調教欄の見方
「調教タイムを見る｣ ことは、馬の体調を判断する重要な
要素の一つです。「追い切り」とは、レースに臨む馬の状態
を最高に持っていくため、開催に備えて十分に追い切る直
前の調教で、そのとき計時したタイムを「追い切りタイム」
といい、最終調教（レース前日）で微調整が行われます。

ゴール前から逆算した距離を表します。調教コ
ースにはタイム測定のため、コースの内側に１
ハロン毎に目安のハロン棒を立ててあります。
併走相手（条件・脚いろ）と併走開始点及び着
差を表します。調教の時、併せ馬
（アワセウマ）
といって２頭以上の馬で並んで走ることがあり
ます。併せ馬は一般的にいって、馬の闘争本能
をかき立てることから、単走よりタイムも速く
なる傾向があります。
併（せ）と付（け）……併走相手を追走した場
合は併（せ）、先行していた場合は付（け）と表
記します。

調教タイムは、ゴ ー ルからの逆算で、一般の陸
上競技等のラップタイムの表示とは異なります。
「ハロン」とは、１Ｆ、２Ｆと表記しますが、１
Ｆ＝200メートルで、１哩（マイル）は８Ｆ（1600
メートル）です。

脚いろを追っている状態と脚いろの２通りに
て表示します。この調教タイムを出した時には、
騎乗者がゴール前のみ追ったことを表します。
主な脚いろ表記用語 馬なり余力（なり）
一杯に追う（一杯） 末一杯追う（末一） 稍一
杯追う（稍一） 叩一杯バテ（叩一） 末強目追
う（末強） 末抑える（抑え） 一杯追バテ（バ
テ） 引掛り気味
（掛る） Ｇ前仕掛け

〔

（カッコ内は坂路での表記）

馬名の前の番号は当該レースの馬番号で、その横の短
評は
「追い切り」時の動きの状態です。右の矢印は
「前走
時に比べて」馬の状態の変化度合を表します。それぞれ、
一変、良化、平行線、下降気味、下降。
ベストとは、今回の追い切りと同一コ ー スで該当馬が過去
（西暦、月で表示）にマークした最も速い
（栗東は６ハロ
ン、美浦は５ハロン。坂路は栗東・美浦ともに４ハロン
計測）タイムです。
のタイムは、一番最近の連対時の追い切りタイム。
◇のタイムは、前走時の追い切りタイムを表し、前走連
対の場合はが前走追い切りタイムとなります。

通過位置を表します。コ ー スを内側の柵（内ラチ）
から見て９分割して考え、どのあたりを回ってき
たかを示します。内ラチに沿って回れば、外ラ
チ沿いだと、真ん中あたりならとの表記にな
ります。数字が大きいほど、外を回ったことにな
りハロン表示の距離よりも走った実距離は長くな
ります。
（栗東Ｄ・ＤＰ、美浦南Ｃ・ＣＰについては、
別掲のトレーニングセンター馬場概要距離を参照）
助手が騎乗し、17日栗東 Cウッドコース良馬場で6から
追い6Ｆ83.4秒、5Ｆ66.8秒、半哩（４Ｆ）52.5秒、３Ｆを
39.7秒、最後の１Ｆは14.2秒を計時したものです。〔調教
には、馬の所属厩舎の調教師が自ら乗ることや騎手、見習
い騎手、調教助手が乗ることもあり、それぞれ 調師 騎
手名 見習 助手と表します。
〕

坂路（はんろ）調教
ウッドチップを敷きつめられている。走行時に受ける衝
撃が、一般の練習馬場（ダートコース）に比べて極めて小
さいため、爪や、脚部に不安のある馬も十分なトレーニン
グが可能。坂の下りは歩かすので、乱れた呼吸を整えられ、
理想的なインターバルトレーニング法を行えるものと考え
られています。

坂路（はんろ）馬場
◆坂路のタイム表示は、美浦・栗東とも前掲のように、計測開
始地点から半哩 ・３Ｆ・２Ｆ・１Ｆです。

美浦

幅員12ｍ

◆坂路のタイムは、コース調教と違い計時距離が半哩までの
ため、１Ｆ毎のタイムを表示しています。

栗東
坂路調教を表します。
6日栗東坂路の良馬場で１回乗られ、その時計は半哩
（800
㍍）54.4秒、３Ｆ
（600㍍）38.7秒、２Ｆ
（400㍍）24.8秒、
１Ｆ
（200㍍）11.9秒を計時し、脚いろは強目に追ったこと
を示します。

幅員７ｍ

新馬戦などの調教欄によくある—————————

ゲート練習時の調教タイム表示について

調教欄の罫線――と＊について

スペシャルウィーク

武 豊 97.11.19 栗Ｅ稍 104.7 92.2 80.3 67.8 54.2 40.3 12.8［6］ゲート一杯
ゲートから飛ばす
ジェネス（新馬）バテるの外4.7秒先着

調教欄のケイ線の表記……出馬投票後、枠
順発表前取消をしており、その取消前後の
追い切り時計を区別しています。

◆ゲート（練習）中で、ゲートを出たあとゴールまで追ったこ
とを示します。計時タイムと短評欄にゲート表記及び脚いろ
を表示しています。

＊の表記……調教タイム欄の＊とは…一定タイム
に達する調教タイムが中間で10日間以上計時さ
れていない時は、追い日の前に＊印で表示します。

助手19栗Ｅ不 12.5 11.9 13.0 ゲート強目

◆ゲート（練習）のみの１ハロン毎のタイム計時で、ゴールま
では追っていないことを示しています。

栗東トレーニングセンターコース図
美浦北・南も形状は同様です。

ニューポリトラックコース構造断面図
〔栗東ＤＰ〕

ニューポリトラック

17cm

混合砕石

５cm

←透水シート
←美浦ＴＣは
アスファルト舗装

単粒砕石

プールについて
トレーニングセンターには、トレーニングコースの他に、坂路
（はんろ）とプールの施設があり、併用してより効果的なトレ
ーニングがなされています。
主に、脚部に負担をかけず、心肺を鍛えるこ
競走馬プール とを目的として使用されています。
馴致用プール
栗東
美浦

延長
幅員
水深

Ａ12.0ｍ
Ｂ15.0ｍ

1.0ｍ
1.0ｍ

直線プール
栗東
美浦

10.2ｍ 32.5ｍ 39.3ｍ
1.0ｍ
0.5ｍ

2.0ｍ
3.0ｍ

2.0ｍ
3.0ｍ

円形プール
栗東
美浦
１周50.0ｍ

50.0ｍ

3.0ｍ
3.0ｍ

3.0ｍ
2.8ｍ

栗東プール22日２周は、10月22日に円形プ
ールを２周泳がせたことを示します。

追い切りタイムの目安
ダートコースの場合６Ｆなら80秒と考えるといいでしょう。
下図のように最初の１Ｆ
（200メートル）を15秒、ゴールまで
の５Ｆ
（1000メートル）を13秒平均というわけです。
馬の状態がいい時は強目でこれくらいのタイムをマークし、
仕上がり途上の時は一杯に追っても、これより遅くなるのが
一般的な傾向です。
また、栗東Ｅで１を追った場合は110秒が目安となります。

トレーニングセンター馬場概要距離 中央を回 大外を回
蹄跡距離 った距離 った距離
コース名
幅員
の表示 の表示 の表示
（単位はすべてメートルです）
栗
東
Ａコース
（障・芝） 20
1, 450 1, 507 1, 563
Ｂコース
（ダート） 20
1, 600 1, 657 1, 713
Ｃ・Ｗコース
（ウッド） 20
1, 800 1, 857 1, 913
Ｄコース
（芝） 14
1, 950 ※1, 994 ※2, 037
Ｄ・Ｐコース（ニューポリトラック） 14 ※2, 038 ※2, 060 2, 113
Ｅコース
（ダート） 30
2, 200 2, 288 2, 376

美 浦 南

Ａコース
（ダート） 25
1, 369 1, 441 1, 513
Ｂコース
（ウッド） 20
1, 600 1, 657 1, 713
Ｃコース
（芝）8～10 1, 800 ※1, 823 ※1, 845
Ｃ・Ｐコース（ニューポリトラック） 15 ※1, 858 ※1, 899 1, 939
Ｄコース
（ダート） 30
2, 000 2, 088 2, 176

美 浦 北
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

（障芝・ダ） 25
（ダート） 20
（ダート） 20

1, 369
1, 600
1, 800

1, 441
1, 657
1, 857

1, 513
1, 713
1, 913

※栗東Ｄ・ＤＰコースと美浦南Ｃ・ＣＰコースの通過位置表示
それぞれのコースが、芝とニューポリトラックに分割されているこ
とからコース全体を９分割して表示しています。
★栗東Ｄ（芝）コースの最内を回った場合は、大外を回った場合
はとし、栗東ＤＰコースでは最内を回った場合を、大外を回っ
た場合はとしています。
★美浦南Ｃ（芝）コースも、同様に内から外をからとし、南Ｃ
Ｐコースは内から外をからとしています。
坂路調教の目安は、800㍍で53秒、600㍍で39秒、400㍍で26秒、
＊蹄跡距離のは内ラチから１㍍を回った距離。
200㍍で13秒と考えていいでしょう。

