
No. 115

四位洋文厩舎の継続騎乗

《データ》

No. 114

《データ》

No.

ステイゴールド産駒はスローレースの次走買い

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
継続 90％
乗替 60％

今後の大予測格言。21年3月から開業したばかりだ
が、5/14時点では乗り替わりでは0勝。
ヒントは「ジョッキー×ジョッキー」という書籍
の四位調教師のコメント。1レースだけで考えるの
ではなく、「線」で考えて馬作りをしそう。
https://twitter.com/SS_Meiji/status/1368883077225705477

難波騎手の障害2戦目
午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率
初戦　53％
2戦目142％

No.19高田騎手と同じ傾向。また障害得意の
No.110浅見厩舎の馬に乗ることも多いため、相乗
効果で高期待値に！

113（関連No.62）

午後0:00 · 2021年5月14日

スローレースの次走 
単勝回収率105％

オルフェーヴル、ゴールドシップの父である総本
山。スローペースで我慢をさせた馬は次走で好走
しやすい！
No.62「強敵にこそ燃えるタイプでGⅠで買い！
GⅡ～GⅢは軽視」というのも、ペースが速くなり
やすいＧⅠの方が、折り合いがつきやすいから

https://twitter.com/SS_Meiji/status/1368883077225705477


No. 112

ゴールドシップ産駒はスローレースの次走買い

《データ》

No. 111

オルフェーヴル産駒はスローレースの次走買い

《データ》

No. 110

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

スローレースの次走 
単勝回収率163％

オルフェーヴルと同じ父ステイゴールドの激しい
気性の持ち主。ゴールドシップ産駒の場合は、折
り合いだけでなく、スローペースの瞬発力勝負も
苦手。それゆえ、スローのレースの負けは度外視

午後0:00 · 2021年5月14日

スローレースで人気以下に負けてしまった馬の次
走 単勝回収率143％

オルフェーヴル産駒の短所でもあるのが、激しい
気性からくる「掛かる癖」。スローペースでは、
より掛かりやすくなってしまう。そのため、スロ
ーペースで掛かりまくって大敗した馬は、次走で
巻き返しやすい！

浅見厩舎の3歳障害デビュー馬は追いかけろ
午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率103％
複勝回収率108％

障害馬を見抜くのがうまくて、3歳から障害入りさ
せて成功させる。早々障害に転向した馬は、その
後全レース買い続けてもプラスになる！
例ハルキストン、スマートアペックス 



No. 109

障害遠征の浅見厩舎

《データ》

No. 108

小崎憲厩舎の休み明け

《データ》

No. 107

ハンデ戦は距離短縮馬が買い

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率97％
複勝回収率92％
（京都、阪神以外）

障害レースはレースが少ないため、遠征すること
が多い。そして遠征に強いのが浅見厩舎。唯一無
二の特徴としては、レース1週間前の日曜日に本追
い切りをして、水曜日は4F60秒程度の軽い追い切
りしかしないこと。これが輸送ダメージを抱える
遠征馬には疲れが軽減されるようで、障害戦では
アドバンテージに！

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率112％
複勝回収率89％
（30倍以上の人気薄除く）

小崎厩舎の取材を担当するトラックマンに、「こ
の厩舎は休み明けからしっかり仕上げるで」と聞
いたことをヒントに調べてみた結果

午後0:00 · 2021年5月14日

           単ー複回収率
短縮　96％－85％
延長　76％－77％

ハンデ戦は人気薄の軽ハンデ馬など、各騎手が「
勝ち」を意識するため、早仕掛けになりやすい。
そうなると、スタミナ勝負になりやすく、長い距
離を走っていた馬に有利になる傾向！



No.

ルメール騎手は長距離で買い

《データ》

No. 105

セン馬は衰えが遅い

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

106（関連No.61）

午後0:00 · 2021年5月14日

距離別複勝回収率（15～20年）
1000～1300　72％
1400～1600　83％
1700～2000　84％
2100～2400　91％
2500～3600　104％

ルメール騎手は「折り合い」をつけるのがうまい
騎手だと思っています。短期免許時代にも、折り
合いに自信があるからこそ、追い込み馬だったハ
ーツクライ、リトルアマポーラ、ウオッカを先行
脚質に転換させ勝利！ それゆえ、その長所が生き
る長距離戦でこそ買いなんです！！逆に短距離は
過剰人気！

午後0:00 · 2021年5月14日

牡ーセン馬の複勝率
2歳 31％ー27％
3歳 29％－24％
4歳 29％－27％
5歳 27％－26％
6歳 22％－23％
7歳 19％－20％
8歳 17％－18％

セン馬でジャパンカップを勝った戸山調教師　
著：「鍛えて最強馬を作る」にて

『中国には宦官（かんがん）という去勢された官
僚がいて、その人たちの骨は、普通男性より老化
が進んでいなかった』

藤沢和雄調教師　著：「競走馬私論」を概略

『精神的な気性は人間の技術で何とかなる。去勢
は肉体的なメリットがある。繁殖適齢期になると
、外見が派手になってくるらしい→クジャクの羽
や、ライオンのタテガミが派手になるのと同じ。
子孫を残すためには役に立つが、走りには関係な
い→競走馬も、雌馬にアピールできるように、首
筋に筋肉がついて、体が重くなってしまう』



No. 104

叩き良化型のリアルインパクト

《データ》

No. 103

障害のマンハッタンカフェ

《データ》

No. 102

マヤノトップガンの血は晩成！？

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

叩き4戦目～
単勝回収率169％
複勝回収率112％

馬産地でも「ビシビシ鍛えてもへこたれない！」
と評判があり、それをヒントに調べてみた。自身
もNHKマイルC→安田記念という強行軍で、安田
記念を勝利！

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率112％
複勝回収率97％

大とびで不器用な特徴がある産駒たち。長距離戦
で馬群がバラけやすく、のびのび走れる障害レー
スでエンジン全開！

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
7歳83％
8歳100％

21年フェブラリーＳで8歳馬◎ワンダーリーデルを
本命にした時の考察。

マヤノトップガン産駒
プリサイスマシーン→8歳で重賞Ｖ
メイショウトウコン→7歳まで重賞で活躍
ムスカテール→7歳でＯＰ勝ち
ホッコーパドゥシャ→7歳で初重賞勝ち、8歳でも
15人気3着

2011年函館記念は高齢産駒ワンツー！
1着8歳キングトップガン
2着10歳マヤノライジン



No. 101

冬のトゥザグローリー

《データ》

No. 100

晩成のトーセンラー

《データ》

No. 99

外枠のスマートファルコン

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率と複勝率
1～3月91％　26.4％
7～9月62％　19.5％

初重賞制覇を飾ったカラテも、12～2月に3連勝で
東京新聞杯勝ち。トゥザグローリー自身も
12月　GⅢ1着、GⅠ3着、GⅠ3着
1月　GⅡ1着
2月　GⅡ1着
3月　GⅡ1着
5月　GⅠ13着
6月　GⅠ13着
と、暑い時期に大敗→冬に復活をしていた馬。

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝率
2歳19％
3歳29％
4歳33％

自身は5歳にしてGⅠ初戴冠。全兄スピルバーグも
同じく5歳で天皇賞秋を制覇。産駒はまだ3世代し
かいないが、年齢ごとに好走率が上昇！5歳以降に
注目！

午後0:00 · 2021年5月14日

ダートの5～8枠
単勝回収率116％　複勝回収率97％

「砂のサイレンススズカ」とも呼ばれたダート最
強逃げ馬。ただこれをヒントにすると、砂を被っ
たときには脆い、という仮説が。
前走1～4枠→今回5～8枠になった馬は、単勝回収
率153％にまで上昇！



No. 98

休み明けのエイシンヒカリ

《データ》

No. 97

ヴァンセンヌの内枠

《データ》

No. 96

ヴァンセンヌの距離短縮

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率404％
複勝回収率185％

エイシンヒカリ自身もアイルランドTで、大斜行を
するパフォーマンスで勝った馬。産駒にも気難し
さは遺伝しているよう。特にレースを使いこむと
スイッチが入ってしまうので、休み明けが◎!?

午後0:00 · 2021年5月14日

枠別複勝回収率
1枠 150% 
2枠 90% 
3枠 275% 
4枠 106% 
5枠 108% 
6枠 123%
7枠 24% 
8枠 58％ 

気性の激しさから、直線まで馬群で我慢をさせる
のが好走パターン。逆に外枠だと前に壁を作れず
自滅するケースが多発

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率238％
複勝回収率137％

気性が激しい産駒が多いなぁ～という感触から調
べてみたら素晴らしい結果に。



No. 95

母父アンブライドルズソングは高速馬場で買い！

《データ》

No.

芝道悪のドリームジャーニー

《データ》

No. 93

新馬戦のブリンカー着用馬は消し
《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

芝の良→稍重→重→不良
96％→99％→75％→0％

ダの良→稍重→重→不良
93％→54％→93％→123％

コントレイルの母父。コントレイルをはじめ、こ
の血を持つ馬を見ていて気付いたのですが、パワ
ーよりもスピードに優れた馬が多いということ

94（関連No.25)

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
良　81％
稍　98％
重　97%
不　120％

全弟オルフェーヴルは不良馬場のダービー制覇。
ドリームジャーニー自身は現役時代に、ほぼ良馬
場でしか走ってないので気づきにくかったが、道
悪でも滑りにくい回転の速いピッチ走法からは、
道悪馬場は得意と予想！実際に全弟オルフェーヴ
ルの産駒も道悪巧者（No.25）

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率51％　複勝回収率54％

元騎手の赤見千尋さんが「競馬場の達人」に出演
されていた時に、話していたことがヒント。
ただでさえ気性が幼い若駒で、その上に馬具で矯
正しているということは、よほど気性的に危うい
ということ。JRAが公式発表しているブリンカーし
かデータは取れないが、パドックを見るときは、
シャドーロール等の馬具にも注目したい



No.

寺島厩舎のブリンカー着用馬

《データ》

No.

寺島厩舎のセン馬

《データ》

No. 90

ダービー優勝後の福永騎手はひと味違う

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

92（関連No.55）

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率189％
複勝回収率98％

No.55で触れているように、今後の飛躍が期待され
る調教師。馬具の扱いもうまい！

91（関連No.55）

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率242％
複勝回収率107％

No.55で触れているように、今後の飛躍が期待され
る調教師。去勢の判断も鋭い！1勝クラスだったヘ
リオスという馬は、去勢をしてからわずか1年でオ
ープン勝ちにまで出世した

午後0:00 · 2021年5月14日

勝率と単勝回収率（重賞）
～18年　6.3%-61%
19年～　14.7%-97%

「ダービーを勝ってから楽しんで乗れるようにな
った」と話しているのをヒントに調べてみたとこ
ろ、その”楽しさ”が結果になっていた。
「降ろされたらどうしよう...」というプレッシャー
がなくなったおかげで、重賞という大舞台で信用
のできる一流ジョッキーになった



No.

ミルファームのジョーカプチーノ

《データ》

No. 88

ジョーカプチーノのダートは外枠で

《データ》

No. 87

叩き良化型のジョーカプチーノ

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

89（2回目）

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率194％
複勝回収率109％

叩き良化型のジョーカプチーノ産駒と、レースを
たくさん使うミルファームの方針が奇跡のマッチ

午後0:00 · 2021年5月14日

1～4枠　24％－45％
5～8枠　91％－91％

ジョーカプチーノ自身も先行馬だったように、産
駒も囲まれるとひるむ性格が多い。特に激しく砂
を被るダート戦は、内枠と外枠で大きな差に

午後0:00 · 2021年5月14日

叩き4戦目以降
単勝回収率193％
複勝回収率122％

ジョーカプチーノが10番人気でNHKマイルCを勝
った時は驚いた。人気がなかった一因としては、5
月にしてこれがその年6戦目だったから。それをヒ
ントにすると、産駒たちも使っていって調子を上
げてくる可能性が高い！



No.

ワイルドラッシュの外枠

《データ》

No. 85

アフリートの外枠

《データ》

No. 84

高速ダートのダンカーク

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

86（関連No.74）

午後0:00 · 2021年5月14日

ダート8枠での成績
単勝回収率116％
複勝回収率112％

砂を被ると極端に嫌がる産駒が多い。ワイルドラ
ッシュ産駒のトランセンドも逃げて活躍。トラン
センド産駒が大敗しやすいのも、このワイルドラ
ッシュの砂被りアレルギーの影響と推測

午後0:00 · 2021年5月14日

ダート戦の枠別単複回収率
1～4枠　78％－80％
5～8枠　109％－87％
母父アフリートのみ

鈴木ショータが尊敬する競馬エイト沢田TMに学生
時代教わった格言。アフリート産駒のキョウエイ
カルラという馬が由来。全6勝は７－７－６ー５－
８－８枠という外枠巧者。特に最後の2勝は、単勝
70倍、50倍での勝利で、大いに儲けさせてもらっ
た。なおこの格言は、BS１１競馬中継にも投稿し
たところ、大賞に選出された思いでの格言。もう
アフリート産駒はいないが、母父や血統表で見た
ら思い出したい格言！

午後0:00 · 2021年5月14日

ダート単勝期待値
良61％
稍124％
重120％
不146％

自身もロングスパートでスピードを持続する長所
があった。勝率も良馬場7％→道悪14％と倍増！



No. 83

少頭数のケープブランコ

《データ》

No. 82

障害のエイシンフラッシュ

《データ》

No. 81

道悪芝のエイシンフラッシュ

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
12頭立て以下　99％
13頭立て以上　62％

現役時代にチークピーシズを着用していたように
、産駒もチークピーシズ着用馬が多く、周りを気
にする性格が遺伝。囲まれにくい少頭数でこそ

午後0:00 · 2021年5月14日

単勝回収率90％
複勝回収率127％

芝でも道悪でないとスピード負けすることからも
、1F14秒程度で走る障害戦ならスピード不足がカ
バーできる

午後0:00 · 2021年5月14日

芝の複勝回収率
良61％
稍99％
重97％
不221％

ダービーを上がり32.7秒で勝った自身とは違い、
産駒はジリ脚タイプが多い。時計も上がりも遅い
重たい馬場で活躍！



No. 80

晩成のヴァーミリアン

《データ》

No. 79

冬のヴァーミリアン

《データ》

No. 78

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
２歳66%
３歳76%
４歳84%
５歳79%
６歳108%
７歳132%
８歳315%

ヴァーミリアン自身も8歳までGⅠを制す活躍。そ
の兄サカラートも8歳で重賞勝ちなどもあった息の
長い一族

午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率
１～３月87％
４～６月84％
７～９月67％
10～12月79％

1月のフェアリーSを11番人気ノットフォーマルが
1着。自身も1月のGⅠ川崎記念を2勝など。

安田隆行厩舎の2戦目は消し
午後0:00 · 2021年5月14日

複勝率と回収率
新馬戦　46％－95％
2戦目　 36％－69％

一部トラックマンの間でも、「安田隆行厩舎は初
戦に仕上げて、2戦目に上積みがない」という話に
よくなった。デビュー戦では好時計を出して人気
になって好走する反面、2戦目は人気に応えられな
いことが多い



No. 77

ノヴェリスト産駒はトップジョッキーなら買い！

《データ》

No. 76

ノヴェリストの短縮中距離戦

《データ》

No. 75

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後0:00 · 2021年5月14日

リーディング11位以下→10位以内の乗り替わり
単勝回収率126％
複勝回収率114％

「折り合い」さえつけば力を発揮できるノヴェリ
スト産駒。すなわり技術に長けているジョッキー
が乗れば一変する！

午後0:00 · 2021年5月14日

距離短縮で2000m以上のレースなら
複勝率45％
複勝回収率112％

スタミナはあるが、気性的な問題があって折り合
いを欠きやすい。「見た目は大人！頭脳は子供！
」その名はノヴェリスト産駒！！ゆえに、短所を
補いつつ長所を生かせるのが短縮＆中距離戦

ノヴェリストの障害2戦目
午後0:00 · 2021年5月14日

障害2戦目【1・1・3・2】
単勝回収率225％ 　複勝回収率258％

障害戦で要求される、スタミナとワンペースな走
りが多いノヴェリスト産駒。短所であるのが折り
合い。
それゆえ、一気の距離延長となる障害初戦は、折
り合いを欠いて自滅することが多いが、ペースに
慣れた2戦目で一変することが多い



No.

大敗後のトランセンド

《データ》

No. 73

《データ》

No. 72

カネヒキリ産駒の外枠

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

74（関連No.86）

午後0:00 · 2021年5月14日

前走10着以下
単勝回収率112％
複勝回収率99％

気分屋の性格。トランセンド自身も、
⑨→①着
⑥→①着
⑧→②着
⑬→③着
など大敗からの巻き返しが多かった

鮫島厩舎×川田騎手は勝負コンビ
午後0:00 · 2021年5月14日

複勝回収率99％ 
2020年も114％

川田騎手のエージェントの井上トラックマンは取
材も鮫島厩舎担当？真意は知らんけど笑
https://www.jra.go.jp/datafile/meikan/pdf/agent_rittou.pdf
だいたい勝負の時は川田Ｊが乗ってる感 

午後2:20 · 2021年2月20日

複勝率と回収率
1～2枠　20％－54％
7～8枠　27％－78％

13番人気フィストバンプあわや頭まできそうな勢
いで3着！
これは某馬産地関係者も頷いてくれた格言
大跳びで不器用な馬が多いから

https://www.jra.go.jp/datafile/meikan/pdf/agent_rittou.pdf


No. 71

《データ》

No. 70

鮫島克駿騎手が進言したブリンカー馬は買い

《データ》

No. 69

休み明け小倉のサンライズは本気

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

昆貢厩舎の古川J、横山典J、太宰J
午後2:35 · 2021年2月5日

単回124％
複回99％

四位Jや藤田伸Jなど職人的な騎手が多く、調教から起用して
チームとしての拘りを感じる

ローレルゲレイロ
ディープスカイ
ヒルノダムール
ライトオンキュー
ハタノヴァンクール
マイスタイル
ミスパンテール
アンジュデジール

午後10:05 · 2021年2月4日

継続騎乗＆初ブリンカー馬は【1・4・2・10】
複勝率41％
複勝回収率361％

「鞍上の進言で馬具を工夫する」って調教師のコメントはよ
くあるけど、的確な馬具の進言してる感のある克駿Jは、やっ
ぱりすごい。今週いるけど、ここでは秘密っ!!

午前1:01 · 2021年1月28日

単勝回収率129％
複勝回収率99％

松岡隆雄オーナーの会社は小倉の近く
http://matsuoka.co.jp/company/index

自分が調教師だったら、オーナーの前で走らせるなら休み明
けからしっかり仕上げる。笑　※真相は知りません（笑）



No.

ゴールドシップ産駒の芝道悪

《データ》

No.

アイルハヴアナザー産駒のセン馬は走る説

No. 66

三浦皇成騎手からの乗り替わりは買い

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

68（（関連No.94、No.25）

午後7:22 · 2021年1月24日

複勝回収率
良86%
稍96%
重102%
不114%

–21年5月加筆--
同じくステイゴールド×メジロマックイーンの配合のオルフ
ェーヴル、ドリームジャーニー産駒も道悪が得意！

67（関連105,100）

午後3:42 · 2021年1月24日

東海Ｓ◎アナザートゥルース7番人気2着！
こんな頭おかしい格言を言っているのはたぶん俺だけ↓

--21年5月加筆--
複勝率と複勝回収率
牡　28％－80% 
牝　23％－79％
セン35％－117％
父の母プリンセスオリビアは、トーセンラーやスピルバーグ
を輩出！No.105「セン馬は衰えが遅い」、No.100「晩成の
トーセンラー」の2つが組み合わさり裏付けも十分！

午後11:39 · 2021年1月21日

乗替→単回85％　複回77％
継続→単回63％　複回74％
特に20倍以下の馬なら
単回129％　複回95％(近1年)

最近の騎乗ぶりが、あえて馬の短所を克服させようとしてる
感がある。そのおかげで、次走は誰が乗っても操縦しやすく
なってる説！？



No. 65

《データ》

No. 64

冬のメイショウサムソン産駒

《データ》

No. 63

ダート新馬戦の小西厩舎は買っておけ

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

森秀行厩舎の中山ダ1200mは買い
午後11:39 · 2021年1月15日

単勝回収率82％
複勝回収率104％

調教の仕方が中山ダ1200mぽいと思ったら、当たってた

カミノコ
ヨシオ
ジャスパープリンス
ジャスパーウィン
カミノコ
マテラスカイ
ビクトリーテツニー
シャドウスケイプ
ノボジャック
スターキングマンなど

午後4:10 · 2021年1月11日

1～3月
単勝回収率91％
複勝回収率90％

中京10Rを単勝万馬券で勝ったツーエムアロンソの、好走要
因を考えたら季節なんじゃないかって思う。

昨年も1～4月に②①①②着
5月以降は⑫⑪⑩⑧着

やたら愛知杯や福島牝馬Sに強いのも季節的なものか？！

午後0:57 · 2021年1月11日

単勝回収率128％ 
複勝回収率100％ 

ちゃっかり本命馬が1着
トミケンベレムド10頭立ての7番人気

学生の時になぜか気づいた理論だけど



No.

《データ》

No.

《データ》

No. 60

新馬戦のリオンディーズ

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

62（関連No.113）

ステイゴールド産駒は強敵にこそ燃えるタイプで
GⅠで買い！GⅡ～GⅢは軽視

午後3:58 · 2020年12月26日

グレード別勝率
GⅠ12.8%
GⅡ11.6%
GⅢ8.5%

インディチャンプもGⅡ4着→GⅠ1着→GⅡ3着→GⅠ1着など
の戦歴を持つ。1.5倍のGⅡ阪神Cでも3着と敗戦

強いメンタルを持つステゴだからこそ大舞台に強い！

61（関連No.106）

ルメール騎手×エイシンフラッシュ産駒は買い！？
午前0:54 · 2020年12月4日

単勝回収率158％
複勝回収率132％

エイシンフラッシュ産駒の短所を、ルメール騎手の長所がカ
バーしてそうだなぁ～と思い調べてみたら、凄まじい成績だ
った

--21年5月加筆--
ルメール騎手の長所折り合い力で、エイシンフラッシュ産駒
の「折り合いを欠く」短所がうまくカバーされる！

午後0:21 · 2020年11月29日

単勝回収率104％
複勝回収率120

⑨→⑩→②
3連単4400倍！



No. 59

斎藤崇厩舎の距離延長

No.

No. 57

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後2:40 · 2020年11月28日

爆発しかけた。この3頭しかありえないと思ってたのに！単
勝のみ
昨年の夏から体増えたら買うと決めていたレティキュール

--21年5月加筆--
距離延長芝のレースでは　単回87%　複回102%
長距離得意だった松田博資厩舎から引き継いだスタッフが多
いから→同厩舎は芝2400m以上で単回115%、複回97%
代表馬：ブエナビスタ、ハープスター、ベガ、アドマイヤド
ン、アドマイヤモナーク、アドマイヤジャパン

58（関連No.67）

プラス体重のアイルハヴアナザーは
買い続けたほうがいい

午後1:39 · 2020年11月28日

一口愛馬エンシャントロア
8カ月の休み明けで＋22キロだけど、なかなか良いんじゃな
いでしょうか。103倍だけど。調教も動いてないけど。

--21年5月加筆--
No.67に詳細。成長力のある一族だけに、プラス体重は成長
の証し！＋10㌔以上の馬体増は
単勝回収率116％　複勝回収率100％

カレンブラックヒル産駒の距離短縮(2回目)
午後1:16 · 2020年11月28日

阪神4Rで単勝100倍のカレンブラックヒル産駒が
1800→1600mで2着！

なお10→9→4→12という入線で、1400倍を逃す...

#3連単1.3着固定



No. 56

大幅馬体増は儲かる説

No. 55

寺島良厩舎はうまい

《データ》

No. 54

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後3:28 · 2020年11月22日

レシステンシア本当に＋24㌔！？むしろ細いくらいなんじゃ
ないか！？超絶進化した感

なおクロノジェネシスの時にも言ったけど
大幅馬体増は儲かる説...

午後10:20 · 2020年11月20日

単勝回収率97％
複勝回収率84％

代表馬
キングズガード
テルペリオン
スプリングボックス
ミスマンマミーア

デアリングタクトの杉山晴紀厩舎と同じ5年目。この世代ア
ツイなぁ

ルメール騎手×マジェスティックウォリアー産駒は
相性悪い!!?

午後6:05 · 2020年11月20日

単回収率21％
複回収率65％

「よく人気裏切ってるよなぁ～」と思い調べてみると、こう
なった。馬のタイプとルメさんのタイプが合ってなさそう。
まだサンプル少ないけど、どうなるか！？



No.

ミルファームのジョーカプチーノ産駒

《データ》

No. 52

森田直行厩舎は叩いて上昇

《データ》

No. 51

冬のリュウシンベガス

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

53（No.89）

午後2:45 · 2020年11月15日

単勝回収率169%
複勝回収率93%

今日イチの勝負レース！
福島2歳S◎ビーマイベイビーきた！

午後2:15 · 2020年11月7日

複勝率-複勝回収率
11%-66% 休み明け（中8週以上）
22%-99% 中7週以内

休み明けのデュアルウィールドの走りがひどかったので調べ
てみたけど、この厩舎休み明けはダメで、ラブカンプーみた
いに使いまくってもバテないのが強みぽい

午後4:16 · 2020年11月1日

最後の最後まで今日は運がなかった

◎シャイニーブランコが取り消したので、12番人気▲リュウ
シンベガスから買ったら...
レース映像見てお察しください。この目でも400~500倍つい
てた..

冬のリュウシンベガス　の時期がやっときたのに...( ﾉД`)



No. 50

大敗後のオルフェーヴル産駒

No. 49

《データ》

No. 48

クリノの森裕太朗

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

 午後1:09 · 2020年11月1日

1桁人気にも関わらず、10着以下に大敗した馬は、次走で単
勝回収率97%

オルフェーヴル自身も
京王杯2歳S10着→シンザン記念2着
天皇賞春11着→宝塚記念1着

気分屋で大敗してしまうこともあるが、力負けではないので
、馬券的には次が狙い！

橋田満厩舎×北沢伸也騎手
 午前11:22 · 2020年11月1日

単勝回収率161%
複勝回収率104%

9歳にして障害デビューしたスズカデヴィアスお見事です。
1年も海外にいたし、馬体重も国内比較で-18㌔で、決して万
全の体調ではなかった感じ。

引退したメドウラークのぶんも頑張ってほしい

午前10:08 · 2020年10月24日

クリノキララ...最低12番人気210倍で2着



No. 47

No. 46

千直の鮫島克駿騎手

《データ》

No. 45

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

長距離の友道厩舎
距離延長の友道厩舎

午後4:34 · 2020年10月22日

ワールドプレミアも菊花賞勝ったんだった。ヴァルコスも友
道マジック発動するかもしれん！

午後2:54 · 2020年10月18日

単勝回収率356%
複勝回収率236%

ライオンボスのイメージが強いけど、それ以外でもきっちり
持ってくる。新・千直ジョッキーはサメシュン！！？

ヴィクトワールピサ産駒の牝馬は
直線が長いコースで買い

午後3:57 · 2020年10月17日

単勝回収率127%
複勝回収率83%

府中牝馬Sで最低人気のサムシングジャストが来たので、つ
いでに

代表馬
 スカーレットカラー
 ジュエラー

牡馬は内回り→No.11



No. 44

セン馬の千直

《データ》

No. 43

勝つか大敗かのアメリカンファラオ産駒

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午前11:01 · 2020年10月17日

前走違うコース→千直替わり
単回収率132%
複回収率146%

気性的に何か抱えているからセン馬になっているわけであっ
て、たった1000mかつ直線のみ、という特殊条件なら集中し
て走れる可能性が高い

こんなシンプルなことに何故今まで気づけなかったんだ自
分...

午後7:54 · 2020年10月16日

【10・2・0・16】で、勝つか負けるか

これ先に気づいてたら、JDDもカフェファラオとダノンファ
ラオ1着固定で、2~3着はそれ以外の馬買ってたら、3連単77
万当たったんじゃないか....



No. 42

No. 41

カレンブラックヒル産駒の距離短縮

《データ》

No. 40

カレンブラックヒル産駒の初ブリンカー

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

ヘニーヒューズは追いかけちゃダメ、絶対(2回目)
午後2:37 · 2020年10月12日

ワイドファラオ

この2戦はペースに恵まれた感じ。33ラップ的に言うと、

ー1.2　12着フェブラリーＳ
＋1.7　1着かしわ記念
＋1.7　4着帝王賞

#勝手に競馬格言　的にも、「ヘニーヒューズは追いかけち
ゃダメ、絶対」っていうのがあるから、深追い禁物

午後11:59 · 2020年10月10日

単勝回収率213%
複勝回収率176%

午後11:59 · 2020年10月10日

単勝回収率1270%
複勝回収率276%

調教めっちゃ動く馬多いけど、一変した馬のきっかけ共通点
を探してたら行き着いた仮説



No. 39

《データ》

No. 38

モンテロッソ産駒の内枠

《データ》

No. 37

直線が長いコースのトリコロールブルー

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

ハーツクライ産駒の道悪ダート(2回目)
午後1:07 · 2020年10月10日

京都６R15番人気3着のハニエル

ハーツクライ産駒の道悪ダート
だったなぁ。調教はめっちゃ動いてたから、前走も▲打った
けど、怖がりだから内から来れるとは思わなかった。。

午後10:35 · 2020年9月12日

芝レースの単複回収率
1枠 132%-107%
2枠 386%-150%
3~8枠78%-71%

一瞬の脚に秀でたタイプが多いので、内々でためる形での激
走が多い。ラセットはまさに典型。京成杯ＡＨは6枠だがイ
ン突き得意の秋山Ｊなら、内に潜り込みひょっとするかも！
？

午後4:56 · 2020年8月2日

直線が長い（400m以上）コースで1800～2000m
なら【4・3・2・0】とパーフェクト

走法からは小回り向きかと思っていたけど、考えを改めない
といけないなぁ。今後も、東京、中京、新潟外回り、阪神外
回り、京都外回りあたりなら注意



No. 36

《データ》

No. 35

須貝厩舎の北海道

《データ》

No.

アジアエクスプレスは追いかけちゃダメ、絶対

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

エピファネイア産駒は
リーディング上位ジョッキーで買い

午後7:30 · 2020年8月1日

リーディング1～10位
単勝回収率113％

リーディング11位～
単勝回収率64％

（単勝100倍以上の馬は除く）

折り合いをつけるのが難しい産駒が多いので、抑え込む技術
が試されやすい。（たぶん）

午後10:16 · 2020年7月19日

今年
単回390％
複回146％

今年を抜いても
単回93％
複回99％

アドマイヤジャスタの走り頃わからんと思ったけど、厩舎の
走り頃は、夏だったと思い出した

代表馬
アスカクリチャン
アドマイヤエイカン
ローブティサージュ
レッドリヴェール

34(関連No.2)

午後2:01 · 2020年7月18日

(将来的に)
アジアエクスプレスは追いかけちゃダメ、絶対
って来年くらい言うてそう



No. 33

川田騎手の継続騎乗

No. 32

エスケンデレヤのダート替わり！

No. 31

丹内騎手の継続騎乗

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午前11:11 · 2020年7月12日

タンジェリンムーンが、初めて逃げの手を打って、見事1着

川田騎手が騎乗してからは、2着→2着ときて、1着

昨年も継続騎乗では、単勝回収率97%と、人気馬に多く乗る
リーディング2位の騎手にしては素晴らしい成績のように、
勝算と作戦があってこその継続騎乗

午前11:11 · 2020年7月12日

よし！8番人気タガノアマルフィ2着！3連複も万馬券！4走前
に内が伸びない馬場で5着だった時から狙ってた。ありがと
うアマルフィー！

午後2:59 · 2020年7月4日

【継続騎乗】
勝率6.1%
連対率16.8%
複勝率30.5%
複勝回収率117％

【乗り替わり】
勝率2.8%
連対率6.5%
複勝率13.5%
複勝回収率55％

丹内騎手が最近うまいと思ったら、継続騎乗だったら、かな
り成績いい。前走の反省を踏まえて、次走で生かせている感



No. 30

鮫島克駿騎手の道悪

《データ》

No. 29

《データ》

No. 28

ディープブリランテ産駒の距離短縮

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

 午前9:44 · 2020年7月4日

鮫島克駿騎手は馬場読みが上手いと個人的に思っ
ていて、                                                                  
   【重・不良馬場】では芝ダート問わず
単勝回収率85%
複勝回収率82%                                                        
     
その他では
単勝回収率66%
複勝回収率66%

2020年の菱田騎手はひと味違う
 午前9:44 · 2020年7月4日

1月98％
2月168％
3月132％
4月74％
5月145％
6月145％

菱田騎手は、半年を終えても、なお複勝回収率130％をキー
プ。それも偶然の一発ではなく、毎月コンスタントに結果を
出している
これはもうフロックでも何でもないっ！！

午後5:53 · 2020年6月28日

単回100％
複回92％

12番人気3着のモズベッロは、「距離短縮が良かった」って
ことでいいですかね

理由は、気性が荒くて折り合い難の産駒が多いから。

ちなみに延長は
単回41％
複回59％

モズベッロ自身も、距離短縮では①②①③着



No.

No. 26

内枠のライトオンキュー

No.

不良馬場のオルフェーヴル産駒

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

27（関連No.3）

クロノジェネシスは
牡馬混合戦なら①①①②①着

午後5:46 · 2020年6月28日

かつてオウケンサクラが、秋華賞11着からの中1週で、天皇
賞秋17番人気4着に大激走っていうのがあったけど、その時
も稍重だった。

牡馬混合戦の上に、馬場も渋ったら、今日くらいの圧勝も不
思議ではないんですかねバゴ産駒

午後5:22 · 2020年6月20日

一瞬の脚に秀でていて、内でためる競馬が合っている

1～3枠なら
③①⑫①①①①着
負けたのはＧⅠかつ1600ｍの朝日杯ＦＳと、新馬戦でサウン
ドキアラ、エアアルマスに次ぐ3着なだけ

今回は4枠7番という微妙すぎる枠
さぁどうなるか

25（関連No.94）

午後5:52 · 2020年6月13日

芝の複勝率は
良　24.4%
稍重25.5%
重　27.5%
不良28.6%

不良時の複勝回収率は116％

ちなみにダートも不良馬場なら複勝回収率113％

オルフェ自身も極悪馬場のダービーを勝ったけど、不良馬場
になるくらいの悪天候にも、へこたれないのがオルフェ感



No. 24

ハンデ戦のスズカマンボ

《データ》

No.

休み明けの矢作厩舎は度外視！

No. 22

オルフェーヴル産駒の初ブリンカー

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後3:51 · 2020年6月13日

単回95％
複回94％
単勝万馬券馬は除く

メイショウホウトウが11番人気で勝って思い出した

パワースポットとかスリータイタンとか見て、昔思ってたん
だ。ハンデ戦の仕組みと適性が合ってるんだよなたぶん

最近ではマコトガラハッドがＡＲ共和国杯で11人3着

23(関連No.17)

午後2:22 · 2020年5月24日

「連闘の矢作厩舎」って格言作ったけど、逆に言うと休み明
けの負けは気にしなくていい。オスカールビーはコーナー4
つで休み明けを除けば、スロー切れ負けや心房細動とかで負
けてるだけで、得意条件！

午後6:54 · 2020年5月23日

単勝回収率88％
複勝回収率142％

前回なし→今回着用

調教動いているのに結果出てない馬が激走しているのを見る
と、だいたいオルフェーヴル産駒。そんでだいたいブリンカ
ー着けて変わってる。
”集中して走れば強い”っていうTHEオルフェ感



No. 21

外枠のヴェンジェンス

No. 20

良馬場のキングダムウィナー

No. 19

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後5:38 · 2020年5月23日

これで７～８枠では【4・4・1・1】という驚異的な強さ。ヴ
ェンジェンスが出走してきたらまずは枠順を要チェック！

午後0:21 · 2020年5月23日

キングダムウィナーようやくお金くれた！7番人気1着！
これも前にyoutubeで配信したときは負けたのに...笑

障害2戦目の高田潤Jは買い！
午後4:43 · 2020年5月22日

単回ー複回
初戦　44％－49％
2戦目177％－122％

該当→日曜新潟４Rダノンキングダム

昔ラジオ番組で、障害初戦では競馬を教えるから逃げたりは
しない、って話してて、それが2戦目で生きるのでは！？と
いう推測。障害試験で速い時計を出さないのも特徴



No. 18

道悪ほど差し馬を狙え

No.

連闘の矢作厩舎

《データ》

No. 16

西村淳也騎手の芝中～長距離は買い

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午前11:12 · 2020年5月16日

「道悪になると前が止まらない」って考えるのが定石だし、
それは事実なんだろうけど、そう思ってるのはファンだけで
なくジョッキーたちも同じ。だから結果的にみんな前に行き
たがってハイペースになる。
っていう穴党的発想

17(関連No.23)

午後5:45 · 2020年5月1日

単勝回収率 100%
複勝回収率 98%

5/3(日)バーンフライが連闘で出走
安田記念のモズアスコットも連闘で勝ちましたね。

ちなみに...
反対に休み明けは
単回65%
複回68%

午後6:15 · 2020年4月25日

福島牝馬Ｓで◎ランドネにした１つの理由でもある。
コーナー４つ以上のレースでは複勝回収率１０９％（それ以
外でも９０％あるのですごい）

前に「長距離戦が好き」って話をしていて、実際に調べてみ
たらマジですごかった。それだけ。



No. 15

アスタービーナスのプラス体重

No. 14

ロジータ牝系は全部買っておけ

No. 13

横山典弘騎手が乗った馬の次走は買い！

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後2:24 · 2020年4月25日

福島９Ｒ勝利

プラス体重で出走した時は【２・１・１・３】
輸送で体を大きく減らしてしまうこともあるのが欠点だが、
逆に滞在競馬とかでは強いし、体が減らなかった時が狙い目

午後0:21 · 2020年4月19日

阪神５Ｒ曾祖母にロジータがいるサンオブロジータ15番人気
3着で複勝5000円！

ロジータの血を引く馬は古くはカネツフルーヴやレギュラー
メンバーなどがおり、ダート戦では
単回98%
複回100%

最近では他にブラゾンドゥリス、エネスク、トイガー、メイ
プルキングなど。

 午後6:00 · 2020年4月18日

単回収率113％
複回収率86％
（2015年以降）

阪神６Ｒを勝ったグリンデルヴァルトを見て気づいた。
点でなく線で考えて騎乗し、その馬にとっての"課題"に取り
組んで乗るから、次のレースでは馬が成長していることが多
い.....気がする。



No. 12

ハーツクライの道悪ダート

《データ》

No.

ヴィクトワールピサの牡馬は内回り！

No. 10

道悪の和田竜二

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

 午後4:19 · 2020年4月18日

単ー複回収率
良～稍重：71％-73%
重～不良：92%-78%

◎ケルティックソード10番人気3着！！？

11(関連No.45)

午後0:25 · 2020年4月18日

サングレデクリストやった！！
これはジョルジュサンク、アウトライアーズ、ブレイキング
ドーン、シャルルマーニュ、メルヴィンカズマ、ナムラシン
グンとか馬のキャラ見てたら全てピサ産駒で気づいた！

午前10:30 · 2020年4月18日

勝率と複勝率
良：6.9％-23.4％
稍～不：8.2％-24.9％

単回収率と複回収率
良：73％-77%
稍～不：84%-81%

理由：ガッツがすごいから（たぶん）
なお道悪の今週は騎乗停止期間で不在...泣



No. 9

No. 8

道悪ダートのカジノドライヴ

《データ》

No. 7

叩き良化型のアグネスデジタル産駒

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

阪神芝1400を勝ったディープ産駒は
相当強い理論

午後5:16 · 2020年3月29日

高松宮記念の本命はこの勝負服のようにグランアレグリアで
した。

ディープ産駒の勝率ランキングで阪神芝1400は47位(56コー
ス中)とかなり苦手。そんな阪神芝1400を勝ったディープ産
駒の次走は全頭買っても複勝回収率は101%と優秀！

午前10:16 · 2020年3月29日

【複勝回収率】
稍重92％
重128％
不良231％

午後5:23 · 2020年3月28日

複勝回収率
休み明け69％（中８週～）
それ以外91％

名鉄杯を勝ったダイメイフジも叩き2戦目はこれで【4・0・
0・1】



No. 6

ダート替わりのグランプリボス

No. 5

道悪ダートのアロマティカス

No. 4

柴田大知騎手は右回りで買い！

《データ》

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

午後10:24 · 2020年3月20日

産駒はダートでの好走が多く、芝→ダの場合は複勝回収率
109％
まだ2世代しかいない種牡馬なので、今後の傾向がどう出る
か。

3/21(土）に該当馬
阪神１Ｒ⑮クライナークイーン

午前9:45 · 2020年3月14日

阪神12R出走

不良ダートで2勝
それが単勝142倍と45倍と大穴で激走！

午後5:40 · 2020年3月1日

【左回り】
勝率3.8％
複率14.7％
単回59％
複回68％

【右回り】
勝率5.5％
複率19％
単回72％
複回75％

3/1中京7Rの騎乗を見て感じて調べてみたらこうなった。
マイネルホウオウで東京GⅠ勝ってるけども。



No.

バゴの牝馬は牡馬混合戦で！

《データ》

No.

ヘニーヒューズは追いかけちゃダメ、絶対

《データ》

No. 1

小倉芝中距離のルーラーシップ

鈴木ショータの#勝手に競馬格言

3（関連No.27）

午後4:00 · 2020年2月16日

単勝回収率166％
複勝回収率92％

×牝馬限定戦×
単勝回収率46％
複勝回収率61％

2（関連No.34）

午後2:25 · 2020年2月14日

複勝回収率
2歳　102％
3歳　79％
4歳　62％
5歳　52％

アジアエクスプレス
モーニン
ドンフォルティス
など強い時は連戦連勝で、ついついその時のパフォーマンス
をまた期待したくなっちゃうんだけど、燃え尽き症候群なの
かなぁ。

最近だと
サトノギャロス
ファシネートゼット
あたりは今後どうなるか注意したい。

午後2:34 · 2020年2月9日

本日
４R芝1800m　ソニックベガ3番人気1着
８R芝2000m　ブレーヴユニコーン5番人気1着
１１R 芝2000m　？　ヴァンケドミンゴ
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