
「2009 年高松宮記念データ攻略ポイント」 
2009 年高松宮記念を 

人気や所属、枠、ローテなどあらゆるデータから分析し 
好走確率が高そうな狙える条件や 

苦戦傾向で狙えない条件などを紹介しています。 
 
 
 
■ 「高松宮記念データ」 
2009 年 3 月 29 日 2 回中京 6 日  
第 39 回高松宮記念(G1)中京芝 1200m 4 歳上 定量 
 
高松宮記念は 1996 年に 2000m から 1200m に変更され G1 へ昇格。 
2000 年には 5 月開催から 3 月開催へ移行しています。 
 
高松宮記念は過去 9 年のデータを見ていきます。 
数値は(着別度数) 勝率 連対率 複勝率 
 
 
 
 
 
人気データ 
 
1 番人気(2-1-2-4) 
2 番人気(1-3-2-3) 
3 番人気(2-1-1-5) 
4 番人気(4-0-1-4) 
5 番人気(0-1-0-8) 
6 番人気(0-1-0-8) 
7～9 番人気(0-1-1-25) 
10 番人気以下(0-1-2-77) 
 
 
 



馬連・3 連複(1 着人気-2 着人気-3 着人気) 
2000 年/16330 円(4-8-2) 
2001 年/590 円(1-3-16) 
2002 年/1140 円(3-2-4) 
2003 年/3520 円・31580 円(3-2-10) 
2004 年/740 円・5490 円(2-1-8) 
2005 年/6880 円・4010 円(4-6-1) 
2006 年/2290 円・5240 円(4-2-3) 
2007 年/40250 円・48340 円(1-13-2) 
2008 年/4610 円・4960 円(4-5-1) 
 
 
単勝オッズ 
 
1 倍台(0-0-1-1) 
2 倍台(1-0-2-2) 
3 倍台(0-2-0-3) 
4 倍台(2-2-1-0) 
5.0～6.9 倍(1-0-0-8) 
7.0～9.9 倍(2-2-1-2) 
10.0～14.9 倍(3-0-1-8) 
15.0～19.9 倍(0-0-0-6) 
20.0～29.9 倍(0-1-1-21) 
30.0～49.9 倍(0-1-1-19) 
50.0～99.9 倍(0-0-0-18) 
100 倍以上(0-1-1-46) 
 
 
人気・配当 
4 番人気以内がまずまず堅実ながらも、 
6 番人気以下が馬券に絡むことも良くあり、 
配当は比較的高い。 
 
 
 
 



馬齢データ 
 
4 歳(1-2-1-38) 2.4% 7.1% 9.5% 
5 歳(6-4-3-30) 14.0% 23.3% 30.2% 
6 歳(2-2-4-33) 4.9% 9.8% 19.5% 
7 歳以上(0-1-1-33) 0.0% 2.9% 5.7% 
 
 
馬齢 
5 歳馬が活躍しています。 
7 歳以上はかなり苦戦。馬券に絡んだ 2 頭は前走阪急杯で連対していた 
勢いのある馬でした。 
2001 年 2 着ブラックホーク(前走阪急杯 2 着) 
2007 年 3 着プリサイスマシーン(前走阪急杯 1 着) 
 
近走で重賞連対しているような勢いが必要か。 
 
 
 
 
 
性別データ 
 
牝馬 (1-1-3-28) 
牡・セン (8-8-6-106) 
 
 
性別 
牝馬はラインクラフト、シーイズトウショウ、ビリーヴ、スティンガー 
などが活躍しています。 
 
 
 
 
 
 



所属データ 
 
美浦(2-3-3-49) 3.5% 8.8% 14.0% 
栗東(7-6-6-81) 7.0% 13.0% 19.0% 
地方(0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0% 
外国(0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0% 
 
 
所属 
やや関西馬が優勢。 
4 番人気以内に支持されると(7-3-3-9)と信頼度が高い。 
 
 
 
 
 
枠データ 
 
1 枠(1-0-1-16) 
2 枠(2-0-0-16) 
3 枠(1-0-1-16) 
4 枠(1-2-0-15) 
5 枠(0-2-0-16) 
6 枠(2-0-2-14) 
7 枠(1-3-2-20) 
8 枠(1-2-3-21) 
 
 
 
馬番データ 
 
1 番(1-0-1-7) 
2 番(0-0-0-9) 
3 番(1-0-0-8) 
4 番(1-0-0-8) 
5 番(1-0-1-7) 



6 番(0-0-0-9) 
7 番(0-1-0-8) 
8 番(1-1-0-7) 
9 番(0-1-0-8) 
10 番(0-1-0-8) 
11 番(1-0-1-7) 
12 番(1-0-1-7) 
13 番(1-1-1-6) 
14 番(0-1-0-8) 
15 番(0-1-1-7) 
16 番(0-0-1-8) 
17 番(0-1-0-8) 
18 番(1-1-2-4) 
 
 
枠・馬番 
スタート後の直線が長いため枠による有利不利はあまりありません。 
ただ、ゴチャつく内枠よりは外枠の方が若干良い傾向です。 
 
 
 
 
 
脚質データ 
 
逃げ(1-0-0-8) 
先行(1-2-3-27) 
差し(7-6-4-60) 
追込(0-1-2-39) 
 
 
脚質 
ハイペースになりやすいので、差しが良く決まっています。 
 
 
 



前走データ 
 
重賞(8-9-9-94) 
├阪急杯(5-6-3-39) 
├シルクロード S(2-0-3-16) 
└オーシャン S(0-0-1-21) ※重賞昇格後 
 
OP 特別(1-0-0-28) 
1600 万下(0-0-0-5) 
 
 
前走 
前走重賞以外は苦戦しています。 
OP 特別からは 1 頭勝ち馬が出ていますが、これは G3 昇格前の 
オーシャン S を勝ったショウナンカンプ(3 番人気)。 
 
 
 
前走着順別データ 
 
前走重賞 
1 着(3-3-2-13) 
2 着(0-3-2-9) 
3 着(2-0-0-7) 
4 着(1-1-0-7) 
5 着(0-0-2-7) 
6～9 着(1-1-3-31) 
10 着以下(1-1-0-20) 
 
 
前走着順 
前走 10 着以下は 2 頭が巻き返しています。 
2000 年キングヘイロー(前走フェブラリーS) 
2007 年ペールギュント(前走中山記念) 
オーシャン S、阪急杯、シルクロード S 以外の別路線の 
重賞なら… 



前走人気別データ 
 
前走重賞 
1 番人気(3-2-3-10) 
2 番人気(3-2-0-6) 
3 番人気(2-1-3-10) 
4 番人気(0-0-1-6) 
5 番人気(0-1-1-11) 
6～9 番人気(0-2-1-24) 
10 番人気以下(0-1-0-27) 
 
 
※前走重賞以外で 
10 番人気以下(0-0-0-8) 
 
前走人気 
前走 3 番人気以内が良いデータです。 
10 番人気以下は 2007 年のペールギュント(前走中山記念 12 番人気)のみ。 
 
 
 
 
 
前走馬場データ 
 
前走芝(8-9-9-117) 
前走ダート(1-0-0-15) 
 
 
前走馬場 
前走ダートで勝った 1 頭は 2000 年キングヘイロー 
(前走フェブラリーS)のみ。 
 
 
 
 



間隔データ 
 
連闘・中 1 週(0-0-0-4) 
中 2 週(1-0-1-45) 
中 3 週(5-7-3-42) 
中 4 週～中 8 週(3-0-4-27) 
中 9 週～半年(0-2-1-13) 
半年以上(0-0-0-2) 
 
 
間隔 
中 2 週以内はあまり良くない。 
馬券になった 2 頭は 2002 年ショウナンカンプと 
2006 年シーイズトウショウ。 
どちらも 3 番人気に支持されていました。 
 
 
斤量増減データ 
 
斤量減(2-3-5-24) 
増減なし(4-4-4-47) 
斤量増(3-2-0-62) 
├1kg～1.5kg 増(3-2-0-43) 
└2kg 以上増(0-0-0-19)  
 
 
 
高松宮記念データまとめ 
△10 番人気以下(0-1-2-77) 
×50.0 倍以上(0-1-1-64) 
○5 歳(6-4-3-30) 
△7 歳以上(0-1-1-33) 
◎関西馬で当日 4 番人気以内(7-3-3-9) 
×前走重賞以外(1-0-0-33) 
×前走オーシャン S(0-0-1-21) ※重賞昇格後 
△前走 10 着以下(1-1-0-20) 



○前走重賞 3 番人気以内(8-5-6-26) 
×前走 10 番人気以下(0-1-0-35) 
×間隔中 2 週以内(1-0-1-49) 
×斤量 2kg 以上増(0-0-0-19)  
 
 
ローテ別では、阪急杯組が中心。 
基本的に前走で 5 着以内が良い成績を残しています。 
 
オーシャン S 組は 2002 年にショウナンカンプ(3 番人気)が 
勝っていますが、これは、オーシャン S が重賞昇格前。 
2006 年にはシーイズトウショウが 3 着(3 番人気)。 
当日人気がポイント。 
 
シルクロード S 組は、斤量増減に注意。 
2008 年ファイングレイン 56kg⇒57kg 
2005 年プレシャスカフェ 58kg⇒57kg 
2003 年リキアイタイカン 57.5kg⇒57kg 
増えても+1kg までか。 
 
 
他ローテも含め、斤量 2kg 以上増では(0-0-0-19)です。 
 
 
 
 
さらに詳細なデータは「激走！データ競馬メルマガ」にて発行しています。 
  ↓ 
 http://archive.mag2.com/0000154729/index.html 
 
全重賞のデータはブログにて公開中です。 
激走！データ競馬ブログ 
 http://gekisokeiba.livedoor.biz/ 
 
発行者 前川正光 


