臀端付近に現

れる、筋肉の身詰りを象徴する筋(スジ)が、これほどクッキリと浮

かび上がる馬は、そうそうお目にかかれない。 
 

単なる筋肉のボリューム感ではなく、良質でメリハリのある強靭さ

がうかがい知れる。いわゆる、「ボーン・キュ・ボーン」の「キュ」の

部分。筋肉自体の良さだけでなく、無駄肉のなさ、骨格バランス

の良さの表れでもあり、よく鍛え上げられている裏付けとも言える。 
 

その意味で、この臀端の“筋ライン(スジ)”とは、馬体における、仕

上がりの良さの判断もできる。 
 

最近では、ヤマニンキングリーなども、こうした筋肉の筋、メリハリ

がいい馬体で高く評価している。他、ジェンティルドンナなど。 
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Profile No.02 

クロフネ 
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クロフネ 

(舞台) ジャパンカップダート 東京ダート２１００m 
 

参考馬体写真 http://www.keibado.com/keibabook/011126/photop.html 
 
 

(馬体適性データ) 
 

【適性】N/T 型-I 【馬体レーティング】117 

【ﾗﾝｸ】S 【ｺｰｽ】A 【距離】A 【一発】S 【仕上】良 
 
 

(馬体短評) 
 

アゴ張り良い大きめ顔立ちもあり、首付根の細さが強調、かつ、肩胸前の

圧倒的な懐深みも相まって、首差しは、全体比で軽過ぎるほどのすっきりと

した三角ラインを誇る。 
 

同馬最大のセールスポイントである肩胸前周辺の圧倒的な懐の深みは、

き甲後軸と肩甲骨の長さが生みだしている。また、胸前からの腹袋も非常

に大きい。これら前駆容量の大きさは、過去の名馬でも比類する馬がすぐ

思い浮かばない。 
 

また、その圧倒的な前駆の造りに劣らず、トモ飛節管にも、骨筋とも容量が

あり、持続 SP の良さ、SP 絶対値も申し分ない。とにかく、首差し以外、上

体四肢などすべてが大振りな造り。さらに、その前後容量には、理想的な

筋肉身詰りも誇っている。 
 
 

以上、馬体から圧倒的な心肺機能と持続力、SP 絶対値を誇り、距離は、

基本マイル～中距離がベスト。適性タイプは、【万能 N 型】。 

 



プレイバック馬体診断～過去の名馬１０３選 PARTⅠ 

16 

クロフネの馬体に学べ 
 

    
容量大容量大容量大容量大きさのメリットきさのメリットきさのメリットきさのメリット＆＆＆＆デメリットデメリットデメリットデメリット    
同馬は、【万能 N 型】としているが、これは、いわゆる、【持続 C 型】

と【加速 A 型】のバランスがよくまとまった、というタイプではない。 
 

むしろ、その圧倒的な前後容量の大きさは、逆に、加速 SP の面

ではリスクとなる。あくまで、「持続SPと、これ以上ないパワーを併

せ持つといった、薄く軽いだけの【C 型】ではない造り」の意味での

万能さ。 
 

馬体の容量とは、「スケールや強み、能力の裏付け」となるが、そ

れが過ぎる造りとなればなるほど、「堅実さ、器用さ、芝向きの軽

さ」の面ではリスクとなる。中山・阪神(内)では、苦戦を強いられる

要素となるわけだ。 
 

このように、馬体からも JCD の舞台である東京ダートこそ、同馬の

独壇場なのが想定可能。ダートより芝のレースパフォーマンスが

落ちるのは、その圧倒的な稼働域容量に理想的な筋肉を誇ると

いった軽さ一息の造りが要因。それでも、何とか芝 G1 を勝ち切っ

たのは、唯一と言える軽い造りの首差しのおかげか。 
 

とにかく、レースでのパフォーマンス同等、馬体も怪物君である。 
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Profile No.03 

マチカネフクキタル 
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マチカネフクキタル 

(舞台) 菊花賞 京都芝３０００m 
 

参考馬体写真 http://www.keibado.ne.jp/keibabook/990405/pp06.html 

※菊花賞時の馬体写真なし 
 
 

(馬体適性データ) 
 

【適性】N/T 型-M----I 【馬体レーティング】113～114 ※推定 

【ﾗﾝｸ】S 【ｺｰｽ】A 【距離】B 【一発】S 【仕上】不明 
 
 

(馬体短評) 
 

三角かつ、厚みもある強靭な首差しに、肩標準もラインのメリハリが良

く、胸前縦幅大きめで、前腕上膊周辺のボリュームも良い。アウトライ

ンの雄大さでなく、前後容量の大きさからのスケール感がある造り。 

 

全体的に横長シルエットだが、間伸びなくバランスがよく、また、前容

量に負けないトモ容量や形を誇り、飛節の造りも力強く、後肢含め、緩

さを感じない造り。全体の骨量も豊富で、牡馬らしい力強い馬体。 

 

レース中も、一目みて他馬とは違う馬体容量の大きさを感じる馬であり、

あの爆発的末脚も、切れだけでなく、力強さがある。秋になり連勝して、

一気に強くなった印象を持つかもしれないが、馬体からは、元々の素

材自体が他馬とは違い、ようやく仕上ってきた、という表現が正しい。 

 

 

以上、馬体から、菊花賞へは距離面での不安はある。が、C 型ベース

の骨格、懐深さ、トモ容量からは、心肺機能、SP の絶対値の高さとそ

の持続力など、力強い爆発的末脚の原動力といった、距離面のビハ

インドを覆すに足る、確固たる強みはある。 
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マチカネフクキタルの馬体に学べ 
 

    
前後容量前後容量前後容量前後容量のののの大大大大きさきさきさきさ    
前駆の首差し容量や形、後駆の斜尻で大きなトモからもわかるように、

馬体の前後容量は素晴らしい。それに比例して、腹構えも大きく、牡

馬らしい容量の大きさからのスケール感がある。また、容量に見合った

筋肉量もあり、全体のシルエットは、マイルから中距離馬のモノ。 

 

一般的に、単にパーツ毎の立体的ボリューム感である「筋肉量」と、こ

の「馬体容量」を混同している人が多い。が、このように、「馬体容量」

とは、原則、平面積でみるのが基本。故に、容量が大きい場合、それ

に連動した周辺パーツの造りにも影響が見てとれる。 

 

最近では、ペルーサやローマンレジェンドなども、こうした前後容量の

大きさを誇る造りで、高評価している。が、こうした造りの馬は、一度、

馬体が緩むと、その容量の大きさが、逆に、重さや仕上げ難さという足

枷となってしまいやすい。加齢の影響や、長期休養他、一度成績が

低迷すると、なかなか元に戻らないことが多い造りとも言える。 

 

その意味で、同馬のような「容量」の大きな造りほど、「筋肉量」の増加

のリスクは高くなる。また、誰が見ても、他馬とは器が違うといった「わ

かりやすさ」がある馬体だが、それ故に、ピークが長く続きにくい馬体、

とも言えるだろう。 
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コンテンツ会員登録後は 

今回の名馬３頭にくわえて 
 

  
01 サイレンススズカ 

02 クロフネ 

03 マチカネフクキタル 

04 ダイワスカーレット 

05 タップダンスシチー 

06 ライスシャワー 

07 エアグルーヴ 

08 ミホノブルボン 

09 マイシンザン 

10 ハーツクライ 

Ⅰおまけ 
   

名馬１１頭！？の馬体診断を公開中 
  

専用コンテンツ～競馬最強の法則 WEB 

http://saikyo.k-ba.com/members/taketora/ 
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名馬の馬体診断リクエスト受付中 

今回、『プレイバック馬体診断』の名馬 3 頭は、以前行った 

＜読者アンケート＞の結果を参考にピックアップ。 

 
 
＜過去の名馬 馬体診断リクエスト＞ アンケート結果 

順位 馬名 票数 

1 位 サイレンススズカ 5 

2 位 ディープインパクト、スペシャルウィーク 3 

3 位 グラスワンダー、ダイワスカーレット、ナリタブライアン、タップダンスシチー 2 

以

下 

エルコンドルパサー、ライスシャワー、アドマイヤベガ、エアグルーヴ、ウォ

ッカ、ヒシアマゾン、マイシンザン、メジロパーマー、ミホノブルボン、カブラ

ヤ オー、アグネスアーク、オースミダイドウ、アグネスデジタル、クロフネ、

アグネスタキオン、シンボリクリスエス、ハーツクライ、キングカメハメハ、

アドマイヤムーン 
 

1 

(※投票結果 2010 年 10 月 27 日) 

 

今後、シリーズ化を行う上で、これらアンケート結果を参考に 

馬体診断を行う名馬を選んでいきたいと思います。 

 

「この馬の馬体診断が知りたい」など、上記以外の過去の名馬に

ついても、随時リクエストを受付しております。 

 

あなただけの心の名馬、大好きだった馬複数でも構いません。 

以下メールフォームより、馬名を書いて気軽にメールして下さい。 

 

 

過去の名馬のリクエスト 
https://ssl.form-mailer.jp/fms/8b099793218149 
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著者の運営コンテンツ 
 
� 馬体関連情報のメインブログ～老舗ブログ６年目 

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

 
 

� 毎週の重賞レースの馬体診断予想 
 

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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