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◆第10競走　東京大賞典（GI）
（距離　2,000m　/　発走予定時刻　16:30）    
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楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

※オッズは発売開始後、競走成績はレース確定後の更新となります。何卒ご了承ください。

大井競馬場で行なわれるダートグレード競走（GI）で、1955年に「秋の鞍」として創設された、国内屈指のビッグレース。地方競馬のダートグレード
競走を締めくくり、今年の最強馬を決めるダート競馬の“グランプリ”として位置づけられています。
もともとは長距離戦でしたが、1998年からはチャンピオンディスタンスの2,000mに変更され、現在まで続いています。
2011年からは国際競走となり、地方競馬初の“国際GI”として新たな歴史を刻んでいます。

過去15年の優勝馬は、スマートファルコンやカネヒキリ、ヴァーミリアン、ゴールドアリュール、サクセスブロッケン、アジュディミツオーやトーホ
ウエンペラーなど、その時点のダート最強馬と呼ぶにふさわしい名馬たちが名を連ねています。

出走条件は3歳以上のサラブレッドで、国際GIとなった2011年からはフルゲート16頭のうち外国の調教馬が8頭まで出走可能となっています。
11月20日に行われた「浦和記念（JpnII）」の1・2着馬（地方馬のみ）と、11月27日の「勝島王冠（SIII）」優勝馬には、このレースへの優先出走権が
与えられます。

実施年 着
順 馬名 性

齢
人
気 前走 2前走 3前走 主な大井2000m実績

2008

1着 カネヒキリ 牡6 2 JCダート 1着 武蔵野S 9着 帝王賞 2着 ジャパンダートダービー
（2005）

2着 ヴァーミリアン 牡6 1 JCダート 3着 JBCクラシッ
ク 1着 ドバイWC 12

着 東京大賞典（2007）ほか

3着 サクセスブロッケン 牡3 3 JCダート 8着 JBCクラシッ
ク 2着 Jダートダービ

ー 1着 ジャパンダートダービー
（2008）

2009

1着 サクセスブロッケン 牡4 2 JCダート 4着 武蔵野S 10
着 南部杯 2着 ジャパンダートダービー

（2008）

2着 ヴァーミリアン 牡7 1 JCダート 8着 JBCクラシッ
ク 1着 帝王賞 1着 帝王賞(2009)ほか

3着 ロールオブザダイス 牡4 7 ベテルギウスS 7着 赤富士S 1着 ながつきS 11
着  

2010

1着 スマートファルコン 牡5 1 浦和記念 1着 JBCクラシッ
ク 1着 日本テレビ盃 3着 ジャパンダートダービー

（2008）2着

2着 フリオーソ 牡6 2 JBCクラシッ
ク 2着 日本テレビ盃 1着 帝王賞 1着 帝王賞(2008,2010)ほか

3着 バーディバーディ 牡3 5 JCダート 4着 武蔵野S 6着 南部杯 5着  

2011

1着 スマートファルコン 牡6 1 JBCクラシッ
ク 1着 日本テレビ盃 1着 帝王賞 1着 JBCクラシック（2011）、帝王

賞(2011)、東京大賞典（2010）
2着 ワンダーアキュート 牡5 3 JCダート 2着 みやこS 4着 東海S 1着  

3着 テスタマッタ 牡5 4 JCダート 12
着 武蔵野S 7着 マリーンS 2着 ジャパンダートダービー

（2009）

2012

1着 ローマンレジェンド 牡4 2 JCダート 4着 みやこS 1着 エルムS 1着  

2着 ハタノヴァンクール 牡3 3 JCダート 8着 みやこS 10
着
Jダートダービ
ー 1着 ジャパンダートダービー

（2012）

3着 ワンダーアキュート 牡6 1 JCダート 2着 JBCクラシッ
ク 1着 東海Ｓ 10

着 東京大賞典（2011）2着

傾向
(1)ステップ
複勝に絡んだ馬のステップはジャパンカップダート組が多く、その実績も昨年2012年や2008年の1～3着独占をはじめとして、他のステップに
比べて圧倒的な結果を残している。
その他にはJBCクラシックからの直行、ステップ競走の浦和記念、JRAのオープン・ベテルギウスSがそれぞれ1頭ずついる。
JBCクラシック直行組では2頭が連対しているが、どちらもJBCクラシックでも連対している。

(2)人気
1番人気は[2-2-1-0]で連対率100％。連軸としての信頼度は非常に高い。
いっぽう2番人気は[3-1-0-1]。1番人気よりも勝率が高いうえ、複勝圏に入れなかったのは2011年だけと、こちらも高い実績を残している。
続く3番人気は[0-2-1-2]、4番人気は[0-0-1-4]と、一気に信頼度は落ちるため、3着で多少の荒れはあるものの、総じて大荒れとはならない傾向
にある。

(3)年齢
年齢をみると4歳馬と6歳馬が2勝、5歳馬が1勝している。2着は6歳馬が2回で、3歳馬と5歳馬、7歳馬がそれぞれ1回、4歳馬は0回。
場数を踏んできた古馬トップクラスが、実力と経験通りの力を発揮して好成績を残している。

(4)前走着順
過去5年で3着以内の馬のべ15頭のうち、前走で連対しているのは5頭。全体の1/3というのは少ない部類と言えるだろう。
ただし連対している10頭中8頭は2前走以内で連対を果たしており、残る2頭も3前走でJpnI勝ちを収めている。
また、3前走以内でも連対していない馬は、2010年の3歳馬バーディバーディと、2011年のテスタマッタの3着が最先着。
秋に調子を出せないと、大一番で実力を発揮するのは難しいのは間違いなさそうだ。

(5)血統
国内のレースを総なめにするヘイルトゥリーズン系はこのレースでも強く、過去5年の優勝馬はすべてこの系統。3着以内でも同じ父ヘイルトゥ
リーズン系が多く、2010年は父ヘイルトゥリーズン系で3着までを占めている。
ミスタープロスペクター系もヴァーミリアンや昨年2着のハタノヴァンクールが活躍しており、かつて日本を席巻したノーザンダンサー系はワン
ダーアキュート1頭が気を吐いている。

 レース名 場所・距離 優勝馬 映像
11月4日 JBCクラシック（JpnI） 金沢・2,100m ホッコータルマエ（JRA） レースを見る
11月20日 浦和記念（JpnII） 浦和・2,000m ランフォルセ（JRA） レースを見る
11月27日 勝島王冠（SIII） 大井・1,800m ガンマーバースト（船橋） レースを見る
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