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父　　　　　　　性別　　年齢　　毛色
　　　　　　　　　　　　　　蹄　重適性
　　　　　　　　　　　　　　賞金
母　　　　　　　　　　　 　馬主名
母の父　　　　　　　   　生産者名

馬名

詳細説明
JRDBのオリジナルデータの集大成とも言える競馬新聞です。
馬柱のレイアウトは、ＦＡＸ新聞・ＰＤＦ版電子競馬新聞と共通のものです。
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　蹄の大きさと形状を
示しています。中ベと
いうのは、中ぐらいの
ベタ蹄の意味です。
また、隣の印は実績
を加味した重適性を
示しています。

大きさ　形状　　　表記
　大　　ベタ　　　ベ
　中　　標準起　　標起
　小　　標準　　　標
　細　　標準ベタ　標ベ
　　　  立ち　　　立

蹄の大きさ・形状の一覧

騎手期待連対率を示しています。
騎手期待連対率とは、騎手別に、
基準オッズ範囲毎の連対成績を
集計したものです。 騎手Ａが単勝
基準オッズＢの馬に乗った場合の
過去の成績を集計し、算出された
連対率を騎手期待連対率としてい
ます。 新聞等の表記には、今走
の基準オッズにおける騎手期待
連対率が入ります。

蹄の形状　重・稍重・不良での成績
          １着　２着　３着　４着以下　未経験
立　　　　　◎　　◎　　○　　○　　　　 ○
標準　　　　◎　　○　　○　　○　　　　 △
ベタ　　　　○　　○　　△　　△　　　　 △
未確認　　　○　　○　　○　　△　　 表記なし

　関西・関東の各専門情報紙
(関東約9紙150人前後・関西
約8紙100人前後)の印を独自
に分析し、算出した単勝・複
勝基準オッズです。
　おおよその人気の目安とな
るばかりか、時系列分析を行
う際にはこの基準オッズを基
底として、解析を行う事が出
来ます。

情報・専門紙
の本紙予想の
印を集計した
ものです。

馬の適距離を示しています。
短　短距離で活躍できる馬　(1000～1200ｍ)
哩　マイル戦で活躍できる馬(1400～1700ｍ)
中　中距離で活躍できる馬　(1800～2300ｍ)
長　長距離で活躍できる馬　(2400ｍ以上)

Ａ…該当クラスで勝つ能力のある馬
Ｂ…該当クラスで好戦できる能力のある馬
Ｃ…該当クラスで頭打ちの馬

馬の能力をクラ
ス分けしたもの
です。
また、クラスの後
ろの、Ａ、B、Cの
表記は、下記の
とおりです。

上昇度とは、前走時のパドックにおける、馬体・気性から
次走への上昇レベルを判断したものです。

ＩＤＭと上昇度を示しています
　IDMとは、スピード指値に記憶の要素（レース内容、馬場状態、当日の
馬のコンディション等）を数値化し加算したものです。
　馬の状態、馬装具点検は、肉眼で客観的に行い、それを具体的に数値
化し加算しています。ようするに競馬は時計だけではなく”記憶”も重要
ではないかとの理論です。

IDM「インデックスメモリー」に含まれるファクター

Ａ．基準タイム　各競馬場 （距離・芝・ダート）別走破タイム
Ｂ．馬場差　  　芝、ダート馬場状態
　　　　　　　　（速良・良・遅良・速稍重・稍重・遅稍重・
　　　　　　　　　速重・重・遅い重・速不・不・遅不）
　　　　　　　　天候（雨・雪・風・雷・霧）
Ｃ．斤量　　　　別定・ハンデ・馬齢・基準0.5kg
Ｄ．レース内容　出遅れ・不利・落鉄・放馬・勝ちっ振り等
Ｅ．位置取り　　最内・内・中・外・大外の馬場差。各コーナー差
Ｆ．ペース　　　レースペース・前３F/５F・後３F/２F

　等をレース毎に数値化した数値に他の極秘ファクター（秘）を取り入れ
該当レース条件に調整した数値です。現在、馬柱にIDMと表記されてい
ますが、実際はＩＤＭ調整値です。

AA　かなりの上積みが期待でき、勝つ可能性は高い
Ａ　まずまずの上積みが望め、好勝負ができる
Ｂ　次走も同じ様な状態でレースに挑む
Ｃ　ギリギリの仕上げであった為
　　次走はガタのきそうな気配
Ｄ　調子落ちの傾向、厳しいレースになる

ただし、上昇度の判断は、順調に使われた場合を想定
している為、長期休養を挟んだ場合は、AAもしくはＡの
馬も割り引きが必要です。また、Ｃ・Ｄの馬も立て直して
来ていることを考慮する必要があります。

　調教指数とは、関西・関東の
各専門情報紙の予想・評論家
等が、担当の調教コースにおい
てどれだけ正確に馬の状態を判
断できているかをデータベース
化し、それを元に、各専門情報
紙の印を分析して算出した数値
です。数値右横の矢印は、調教
から見た馬の調子を５段階評価
したものです。

↑　仕上がり抜群
　　上昇気配
→　平行線
　　やや下降気味
↓　デキ落ち

　厩舎指数とは、関西・関東の
各専門情報紙の予想・評論家
等と厩舎の密接度をデータベー
ス化し、 それを元に、各専門情
報紙の印を分析して算出した
数値です。
　数値右横の矢印は、厩舎サ
イドの期待度をわかりやすく４
段階評価したものです。

↑　超強気
　　強気
→　現状維持
　　弱気

調教矢印評価内容

厩舎矢印評価内容

調教・厩舎指数を示しています
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競走成績欄詳細説明

左から、馬体・パドック評点（０のものは空欄）・気配・馬具・出遅・不
利を示しています。それぞれに対応するコードは下記の通りです。

馬具コード
（１９９９年１０月1日現在）

太　かなり太く見える

余　余裕残し

良　能力発揮できる状態

普　今一つあるいは普通の出来

細　細く見え上昇疑問

張　張りがあり万全の状態

馬体コード

気配コード

　該当競走時のＩＤＭと上昇度を示し
ています。
　ＩＤＭを見ることにより、そのレース
で発揮した馬の力量が一目で分かり
ます。また、上昇度を見れば次走へ
の上積みがすぐに判別できます。

上より順番に、
確……確定単勝オッズ
基……該当競走時の単勝基準オッズ
朝……午前１０時前後の単勝オッズ
を示しています。
時系列オッズ判断を行う際にお役立
てください。

直線のコース取り
を示しています

１段目：年月日・回次・競馬場・日次・レース番号・レース名及び条件・着順
２段目：距離・コース・馬場状態・天候・レースペース・タイム・各馬のペース・前－後３Ｆタイム
３段目：通過順位・直線コース取り・頭数・枠順・馬体重・人気　確定単勝オッズ
４段目：勝ち馬もしくは２着馬・着差・騎手・斤量　　　　　　　基準単勝オッズ
５段目：馬体・気配・馬具・出遅・不利・ＩＤＭ・上昇度　　　　朝１０時前後の単勝オッズ

レース全体のペースを
示しています

馬個体のペースを
示しています

　競走成績だけでなく、パドックでの状態・装着している馬装具・ＩＤＭ・

上昇度などのＪＲＤＢオリジナルデータが満載してあります。

表記　内容
良　　良馬場
速良　時計の早い良馬場
遅良　時計の掛かる良馬場
稍　　稍重
速稍　時計の早い稍重
遅稍　時計の掛かる稍重
重　　重馬場
速重　時計の早い重馬場
遅重　時計の掛かる重馬場
不　　不良馬場
速不　時計の早い不良馬場
遅不　時計の掛かる不良馬場

レース施行時の馬場状態を示しています。馬場状態の一覧は左記の通りです。

また、雨が降っていた場合は、馬場状態の後ろに「雨」と表記されます。

 良 　リラックスして良い状態

 平 　平凡

 不 　不安定

 イ 　イレ込み

気良　気合い良し

気無　気合い無し

ブ　ブリンカー　　　　　　　吊　ハミ吊　　　　　　　　　　汗　二度汗
鼻　シャドーロール　　　　　ビ　ビットガード　　　　　　　下　下痢

面　メンコ　　　　　　　　　痛　イタイタ　　　　　　　　　頭　頭高い
バ　バンテージ　　　　　　　レ　レバーノーズバンド　　　　艶　毛艶良い

Ｒ　リングハミ　　　　　　　キ　キネトンノーズバンド　　　毛　毛艶悪い
Ｄ　Ｄハミ　　　　　　　　　Ｎ　ノーズバンド　　　　　　　皮　皮膚病

Ｅ　エッグハミ　　　　　　　Ｐ　パドックブリンカー　　　　馬　馬気
枝　枝ハミ　　　　　　　　　Ｇ　ガムチェーン　　　　　　　玉　玉腫れる

ス　スライドハミ　　　　　　舌　舌くくる　　　　　　　　　歩　歩様悪い
ジ　ジョウハミ　　　　　　　口　上唇くくる　　　　　　　　発　フケ（牝馬の発情期）

テ　てこハミ　　　　　　　　引　引き返し　　　　　　　　　黒　目の下黒い
ポ　ノーマルハミポチつき　　丸　連尾蹄鉄（丸鉄）　　　　　保　裂蹄保護テープ

Ｔ　スリーリングハミ　　　　Ｊ　四分の三蹄鉄（Ｊ鉄）　　　裂　裂蹄
ノ　ノートンハミ　　　　　　曲　四分の三蹄鉄曲（曲鉄）　　エ　エクイロックス

Ｈ　ハートハミ　　　　　　　橋　鉄橋鉄　　　　　　　　　　焼　ソエ焼き
Ｃ　チェーンシャンク　　　　ア　アダプターパッド


