
転厩初戦
転厩２戦目

降
胴色
袖色
柄色

服デザイン

馬主名

父　父生年　　　ブリンカー
馬名　　　　　　毛色
母　母生年　　　性齢
母父　母父生年　重馬場/芝/ダ適性
父系統　母系統

基準単オッズ・人気　ローテ

脚質転厩○戦目

斤量
（前走との差）
上昇度
前走時の馬体重増減（馬体判定）
前走の馬体重

騎手名　騎手調子レベル　当日バイオリズム
東　西　所属　キャリア　全勝ち数　制裁点
出　身　生年月日　星座　　年齢
血液型　　干支　　九星　　身長　　体重

調教師名　上昇度　今期勝ち数　リーディング
東西　キャリア　全勝ち数　管理頭数/管理馬の最高位
出身　生年月日　星座　年齢
（血液型）　干支　九星　前職（所属）

仕上がり変化　調教量評価
乗り役
調教コース
ローテーション
併せ馬とその状態

馬推定タイム　
直線位置　着順
馬場状態
推定前半３Fタイム　通過順
推定後半３Fタイム　通過順

開催日
コース　タイム
騎手　斤量
脚質　タイム差　人気　着順

IDM
IDM順位

今期勝数 順位 今期重賞１～３着数
生涯総合成績（勝率・連対率・３着内率）
過去5年の当該クラス成績（　〃　）
過去３年の当該コース成績（　〃　）

本　

紙

Ｉ
Ｄ
Ｍ

情　

報

騎　

手

激　

走

展　

開

枠
番

馬
番

降
級

②競走馬基本

①印・人気データ

③競走馬状態
⑤騎手基本・状態

⑤騎手基本・状態

⑦調教師基本

⑦調教師基本

⑤騎手基本・状態

⑥騎手成績

⑦調教師基本

⑧調教

⑨展開

⑩前３走
④勝負服

乗り替わり時の表記

内田博
バイオリズム
右から身体・感情・知性

項目
説明

誕生日(生年月日）

調教師-厩舎ランク
チェック！！
チェック！！
チェック！！

チェック！！
チェック！！
チェック！！

近半年おける厩舎の成績からランク分けしたデー
タ。
ランクは1～８まであり、1が最高、８が最低。
調教師名の背景に、ランクカラーでマーキング。

[厩舎ランク]
高　１　　　　　赤　
↑　２　　　　　橙
　　３　　　　　黄
　　４　　　　　白
　　5　　　　　白
　　6　　　　　青
↓　7　　　　　紫
低　8　　　　　鼠
　　0　　　　　緑（新規開業など）

詳細については、後日解説します。

騎手バイオリズム
チェック！！
チェック！！
チェック！！

バイオリズムとは、人間の生体にはある一定のリズム
があり、それよって自分の身体や精神の状態を前もっ
て知ることができるものであるが、騎手の身体測定
がなされていない現状、この情報を元に騎手の肉体
および精神の状態を知ることは非常に重要となる。

　右から「身体」「感情」「知性」
　[バオイリズム印]
　　★　絶好調

　　◎　好調

　　○　やや好調

　　△　普通

　　▽　低調

　　×　不安定

スピード指数、激走データ、展開予想、騎手、調教師、レース波乱度などの
主要ファクターを元に算出。
　●１着候補　勝つ可能性が高い馬
　●2着候補　勝つ可能性は薄くても、２・３着なら十分可能性がある馬
　●穴候補　人気はないが３着なら狙えそうな馬を穴候補に

①印・人気データ
降級

チェック！！
チェック！！
チェック！！

降級した馬に対して付記
　降級初戦
　降級２戦目以降

①印・人気データ
転厩○戦目

チェック！！
チェック！！
チェック！！

転厩して何戦目のレースになるのかの表記。
　転厩初戦
　転厩２戦目以降

②競走馬基本
馬　齢

チェック！！
チェック！！
チェック！！

馬齢による強度判定
※２・３歳限定戦では表記しません

レース日を含め前後１日が誕生日の場合、
生年月日の背景を　　　　　でマーキング

各専門情報紙◎○▲△数

印

馬齢色分け（３歳以上）
芝
1000～1300
1400～1700
1800～2100
2200～

ダート
1000～1300
1400～1700
1800～2100
2200～

３ 4

4段階
強 ← → 弱

5 6 7～ ３ 4 5 6 7～

⑤騎手基本・状態
騎手調子レベル(騎手レーティング)
近１カ月における調子を判定したデータ。騎手の調子度を測るバロメー
ターとなる。
開催区分別（関東・関西・ローカル）に算出。
レベルA1～D4まであり、
　A1・A2・B1は
　A３・A4・B2は
で騎手名をマーキング。それより以外はノーマーク。
[Ａ～Ｄ ： 連対率レベル]
　A　２０％以上
　B　１０～２０％未満
　C　６～１０％未満
　Ｄ　６％未満
　※騎乗回数が１０未満は、集計の対象外
[１～４ ： 人気＋着順レベル]
　１　人気馬ではしっかりと連対し、人気薄でも上位にもってくる
　２　人気馬ではほぼ連対し、人気薄でも掲示板ぐらいならもってくる
　３　平均的
　４　人気馬では勝ちきれず、人気薄なら人気なり

　通算勝利数が少ないわりにレベルが高い騎手は、当該開催区分にお
いて人気薄で頻繁に好走しているといえ、逆に通算勝ち数は多いがレ
ベルは低い騎手の場合は、当該開催区分において人気馬で飛ばすこと
が多いと判断することができる。

Ｓ　１番人気の勝率が20％未満。２～３番人気もさほど信頼できない。３連単10万級の出現率は50％以上。100万級を狙うならこの条件で。
Ａ　１番人気の勝率は20～25％程度。２～４番人気が勝利することもしばしば。３連複万馬券は当たり前。
Ｂ　１番人気の勝率はほぼ平均値となる30～35％。馬連配当は高く出て5000円程度で、万馬券はあまり期待できない。
Ｃ　１番人気の勝率は35～40％。上位人気での決着がほとんど。高配当を狙って得することはなさそう。
Ｄ　１番人気の勝率は40％以上。信頼できるデータが揃えば、もう１番人気軸で手堅く当てに行くしかない。

第46回 デイリー杯２歳ステークス　ＧⅡ11
2011年 10月15日 九紫火星 癸卯 先負
たすけあいの日 きのこの日 人形の日

第5回京都3日目

２歳オープン
芝外1600m

Aコース
前週Ａ

8 枠⑫レーヴディソール 1分 33 秒 6昨年の勝ち馬
おたか

今日のラッキーカラー 紫、薄紫、ベージュ

レース
波乱度

レース波乱度

BGG

S
6

17月 齢今 日 は 何 の 日？

15:35発走

7  2 
7  2  1  8 

6  11  9  12 

1 着候補
2着候補
穴 候 補

の定義 着候補の解説
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