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＜序文＞ 

この計画書には、勝ち馬の定義から購入のポイント、そして、計画的に勝ちを積み上げて

収支を安定・上昇させるための資金計画が収められています。 

まず、第一になぜ、単勝馬券なのかですよね？ 

競馬の大原則に則っている馬券だからです。 

大原則？ 

競馬は、「勝ち馬」を中心に回っています。 

これに逆らって馬券を購入しても苦労するだけです。 

ごく自然に当たり前のように購入して的中する。 

「単勝」とは、そのような馬券です。 

ほかの式別も存在していますが、慣れていくと「単勝」で的中させることが最もカンタン

になります。 

読みに妥協が入った時点で「不的中」になるという最も分かりやすい式別の馬券だからで

す。 

そして、的中率がそのまま自分の実力になります。 

この「単勝」馬券を主体におくことにより、勝つことは何かということを徐々に知ってい

ただきたいのです。 

「単勝」馬券は的中しないものと思われがちですよね？ 

実際に私もそう思っていました。 

狙って的中させるまで、多少の時間・期間を要しました。 

どこをどう狙っていいのかまったく分からないのです。 

そこで、その「どこをどう狙えばいいのか？」を詳しく解説し、できるだけ分かりやすい

文章に仕上げたのがこの計画書です。 

難しいことは書いていません。 

オカルト・出目等の根拠の薄いものではないです。 

多点購入というリスクの高いものでもありません。 

単勝馬券は１点購入するものという固定観念を利用しています。 

読み切れないときは購入しないという選択の仕方を身に付けるための方法を書いています。 

小手先のテクニックではなく、しっかりこの計画書の中に書いてあることを身に付けると

勝ち続けることができるようになります。 

 

勝つことができなくて、手持ちの資金がいつも消えてなくなってしまう。 

たまに勝つことがあっても、安定性がなく結果的に収支がマイナスになってしまっている。 

プラスマイナスゼロあたりの収支で、馬券で遊ぶことはできてもいま一つお金が増えてい

ない。 

 



そんな方々のために、勝つためのスタイルを身に付けていただいて、少しでもお役に立て

ればという想いで書き上げています。 

単勝馬券的中という答えは、購入前にすべて出ています。 

前日までにすべての作業が終わります。 

すべての作業は、出馬表さえあればしっかり確認できます。 

第二に勝ち続けるためには、視点をずらすことが必要です。 

ずれた視点を矯正すると述べたほうが正しいのかもしれません。 

 

「負け組」の視点 

・的中しない、回収できない 

・的中しないために購入点数を増やす 

・２頭以上選択や連での購入 

・資金計画を持っていない 

・自分の的中率を把握できない（把握していない） 

・レースを読んでいない 

・オッズ（お金）を中心に予想をしていて、馬を中心に考えていない 

・購入するすべての馬券が的中すると考えている 

 

「勝ち組」の視点 

・勝負馬券は的中させる 

・購入点数は常に一定（一点購入） 

・１頭選択（単勝・複勝） 

・しっかりとした資金計画・購入計画を持っている 

・自分の的中率を知っての上で算段して回収の計画を立てている 

・馬をきっちり診て、レースを読み切ってから金額設定・式別選択をする 

・外れたときのことを事前に頭に入れておいて、その後のことまで考えている 

 

どこが違いましたか？ 

そして、どこの部分が欠落していましたか？ 

 

普通に勝ちたい方は、サラッと読んで実践するだけで大丈夫です。 

今までの「負け組」からは脱出できます。 

チョイ勝ちのところにいる人もこの１冊を読み込んでいただくだけで十分です。 

「ここまで書いて大丈夫なの？」と思われました？ 

大丈夫です。 

 



実際、ある程度の技術が身に付けば、馬券を的中させることなんてカンタンなことです。 

そうですよね？ 

的中させることと資金を殖やすことは、まったくの別物だからです。 

第三に資金を殖やすためにどうすればいいのかですよね？ 

購入前に事前に計画を立てればいいのです。 

それだけ？ 

それだけです。 

それだけでいいのですが、どのレベルで計画を立てればいいのかにかかってきます。 

ここがしっかりしていないと、勝ち続けて利益を積み上げることができないからです。 

カンタンなことですが、なかなか実践できません。ホントにカンタンです。 

このカンタンなことに気付いて、それを実行するだけでいいのです。 

コマの上げ下げという言葉のカラクリを使うのですが・・・ 

このコマの上げ下げという言葉をご存じの方も多いと思いますが、意識してできないです

よね？ 

この概念をひっくり返せばいいのです。 

どうひっくり返せばいいのかですよね？ 

受け取る額を一定にすればいいのです。 

こうすると、自動的に賭ける額が変動します。 

これがコマの上げ下げという作業の一例です。 

このことに気付くか気付かないかです。 

詳しくは資金管理のところで後述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基礎知識編 

この章では、勝ち馬の定義づけ・勝ち馬の考察・出馬表の検討法をできるだけ簡潔に分か

りやすく説明していきます。 

出馬表の検討に関わる重要な外部要素も含まれますので、その点も出馬表の検討法の後に

収めました。 

 

 

勝ち馬とは？ 

 

０１．勝ち馬の定義付け 

単勝馬券を購入するのですから、勝ち馬の定義づけが必要です。 

どのような馬が勝つのか？ 

一言で定義付けしてしまいます。 

もっとも強い馬が勝ちます。 

これだけでは分からないですよね？ 

この最も強い馬は、レースを観て復習していないと分かりません。 

競馬場・ウインズにてゴール前で番号だけ叫んで、「何番来い！」「２着は？」と言ってい

ると一生「負け組」から抜け出すことはできません。 

レースを観ていないですから。 

馬を観てください。そして、よく観察してください。 

では、どのように観察すればいいのかですよね？ 

レースの復習をするときに観察します。 

ビデオでテレビ中継を収録して観察するか、ＪＲＡの提供している公開映像を観るのもい

いですね。 

どのように観ればいいのかですが、勝ち馬を眼で追います。 

自分の購入した馬ではないです。 

勝ち馬の位置取り、馬群の抜け出し方、内外どこから伸びてきたのか、どれほどの脚力だ

ったのか。 

そして、もう一度観察します。今度は自分が馬券購入した馬です。 

位置取り、馬群の抜け出し方、内外どこを走っていたのか、脚は残っていたのか。 

複数頭で馬券購入していたなら、１頭ずつ観察してくださいね。 

自分が馬券購入した馬が何頭もいると復習する時間もありません。 

本当に大事なことは、レースが終わったあとの復習です。 

もう一度いいます。「復習」です。それほど大事なことです。 

復習できるだけの数しか馬券を購入してはいけません。 

そうしないと、毎週、券売機にお金を流し込むだけになってしまいます。 



では、どうすればその問題が解決するのかですが・・・ 

買い目を絞ります。そして、購入レース数を減らします。 

買い目の絞り方・購入レースの減らし方は、後述します。 

その２つができるようになれば、自然に賭ける金額も減ります。 

これができれば、負け組から遠ざかることはできます。 

でも、これだけでは勝ち組にはなれないです。 

 

０２．勝ち馬の考察 

レースに勝った馬を観察すると、いろいろなことが見えてきます。 

・上がり３Ｆが最速である 

・芝のいいところを走っている 

・ストレスのない位置で馬が走っている 

・相性のいい開催場である 

・この距離でしか走っていない 

・坂があるもしくは坂がなく平坦である 

・休み明けではない 

・じっくり乗り込んでいる 

・調教状態がいい、体調も優れている 

・馬の能力を殺がない騎手が乗っている 

・斤量が軽い 

・馬場状態が良である。やや重である。重である。不良である 

・前走に不利があって、今回はスムーズにレースを進めることができた 

・能力が抜けていた 

 

このくらいでしょうか？ 

もっとたくさんありそうですが、復習でこれだけ見えても仕方がないです。 

これを予想に生かすようにすればいいですね。 

これらの条件をすべて揃えた馬だけ購入します。 

そうするだけでも購入する馬券の数も減ります。 

極論的ですがそれだけでいいわけです。 

じっくり構えて当てに行く姿勢を持ちます。 

そして、的中するのを待ちます。 

そのくらいの余裕が必要です。 

では、ポイントを整理してまとめて説明することにします。 

内容が重なるところもありますが、必ず役に立ちますのでもう一度読み返してください。 

 



０３．ポイント整理 

 

一頭の馬が勝ち切るまでのポイント総整理 

一文で書きますね。 

 

① 最も強い馬が 

② 自分の適したクラスで 

③ 得意な開催場 

④ 得意な距離 

⑤ 馬に合った馬場状態 

⑥ 馬に合った展開 

のときに勝つのであり 

 

⑦ 休み明けでなく、乗り込み十分で 

⑧ 調教状態、体調も優れている 

ことが望ましい。 

 

加えて、厩舎が自信を持って馬をレースに送り出し、その馬の持つ能力をそがない乗り方

のできる騎手が、馬の機嫌を損なうことのないよう無事にゴールまでたどり着くことがで

きれば、そこでようやく１頭の馬が勝ち切れるのである。 

 

たった一つのレースですが、これだけのことが必要です。 

これらの条件をすべてそろえた馬を購入すると、偶然当たるのではなく、浮き上がった一

頭の馬を狙って当てに行くというように、馬券購入の姿勢も変わってきます。 

では、ポイント整理した項目を一つずつ説明していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０４．出馬表の検討法 

 

４－１．最も強い馬の定義 

出馬表の最大１８頭の中で、最も強い馬を定義します。 

 

1. 現級勝ちがあること 

 

 現にそのクラスで１度勝っているということは、そのクラスの中では上位のレベルであ

るということであり、条件次第ではいつでもそのクラスから抜け出せる力を持っている証

拠となります。 

 

2. 上がり３Ｆが最上位であること（馬場差・良～重・不良を加味すること） 

 

 ありえない例えをしますが、全レース同じ位置からスタートしてあらゆる条件を同じく

してレースをすると、馬の能力だけが浮き上がるはずです。 

上がり３Ｆが最速ということは、その馬の持っている脚力が出馬表の最大１８頭の中で、

最も優れているということになります。 

芝の質・荒れ具合に左右されないダート戦では最も有効な要素となります。 

 

3.強い馬との着差が少ないこと 

 

 これについては、よく出馬表を見て、レースを観察している人向きかもしれません。 

出馬表内の勝ち馬欄を参考にします。 

 馬柱にある過去の成績欄の勝ち馬がのちの重賞勝ち馬や実力馬などで、その馬と接戦を

演じている馬である場合は、近走だけ見て成績が良くないとしても後々勝ち抜くだけの実

力を備えている場合があります。 

 接戦を演じるということは、その馬と実力が切迫している（近い）ということです。 

（下級戦→未勝利戦・５００万下条件で有効な要素です） 

注：クラスが上がるにつれ、有効度合いが薄れてきますのでご注意ください。 

これら３つの条件を揃えた馬だけ購入していても的中率は格段に上がります。 

 

 

 

 

 

 



４－２．自分に適したクラス 

 

クラスについてですが、条件戦・ＯＰ・重賞の３つに大きく分けられます。 

そのうちの条件戦も、新馬戦・未勝利戦・５００万下・１０００万下・１６００万下に分

けられます。 

この条件戦の言葉を次のように置き換えると、少し分かりやすくなります。 

 

・未勝利戦 － 幼稚園クラス 

・新馬戦  － 小学生クラス 

・５００下 － 中学生クラス 

・１０００下 － 高校生クラス 

・１６００下 － 大学生クラス 

 

何それ？と思わないでくださいね。きちんと説明します。 

まず、デビュー戦は、普通新馬戦ですね？ 

その新馬戦で２着だったとします。 

勝てなかったので、次走は未勝利戦に回されます。 

未勝利戦で２着の馬がいるとします。 

一概には言えないのですが、未勝利戦で２着を続けている馬と、新馬戦で２着だった馬を

比較してどちらが強いと思われます？ 

この言葉を置き換えます。 

小学生クラスで走って２着だった馬と幼稚園クラスで走って２着だった馬 

どちらが強いですか？こんな感じです。 

ではもう一つ。新馬戦を印象ある勝ち方で、華々しくデビューを飾った馬がいるとします。 

この馬は小学生クラスを勝った馬です。 

この馬は、次走５００万下の中学生クラスを走ることになります。 

未勝利戦をちぎって勝った馬でも、次走は５００万下の中学生クラスを走ることになりま

す。 

この場合、幼稚園クラスから中学生クラスに移籍することになります。 

どちらの場合も記憶には残っていても、数字上の記録に残ってないことがあります。 

上がり３Ｆがそんなに速くないであるとか、走破タイムが遅かったりします。 

そのような馬は、次走でクラスの壁というものに引っ掛かってしまいます。 

そのような馬を購入対象にする際は、走破タイム・上がり３Ｆだけでも最低限確認してか

ら購入してください。 

 

 



４－３．得意な開催場 

開催場ごとに形態が異なります。坂の有無、右回り・左回りがあります。 

そして、芝の質も異なり、ダートの砂の深さも違いますね。 

この要素、忘れがちです。 

レースが終わって、「あ～、やっぱり左回りはダメか・・・」「坂で止まっちゃった」と思

ったりしていませんか？ 

スポーツ新聞の出馬表の中にも開催場別で成績を掲載していると思います。 

しっかりご覧になっています？ 

『 場適性 』 

買う際の決め手となる要素なのですが、掲載されている欄が小さいことがよくあります。 

それでも絶対に見てください。 

出馬表の近走の成績がよろしくなくても、ためらわないでください。 

出走させる側もローテーションを組んで馬を常に走らせていないと、馬が走る気を失くし

たり、太ったりするので仕方がないと思います。 

その開催場でしか走らない馬は、結構います。 

はじめは勇気が必要ですが、思い切って場適性だけで購入してください。 

 

４－４．得意な距離 

どの距離でも同じだろう、１００ｍぐらい伸びても大して変わらない、２００ｍ短縮でも

大丈夫と思っていませんか？ 

４００ｍ以上距離が異なるときは、購入前に考慮に入れることもあるかと思いますが、多

少の距離は何とでもなると考えがちです。 

実際は、１００ｍも異なると流れが全く変わってきます。 

いつでもハナに立てそうな馬が追走に苦労していたり、後ろから行きたい馬なのに抑えが

利かなかったりします。 

ダート戦の場合、開催場によって最初の１Ｆ（２００ｍ）・１００ｍに芝があることもあり

ます。 

すべて同じと考え、馬券を購入してレースを観戦していると、前にいるはずの自分の選択

した馬が最後方にいて、砂をかぶって走る気を失くしているのを見かけたことはありませ

んか？ 

レースをよく観察していると分かると思いますが、芝とダートの継ぎ目の部分で戸惑って

いたり、跳んだりする馬がいます。 

この動作は明らかにロスになります。 

０・１～０・３秒差で決まるレースがほとんどです。 

購入対象馬がいるときは、少しぐらいは大丈夫と思わず、同じ開催場の同じ距離で良い成

績を残している馬がいたら、そうした馬だけを選択するようにしましょう。 



４－５．馬に向いた馬場状態 

 

良・やや重・重・不良 

馬によっては、特定の馬場状態でないと走らない馬がいます。 

良でしか走らない。不良（道悪）でしか走らない。 

良以外の馬場状態では競馬に参加しないのも一つの手です。 

芝の場合、雨が降って馬場状態が悪くなったとしてもあまり影響はありません。 

大体のところで強い馬が勝っています。 

何が影響するかというと道悪が得意な馬がいるときに影響します。 

（断定的に強くいえないのが実際のところですが・・・） 

ダートの場合、ある馬場状態のときにだけ展開が変わります。 

『やや重』です。 

前が止まります。脚抜きがいいのか直線で追い込んでくる馬のほうがよく伸びます。 

ただし、追い込み馬だけ選択して購入しても意味がないです。 

この場合、もう一つの要素が必要になります。騎手の追い込みの腕です。 

この２つの要素が揃ったときにはじめて購入の対象となります。 

特殊な例ですが、狙ってみる価値はありますので、記憶の片隅に残しておいてください。 

『 やや重 』本来は、購入を避けるための要素であることをお忘れなく。 

 

 

４－６．馬に合った展開 

 

１番のポイントは『逃げ馬』です。 

逃げ馬がいるかいないか？そして、何頭逃げ馬がいて、ペースが速いのか遅いのかを判断

します。 

購入する馬が『逃げ馬』の場合、単騎かハナ争いに巻き込まれるかを判断すればいいだけ

ですよね？ 

購入する馬が逃げ馬でない場合、そして逃げ馬がいないときは、後ろの馬の出番がないと

きがあります。 

この場合を見逃しているときが多々あると思います。 

これさえ見逃さなければ、そのレースを購入の対象にするのかそれとも購入の対象になら

ないのかがはっきりします。 

これを判断できるようになると、購入ロスが間違いなく減少します。 

 

 

 



４－７．休み明け馬の扱い購入するタイミングについて 

 

休み明け後に属するクラスに関係するので、部類分けしていきます。 

休養明け何戦目に購入するのが最適かを考察します。 

 

・未勝利戦 

新馬戦明けで掲示板クラスなら即購入可です。 

未勝利戦明けの場合、１戦様子を見ます。 

前述したクラス編成による基準のままです。 

新馬戦から未勝利戦の場合、ある意味で降級戦になっています。 

そのかわり、半クラス程度の降級であるととらえてください。 

未勝利戦から未勝利戦の場合、現級での休養明けとなります。 

１走だけ様子を見て、レース勘が次走で戻るかどうかを確認してください。 

 

・３－５００下 

新馬勝ち馬の場合、即購入可です。 

現級での休み明けの場合、１戦だけ様子を見ます。 

未勝利戦勝ち馬の場合、２戦様子を見ます。 

新馬戦だけ勝っておいて、馬を休ませて成長を待つ厩舎もあります。 

馬の能力だけで新馬戦を勝ってしまい、成長が追いついていない馬などです。 

そのような馬は、休養明けに全く関係なく購入できます。 

既に一発勝負の新馬戦を勝っている実績があるからです。 

 

３－５００下が組まれている初期（１～３月）のころは、選り抜き集団（エリート）が集

まりますが、皐月賞を過ぎてしまうと３－５００下のレベルは下がっていきます。 

５・６月と時期が遅くなるほど新馬勝ち馬には有利になります。 

現級の休養明け馬の場合、着順・着差について若干注意しないといけません。 

前走での３－５００下レースの勝ち馬欄の馬名と着差を確認してください。 

前走の勝ち馬のレベルと、その勝ち馬との着差が判断材料になります。 

未勝利戦の勝ち馬でさらに休養明けとなると相当割引が必要です。 

自分でレースを作って勝った馬（逃げ馬など）だったとしても、２段階レベルが上がりま

すので注意が必要です。 

休養明けの影響で出遅れることまで加味してください。 

前述の新馬勝ち馬、現級休養明けの馬なら３－５００下レースに対応できるだけの経験を

一度しているので（新馬・３－５００下戦）、多少の出遅れはカバーできます。 

（あくまで多少の次元です） 



未勝利戦明けでの３－５００下の場合、新馬戦と未勝利戦と比較してもレースレベルが格

段に異なります。 

レースの流れ、周囲の競合馬のレベルも格段に違います。 

 使い続けている未勝利戦勝ちの馬と新馬戦勝ち馬では、３－５００下に至るまでの道の

りが既に異なっています。 

 未勝利戦明けの馬でその後の久々の出走では、１戦目は出遅れる可能性があり、とても

買えません。 

２戦目でペース・クラス慣れをしているかどうかを確認しますので、実際の購入対象とな

るのはその次になります。 

 

・５００下 

 新馬戦勝ち馬の場合、即買いが可能です。 

時期にもよるのですが、降級馬の多い夏を避けると即購入の対象になります。 

 上がり３Ｆの数値・走破タイムを参考にＧＯサインを出して構いません。 

 未勝利戦勝ち馬の場合、２戦様子を見ます。 

１段階１クラス分の慣れと見てください。 

 未勝利戦レベル、馬齢限定３－５００下戦、５００下戦と２段階クラスが上がるので、

１走ごとにレースに慣れているかをチェックします。 

 ラップタイム、上がり、着順に進歩が見られるなら購入対象として狙います。 

 

 現級勝ち馬の場合、１戦様子を見ます。 

５００下クラスとはいえ、購入対象馬も現級を走っていて結果を出していないままなので、

勘が鈍っている１走は見送ったほうが賢明です。 

 

 １０００下からの降級馬の場合、１戦様子を見たほうが無難ですが、１０００下で掲示

板クラスの馬なら１戦見送ることなく、即購入対象になります。 

 降級馬の休養明けの場合、高校生が中学生クラスを走るようなものなので、多少体力的

に衰えていたとしても、休み明けを加味せず購入の対象とすることができます。 

 ただ、高配当を狙う方向きです。 

確実に利益を積み重ねていきたい方は、念のため１戦見送ったほうがいいでしょう。 

 

 

 

 

 

 



・１０００下 

 

１６００下からの降級馬の場合、２戦様子を見ます。 

この場合の休養明けは、５００下のように上手くはいかないです。 

大学生が高校生の選抜と走ることになるからです。 

多少衰えていても大丈夫と思っても、現級クラス馬たちもそれなりの結果を残しています。 

１戦目・２戦目でクラス慣れしているかどうかチェックしてください。 

ただ、中には着順を落として、３走目にきっちり結果を出すつもりで不得意条件のレース

に１・２戦目に出走させていることもあります。 

 この場合は、１０００下勝ちがどのような距離条件でのものかをしっかりと記憶してお

いてください。３走目以降にその条件にぶつけて来たら要チェックです。 

 

 

現級馬の休養明けの場合も、２戦様子を見ます。 

上記の理由とほぼ同じなのですが、降級馬ほど勝ち切れる要素を備えていません。 

勝ち切る馬ではないと一度判断したら、もう購入対象から外してください。 

もし、その対象馬がレースの勝ち負けに絡むと判断した場合、そのレースごと斬ってしま

って下さい。 

 不確定要素のある馬にお金を投じても、失敗したときに残るものは後悔だけです。 

 

 

 

５００下からの勝ち上がり馬の場合、１戦だけ様子を見ましょう。 

クラスが１つ上がるだけでも全く流れが異なるので、追走難になる馬が結構います。 

特に注意しないといけないのは、降級から勝ち上がっての再昇級の馬です。 

再昇級の初戦は、買ってはいけません。 

下のクラスで楽に勝ったとしても、１戦だけは必ず見送ってください。 

ペースの違いに戸惑い、リズムを崩します。結果を残せる馬は稀です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



・１６００下 

 

 降級馬の場合、３戦様子を見ます。 

実力的にオープンクラスと遜色ないので（多少は違いますが）、レース勘が戻ったとしても

ペースに慣れるかどうか分かりません。 

 レースを組んでいる数自体が少ないので、降級馬（元オープン馬）ばかりでレースをし

ていることもあります。 

 この状態（元オープン馬でのレース）が結構長く続きます。 

 

 

・降級馬が１６００下クラスにたくさん 

・レースが少ない 

・勝ち上がりは１頭のみ 

・レースレベルが下がらない 

 

ですので、休み明けの馬には３戦以上は勝ち上がるためには必要です。 

 

 現級馬の場合も、３戦様子を見ます。理由は上記と同じです。 

３戦消化後、勝ち上がるチャンスが残っているかどうかをきっちり見極めてください。 

 

 １０００下クラスからの勝ち上がり馬の場合、２戦様子を見ます。 

勝ち上がり馬の場合は、現級馬にずっと在籍している馬よりも勝ち上がるチャンスはあり

ます。 

 ただ、１０００下から１６００下でのクラスの壁は、５００下から１０００下のクラス

の壁よりはるかに厚いのでじっくり観察してください。 

 ２戦のうちに勝ち切れる能力のある馬かどうかを見抜くようにしてください。 

 

 

長くなりましたので、まとめておきます。 

 

 

 

 

 

 

 



＜まとめ＞ 

・未勝利戦 

新馬戦掲示板クラス・・・即購入可 

未勝利戦明け・・・・・・１戦見送り 

・３－５００下 

新馬戦勝ち馬・・・・・・即購入可 

現級明け・・・・・・・・１戦見送り 

未勝利勝ち明け・・・・・２戦見送り 

・５００下 

新馬戦（勝ち）明け・・・即購入可 

未勝利戦勝ち明け・・・・２戦見送り 

現級勝ち馬休み明け・・・１戦見送り 

１０００下降級馬・・・・条件付で即購入可 

・１０００下 

１６００下降級馬・・・・２戦見送り 

現級馬・・・・・・・・・２戦見送り 

５００下からの昇級馬・・１戦見送り 

・１６００下 

降級馬・・・・・・・・・３戦見送り 

現級馬・・・・・・・・・３戦見送り 

昇級馬・・・・・・・・・２戦見送り 

 

「クラス慣れ」という言葉があるように、各クラスによってスタート後のペース、道中の

ペース、ゴール前のペースが異なります。 

 降級馬の場合でも、休み明けにいきなり勝ち負けできる馬はそうはいないです。 

よほどの強い馬か、使い減りするため休み明けで勝負するしかない馬も中にはいます。 

 勝ち上がり馬の場合、特に降級からの再度の勝ち上がり馬なら、即購入可能とも思われ

る方もいらっしゃると思いますが、馬が下のクラスで勝っていても、楽なレースを経験し

ていますので、昇級初戦はペースについていけないことがあります。 

 その点は、見極めが必要です。この休養明けの購入タイミングは、あくまで目安です。 

高配当を期待して購入する場合の最短のタイミングとして記載しました。 

このことが頭に入っていると、自分が本命馬の単勝を購入する際の危険予知ができるよう

になります。 

損失機会の減少にも役立てるようにしてください。 

本来なら十分上積みを得た馬で勝負するのが得策です。 

 



４－８．調教状態・体調も優れていること 

 

 調教状態については、最後の１ハロンだけ見ます。 

１１秒台なら優秀、１０秒台なら秀逸です。 

 全体の時計も関係するのですが、脚力を見る観点で捉える目安として、最後の１ハロン

だけ目を通せばいいと思います。 

 体調面は、パドックで体の張りだけを見ます。 

筋肉の張りがなかったり、おなか周りの肉が少し出ていたりすると、締まっていない馬体

といえます。 

 おなかがせり上がり過ぎている馬は、走るにしては細過ぎです。 

 まだ、太っている馬は太いなりにどうにか走れますが、細すぎる馬はまず連に絡まない

です。 

 脚力ではなく、体力がないので直線でバテテしまい止まってしまいます。 

太ってきてのレース参加の場合、まだ勝つ機会はありますが、細くなってのレース参加の

場合ほとんど勝つ機会はその時点で残っていません。 

 そして、たまたま、その細くなった馬体で結果を出してしまった場合、そのときの馬体

重、その前（細くなる前）の馬体重を記録・記憶しておいてください。 

 回復するまで、単勝どころか複勝の圏内に入ることもままならない状態になります。 

馬がかなり細くなっていると感じた場合特にご注意ください。 

 

 

０５．厩舎 

 

 厩舎については、チェックする必要がないと思われがちですが、これについては意識し

ておいてください。 

 条件としては、厩舎がいつも使っている主戦の騎手であるかどうかをチェックします。 

 これは、乗り慣れた騎手でないと、馬の脚の使いどころが分からないからです。 

 乗り替わって初騎乗の騎手が、仕掛けのタイミングを変えて馬の違った面を引き出した

りすることもありますが、馬と折り合わず引っ掛かったり、仕掛け遅れのため届かなかっ

たりすることがあります。 

 プラスの要素ばかりを取り上げられたりしますが、マイナスの要素もあることをしっか

り認識してくださいね。 

 

 

 

 



０６．騎手について 

 

 馬の能力を最大限に引き出すのは騎手であり、また、馬の能力を引き出すどころか能力

をそいでしまい走る気をなくさせてしまうのも実は騎手なのです。 

 騎手については、どちらの考えをお持ちでしょうか？ 

 

 

・馬の能力＋騎手＝総合能力 

・馬の能力－騎手＝総合能力 

 

どちらでしょう？ 

後者を選んでくださいね。 

 

勝ち鞍もたくさんあり、上位にランキングされる騎手は、総じて馬の扱いに長けています。 

馬とケンカして折り合わないといったことが少ないので、彼らの騎乗する馬を優先的に購

入するというもの一つの方法です。 

 

 

余談ですが、騎手によっては馬の能力をそいでしまうだけでなく、そのレースがきっかけ

で、馬がそれ以後全く走らなくなることがあります。 

 

騎手という要素は、足し算で考える方がたくさんいらっしゃると思いますが、それは騎手

によるマイナスの数値が、限りなくゼロに近かったという結果です。 

 

今までの騎乗していた騎手が、その馬の能力を騎手の固定観念で引き下げていたことを別

の騎手がそうではないと証明したようなものです。 

 

ランキング上位の騎手が上手いのではなく、下位の騎手が、あまり騎乗が上手くないだけ

です。 

そのようにして、視点をどんどん変えていくようにしてください。 

 

 

 

 

 

 



０７．位置取りについて 

 

展開とあまり変わらないのですが、騎手によって「逃げ・先行・差し・追込」型が異なり

ます。 

 

・得意な「型」を持っている騎手 

・自分の都合だけで乗っている騎手 

・勝つための位置取りを知らない騎手 

 

どういった騎手を選びますか？ 

 

開催場・開催日の芝の具合に合わせて位置取りを変えることができる騎手を優先的に選ぶ

ようにしましょう。 

得意な「型」を持っている騎手は、その乗り方に合った馬に騎乗すれば勝ち切るまでの仕

事をしてくれます。 

ただ、得意な「型」でしか結果を出すことができない騎手もいるので、その点を見極めて

資金を投資してください。 

 

勝つための位置取りを知らない騎手についてなのですが、そのような騎手が騎乗している

馬は、ローカル芝での荒れ馬場の場合でも内ラチ沿いに馬を走らせて、全く伸びないどこ

ろか前から下がってきた馬を避けることができず、一緒になって下がっていきます。 

そのような騎手を自分の馬券の選択肢に入れていませんよね？ 

 

 

自分の都合だけで乗っている騎手についてなのですが、どのような馬に乗っても「逃げ」

であったり、「追い込み」であったりといった具合に騎乗する騎手の記憶がどこかにござい

ませんか？ 

開催場・開催日によって、日々勝つための最適位置が異なります。 

これを知るためには、開催される全開催場の芝の荒れ具合、ダートの深さなどを把握して

いる必要があります。 

たとえ知らないまでも、狙いのレース発走前までに芝・ダートの具合だけでもしっかり確

認しておきましょう。 

 

 

 

 



０８．斤量について 

 

結論からいいますが、５７ｋｇを超える斤量を背負う馬は購入対象から外すようにしまし

ょう。 

たとえば、ハンデ戦の場合、ハンデキャッパーがレースを面白くするために、実績馬に斤

量を課して全馬のレベルを均等にしようと心がけています。 

わざわざ混戦へ導くようなレースに手を出すのもどうかと思います。 

余計な考察に手間取るのが嫌な方は、ハンデ戦は避けたほうがいいでしょう。 

 

軽ハンデ馬に期待して購入するのも一つの手ではありますが、主催者側が意図的に歪ませ

たレースであることに変わりはないので、もし購入するのでしたらよくよく考察・推理し

た上で購入してください。 

別定戦の場合、同じ斤量を課すと、もう一度カンタンに勝ってしまうこともあるので、１

ｋｇ斤量を増加させることがあります。 

この場合、対象となる馬の馬体重をチェックしてください。 

５８ｋｇを課しても全く大丈夫な馬体をしているのか、それとも斤量を課してしまうとそ

の課した斤量のために、ゴール前で止まりそうになってしまうのか確認してください。 

この場合も、そのレースを見送ることが賢明なのですが、買われる際は注意して購入して

ください。 

 

 

０９．オッズについて 

 

オッズについてですが、これは買う際の材料にするのではなく、レースを斬る際に利用す

るものと考えましょう。 

自分の購入する馬券が、きっちり採算を取れているのかどうかをもう一度確認するために

使います。 

そして、購入を決断したのなら、その資金が戻ってこないとしても後悔しない覚悟でレー

スに臨んでください。 

 

１番人気で単勝オッズ１・３倍～１・５倍だから大丈夫というわけではないです。 

１番人気で単勝オッズ３・０倍を超えたとしても、絶対に勝てないということもないです。 

オッズに見合った実力を備えた馬であるかどうかを、最終確認の基準にしてください。 

オッズが高い・低いだけの理由で購入しないでくださいね。 

 

 



１０．的中率 

 

的中率・的中についての考え方なのですが、「当てに行って当たるのを待つ」という姿勢で

購入してください。 

レースを完全に読み切って的中させると、清々しい気分になります。 

狙い澄まして積極的に的中させて、存分に爽快感を味わって欲しいものです。 

ただ、自分自身では１００％的中すると確信して購入したとしても、長期間収支記録をつ

けてみると、実際の的中率は３割程度だと思います。 

無駄な投資を減らすために、購入する馬券の予想は前日にすべて終わらせてしまい、購入

予定分のうちから、自分の本当に自信のあるものだけに絞って、残りのレースは見物する

ようにしてください。 

この余裕がポイントです。 

そして、現場のパドックのときや券売機に並んでいる最中でも、購入に際して少しでも不

安を感じたら、迷わず購入を中断しましょう。 

（この不安のほうがよく当たる方のほうが多いのではないでしょうか？） 

 

 

１１．精神面 

 

今更ながらですが・・・ 

負けると力みが生じますので、読みに狂いが生じたり、安全・安心を求めてオッズを頼っ

てしまったりします。 

そのような状態になってしまったかも・・・と感じたら、もったいないと思ったとしても

その日はそれ以上レースに参加しないでください。 

 

強い馬が勝つという大前提に反して、とんでもないところを狙ってお金を投じることにな

りかねないからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２．的中率ＵＰのための１６ポイント 

 

＜まとめ＞です。 

 

馬券を購入する際にチェックするポイントを列挙して、優先順位の高い順に並べました。 

 

①勝負がかり 

②騎手－厩舎リンク 

③位置取り 

④上がり３Ｆ 

⑤展開（逃げ馬の存在） 

⑥斤量 

⑦右回り・左回り 

⑧重・道悪（芝の荒れ具合） 

⑨クラス 

⑩格 

⑪得意開催 

⑫得意距離 

⑬休み明け 

⑭２走ボケ・反動・たたき２走目 

⑮たたき３走目の判断 

⑯オッズ 

 

サラッとでもいいので、購入直前に最終確認材料として使用してください。 

 

 

１３．購入レース数 

 

１日に自信のあるレースを選択するというよりも、今まで述べてきた条件すべてをクリア

する馬を選択すると、自然に購入レース数が少なくなると思います。 

きっちり冷静に分析して選ばれた馬ですから、たとえその選択した馬が的中しなかったと

しても敗因を冷静に分析できると思います。 

自然にレース数も少なくできるし、落ち着いてレースを観察できるので、レース後にしっ

かり復習と考察をできる余裕も生まれます。 

きっちり復習できる数だけレースに参加してくださいね。 

 



心理編・技術編 

 

１４．基本を大切に 

 

馬券の圏内に入る馬は何頭ですか？ 

３頭ですよね？まず、この３頭のうちの１頭を的中させてください。 

 

複勝を購入しましょう！ 

 

バカにしているわけではないです。まじめにそう思っています。 

複勝で購入して、自分の馬券の傾向が正しい方向にあるかどうかを１日でもいいので試し

てみてください。 

 

１日だけでいいです。 

１日１２レースの３開催（２開催）のすべてのレースでなくてもいいです。 

ホントに自信のあるレースだけで試してみてください。 

 

複勝１点勝負１万円で購入してください。 

１万円の一点勝負です。どう買います？ 

 

自分の意思で、たとえ外したとしても誰も恨まず、自分で選んで後悔しない馬券を購入し

てください。 

基本ができていないと、どう購入していいのか分からないので、自分を信じることができ

ず新聞の◎印を頼ってしまい、複勝１・０倍、１・１倍しか買うことができなくなります。 

なぜそうなってしまうのかですが・・・理由はカンタンです。 

 

基礎を積み上げていないからです。 

しっかりレースを観ていないからです。 

 

「 しっかりレースを観る 」 

 

これができて、初めて１頭の馬を診ることができたといえます。 

連での購入の場合、それから、さらに２頭目をさがすことになります。 

２頭目を調べる余裕が、まだ残っていますか？ 

余裕が残っていない方は単勝・複勝で勝負しましょう。 

 



１５．単複指南 

 

 なぜ単勝・複勝で勝負するのが勝ち続けることへの近道になるのか？ 

ということに対しての説明ですが、極論的には単なる確率論です。 

複雑な計算をしても、ただの数字遊びになってしまいますので、カンタンに説明します。 

 

１レース内の最小的中率 

単勝 １８分の１ 複勝 ６分の１ 枠連 ３６分の１ 

馬連・馬単・ワイド・３連複・３連単 たくさん 

 

確率的に最も高い式別は複勝ですが、的中率から比較するとオッズが低いですよね。 

外したときのリスクがかなり大きいです。 

複勝もおすすめしたいのですが、的中率を精一杯上げるための労力を考えると、おすすめ

したいものは単勝です。 

単勝は難しい・当たらない・どう買っていいか分からない、という意見が出てきそうです。 

では、こちらから反対に質問します。馬連・３連複は、的中します？ 

結論的には同じです 

単勝購入者の立場からすると、馬連・３連複はどう購入していいのか分からないのです。 

どこまでも絞り込みをするので、２頭目・３頭目が見えてきません。 

１頭での購入と２・３頭での購入では、的中させるための道のりが異なります。 

単勝購入者にとって連での購入は、単勝的中までの道のりよりもはるかに遠いです。 

そんなことないとおっしゃる方に質問です。何点購入しますか？ 

もう少し突っ込んだ質問をします。馬単という式別を購入したことはありますか？ 

配当妙味があるといわれているこの式別なのですが、裏表で購入する方もかなりいらっし

ゃると思います。 

馬単を的中させることの大前提として、何があります？ 

１着を的中させること、そして、２着を的中させることですね。 

きっちり１着を的中させていますか？単軸として狙って的中させていますか？ 

その上で、２着まで目が行き届いていますか？ 

 

思い返してみて、出来ていないなぁと思ってらっしゃる方は、一度、単勝への取り組みを

してみませんか？ 

 

馬単・連での購入は、それから後でも構わないと思います。 

単勝を試していくうちに、単勝の醍醐味を存分に味わえるかもしれません。 

単勝式、試してみませんか？ 



１６．単勝での年間勝ち鞍数 

 

年間の全レース数を計算したことあります？ 

１日１２（１１）レースだということはご存じだと思います。 

１日１２レースということは、１日１２個しか勝ち鞍がないのです。 

３開催場で競馬が行われるときは、１日３６個の勝ち鞍ですよね？ 

このうちの半数以上の勝ち鞍を、リーディングの上位１０位・２０位までの騎手が持って

いくことになります。 

勝てる騎手は勝ちます。勝てない騎手は勝てないですよね？ 

どういうことかというと単勝で購入するのなら、勝てる騎手を狙えばいいわけです。 

 

どうやって？ 

 

絞っていけばいいです。勝つための条件が揃ったときだけ購入すればいいですよね？ 

勝てない騎手は考慮しない。 

勝つ馬・勝つ騎手は、偶然だけでは決まりません。ほとんどの場合、必然です。 

マグレ・偶然という要素は、絡んできませんので必然の要素を探っていきましょう。 

じっくりレースを観察して探ってください。 

 

 

１７．複勝での年間勝ち鞍数 

 

同じ書き出しですが、１日１２レースということは、これの勝ち鞍は１２個、１～３着ま

での場合は３倍になります。 

複勝といっても基本的な考え方は単勝と同じですので、まずは勝つ馬を選択できるように

してください。 

ですが、単勝よりもっと楽な方法で複勝なら的中させることができます。 

少々ズルイ方法ですが、即席で複勝を的中させる方法です。 

レースダイジェスト等が放送・放映されていると思いますが、これを何気なくながめてみ

てください。 

画面の外から飛んでくるような馬がときどき居ると思います。 

この馬を次走のときに購入します。 

馬群を割って強引に最後方から伸びてきた馬なんて購入対象に最適です。 

脚があるということが証明されているようなものですので、多少着順が低かったとしても

購入の対象にすることができます。 

ホントかどうかはレースチェックをして実際に購入して確認してみてください。 



１８．敗北するとき 

 

単勝・複勝で購入することを前提で書いていますが、連で購入している方にも役に立つの

ではないかと思いましたので書き記します。 

敗北するときは、単勝・複勝・連での購入すべてが負けます。 

単勝・複勝で普段購入している人が、ついでに連も計画的ではなく衝動的に購入するとい

うことは購入の対象となる馬を絞り切れていない証拠です。 

このような場合、すべての式別で敗北してしまうことを覚悟して購入しておいてください。 

おそらくレースの投入資金をすべて持っていかれてしまいます。 

単勝・複勝で購入する方は、被害を最小限にするために「単勝」「複勝」で勝負しているこ

とを肝に銘じるようにしてください。 

 

 

１９．目で見た情報と本・新聞で拾った情報 

 

目で見た情報というのは、自分で獲得した情報です。 

本・新聞で拾った情報は、他人の主観の混じったものです。 

目で見た情報は自分自身でしっかりと確認したものです。 

勘違いでない限り自分の眼が正しいことを信じてください。 

本・新聞でたまたま見つけた一見よさそうにみえるものでも、それをそのまま鵜呑みにせ

ず、しばらくはその視点が本当に正しいのかどうかを確認してから自分のものとして取り

込んでください。 

なぜこのようなことを説明したかというと、新聞その他での予想の際に自分がどのような

視点で予想をしているのかを確認して欲しいからです。 

機械で割り出したデータ（馬柱）は一部を除いて正確なものです。 

そのデータを判断する人間のほうは遥かに曖昧なものです。 

 

どちらに重点を置きますか？ 

 

予想の際に使用するものは馬柱・調教タイムなどのデータです。 

その周囲にあるコメント欄はなるべく頭の中から排除するようにしてください。 

本当は初めからそういった類のものは一切目に入れないほうがいいのですが、もし読む場

合は馬にまつわる個人の意見ではなく、データ的なものだけ（前走に落鉄・不利など）を

拾ってください。 

 

 



２０．レース観戦 

 

レース観戦についてのことですが、どこからどこまで観戦していますか？ 

レースダイジェスト等で、レース途中からゴール前までの映像が流れています。 

それだけしか映像情報を入手できない場合は仕方がないのですが、レースを全部観戦でき

る場合どれだけ観戦します？ 

ゴール前だけでは出遅れ等の状況が分かりません。 

スタート直後を観て、ゴール前まで休憩したりもしていませんよね？ 

特に長距離戦等は面倒ですが、休憩していたりすると道中の位置取り等の細かいところに

目が届かなくなります。 

新聞などにも掲載されないような小さな不利などを見逃してしまいます。 

騎手が少し窮屈になって馬の手綱を引いたり、直線で芝の荒れた内側に押し込められたり

していることが実際には起こっているのですが、このようなことは記事としては掲載され

ることはありません。 

結局、レースをすべて観戦できる場合は、レースをまるごと観ないといけないわけです。 

かなり面倒ですが、観戦する場合はレースをスタートからゴールまですべて観て下さい。 

 

２１．思考回路 

 

レースを予想して、馬券を購入する際どのような心理で購入します？ 

勝ちたいと思って購入します？ 

馬券を購入する人はほとんどがそうだと思いますが、勝ちたいと思って購入しますよね？ 

これでは勝てません。言い切ります。勝てないです。 

勝つことはあります。ただ、続きません。 

勝ちたいという、「思い」「想い」「願い」だけで購入することもありますから。 

負けたくないと思って購入します？ 

これも多分よくある意見だと思います。 

負けたくないという「思い」「想い」「願い」そして、「力み」が入っていませんか？ 

まだ、勝ち続けるには足りないです。 

毎回、負けられない、そして、勝ち続けなければならないという心理で購入してください。 

負けられない心理から選び出された馬券のみで購入してください。 

毎回です。必ず的中率が上がります。回収率も上昇します。 

そんな重たい馬券で勝負し続けることなんてできないですよね？ 

それでも一度は試してください。 

競馬に対しての意識が変わると思います。 

そこまで真剣に馬券と向き合ってみませんか？ 



２２．守り 

 

この項目は、単勝・複勝を両買いしている方と、連で購入している方に読んでいただけれ

ばと思います。そうでない方も参考程度に読んでいただければと思います。 

連で購入している方は、損失覚悟で購入しています？ 

それともほんの少しでも「欲」が入っています？ 

負けたくない・外したくないという心理で点数を増やしています？ 

本当に負けたくないのなら複勝で勝負してください。 

集計を取ると連での購入と複勝での購入で同じような回収率になると思います。 

それどころか複勝での回収率のほうが高いかもしれません。 

本当に負けたくないのなら、複勝で徹底的に「守り」に入ってください。 

そして、その姿勢を貫いてください。何かが変わります。何かって？ 

的中率と回収率です。ぜひ試してください。 

 

 

２３．守りから攻めへ 

 

前項の複勝での「守り」試してみようと思われましたか？ 

充分に「守り」の姿勢で購入できることが身に付いたら次の段階として試していただきた

いものがあります。守りがあるということは、攻めもあるということです。 

複勝を敢えて「守り」としたのは、単勝を「攻め」と置き換えたかったからです。 

なぜ、攻めなのかといいますと、単勝には読みが必要になるからです。 

１着馬を正確に的中させるためには読みが必要なのですが、読みという言葉では意味合い

としては足りません。 

読み切りが必要です。 

守りの姿勢では、見えない域です。積極的に当てにいく姿勢が必要になります。 

ただ闇雲に投げるだけでは的中できません。多少は考えてから購入する必要があります。 

連での購入ですと１着・２着のどちらでもいいから、ワイドだと３着までに２頭が入れば、

複勝ならワイド同様、しかも１頭だけの３着圏内で構わないわけです。 

無意識のうちに緩みます。このヘンでいいか、という妥協が入ります。 

妥協が入ると３着まででいいものが、４着になったりしませんか？ 

きっちりレースを読み切っていないとこういったことが起きてしまいます。 

まずはきっちり読み切る。 

そして、読みきった上で１点購入する。 

何となくではなく、積極的に狙って当てに行ってください。 

これが単勝馬券、つまり、攻めの購入の仕方になります。ぜひ、試してください。 



２４．小さな実験を繰り返した後、大勝負 

 

自信があるからココは大勝負！ 

と唐突にやってみたくなったこと、もしくは実際にやってみた方はいらっしゃいます？ 

そして、その大勝負が外れてしまったことはありますか？ 

その勝負に外れてしまった方に読んでいただければと思います。 

そして、的中された方にも参考程度に読んでいただければと思います。 

大勝負と称して、自信の一鞍が的中してしまった方は、そのうちその大勝負が普通・当た

り前になってしまう危険性があります。 

そして、外してしまったときに大損害を被ります。 

２匹目のドジョウなんてまずいません。 

唐突に大勝負をやってみたくなった方は、時間を掛けて考えてからにしてください。 

 

たった一度しかないチャンスを見送る？ 

 

的中された場合ですよね？結果的に的中だった場合、そのような反論があるかと思います

が、その大勝負のレースの最中に、レースをスタートからゴールまで目を離さずにしっか

りと観ることができますか？ 

 

それだけの精神力が備わっていますか？ 

 

一度でも大勝負ということをした方はご存知かと思いますが、レース後に手が震えますよ。 

本人しか分からない微妙な揺れですが、あと、外してしまった場合も手が震えています。 

怒りと後悔、その他説明もできないいろいろな感情が混ざります。 

 

それをするだけの覚悟があるかどうか、失敗すれば普段の１０倍（大勝負と称するならこ

のあたりからだと思います）以上の額の損害を被りますので、そのことを充分に納得した

上で勝負してください。 

大勝負というものは、普段の積み重ねがあって初めてできるものですから、普段から時折

「小勝負」なるものを積み重ねて、勝ちを積み上げていつでも「大勝負」できるだけの素

地をつくってください。 

 

いきなり「大勝負」なんて無謀です。 

「勇気」と「無謀」を取り違えてはいけません。 

 

 



２５．勝負の鉄則＜タイミング＞ 

 

馬券を購入するとき何か考えています？ 

自分から馬券を買いに行くことは残念ながらいいことではありません。 

勝ち馬を見つけることは見つける、そして、自分で探すことは探すのですが、馬券を的中

させる正しい感覚は、宝探しと同じ感覚です。本当は見つからないものです。 

もし見つからなかったら、その日の競馬は終了です。 

それ以上ムリに探す必要もないですし、馬券をムリに購入する必要もありません。 

わざわざ、ないものを探し求めて負けに行くようなことはしないでください。 

勝つことができる馬・楽に的中できる馬は、時期が来れば必ず見つかります。 

それまで気長に待ちましょう。ただ、ひたすら待ちましょう。 

見つかったときにだけ、それを斬りに行けばいいだけのことです。 

その一瞬を見逃さないためにもムダな動きをやめるようにしましょう。 

 

２６．オッズの価値 

 

単勝１・０倍、複勝１・０倍 

単勝１・１倍、複勝１・１倍 

単勝１・２倍、複勝１・２倍 

単勝１・３倍、複勝１・３倍 

単勝１・４倍、複勝１・４倍 

単勝１・５倍、複勝１・５倍・・・ 

延々と続くのですが、自分の購入する馬券のオッズがきちんとオッズに見合った価値のあ

る馬券かどうか確認してみてください。 

自分の予想したオッズの範囲内かどうかです。 

予想していた範囲内の場合は購入可能です。範囲外の場合、もう一度考え直してください。 

自分にオッズを読む力がなかったのか、それとも外部要素が絡んでのことなのかです。 

オッズを読むという言葉を出しました。 

オッズを読むことができないということは正しくレースを評価していないことになります。 

どこかに期待値が入っている可能性があります。 

オッズは結果的には、人が決めるものです。 

馬が強いから配当が低い・安い、弱いから配当が高いというわけではありません。 

人が決める要素に流されないようにして欲しいのですが、どういった外部要素が絡んでそ

のようなオッズの数値になっているのかを確認してください。 

確認が済んでからレースに参加しても遅くはないはずです。 

「お得だから」「損するかも」といった要素だけでの購入は避けてくださいね。 



２７．適正オッズ 

 

前項でオッズに見合った価値の説明をしましたが、今回は少し趣旨が変わります。 

馬券を購入する際のオッズの範囲を事前に決めていますか？ 

 

具体的な数値の範囲です。 

ルールとして決めてしまったほうが好ましいです。 

 

損益・損得の勘定・計算がしっかりできているかどうかを確認のために記してみます。 

オッズ１・１倍固定で１００戦して、利益を出すためにはどれだけの勝ち数が必要ですか？ 

 

初めに４連敗した場合、取り戻すのに平均９６勝４敗以上の成績が必要になります。 

（ 飛躍した事例ですが 初めに４連敗する事故的な状況も想定できないといけません ） 

 

１００円×１・１倍×９６勝＝１０５６０円 １００円×４敗＝４００円 

差し引き １０５６０円－４００円＝１０１６０円 

 

一覧表として続きも記載します。 

（ 出遅れ・骨折・ゲート駐立・不利・降着・落馬 競馬に絶対はありません ） 

初戦から上記で連敗する人が居るかどうか分からないですが・・・ 

 

初戦連敗以後を加味してオッズから割り出した損益分岐点 

１・１倍 ９６－０４ １・２倍 ９１－０９ １・３倍 ８７－１３ 

１・４倍 ８４－１６ １・５倍 ８０－２０ １・６倍 ７７－２３ 

１・７倍 ７５－２５ １・８倍 ７２－２８ １・９倍 ６９－３１ 

２・０倍 ６７－３３ 

 

これをしっかり叩き込んでおかないと感情だけの勝負になってしまい、資金の計算ができ

なくなります。 

複勝で勝負する方はこのあたりの数値を計算して購入すればいいのですが、単勝でコレだ

けの的中率を残すことはまず不可能です。 

ということで適正数値を定めるわけですが、単勝の場合はこれより高いところで数値を設

定するわけです。 

少々外しても利益が出るように設定します。 

自分がどのようなオッズ数値で勝負しているのか、そして勝負馬券がいったいどれだけの

割合で的中しているのかを一度計算してみてください。 



２８．競合馬がいるとき 

 

自分が購入しようと決めたレースで、購入対象の馬と実力的に競合する馬がいる場合どう

します？ 

レースごと斬っちゃってください。見送りです。 

迷っている以上は、購入する必要はありません。ムダなリスクを背負うだけです。 

競馬で負けている人は、こうした迷いがあるためどんどん購入点数が増えたり、購入レー

スが増えたりします。 

自分が購入する馬を迷うことなく選ぶことができ、かつ、ためらいなく購入することがで

きてはじめて勝負できるものと思って勝負してください。 

毎週土日に競馬が勝手にやってきます。 

難しいレースにムリに参加せず、次に期待してのんびり見送ってください。 

 

 

２９．１日の全予想馬をふるいにかけて選別する方法 

 

１日の予想馬があまりにたくさんいて、どうすればいいのか分からなくなることはありま

せんか？全部購入して、全部的中することは非常に稀です。こんなときどうします？ 

すべての購入対象馬をいったんすべて書き出してください。 

上から順に並べ書いて、購入対象馬を上から順に２択を続けてどんどん減らしていきます。 

そして、最終的に１頭に絞ります。その１頭だけで勝負します。 

１頭まで絞らなくてもと思われる方もいらっしゃるかと思います。 

この作業は、実は自動的にリスクを最小限にしていることになります。 

 

購入した馬ではなく、選択からもれた馬が的中したじゃないか！ 

 

そう思われる方は、購入対象となる馬をすべて買ったとして再計算してみてください。 

１頭絞り込み購入と同じ損失額になっていますか？ 

この作業は、購入点数の絞込みと同時に勝負に対する鑑識眼を付ける訓練にもなります。 

鑑識眼が身に付くにつれ、その絞った１頭での的中率が高くなっていきます。 

このことが頭の中に入っているのと入っていないのではこれからの購入姿勢がまったく違

ってきます。 

今までと全く異なる購入姿勢だと思いますが、がんばってやってみるという方はぜひお試

しください。 

今できなくてもいいです。そのうちでもいいです。一度だけでもいいです。 

ぜひやってみてください。     



３０．最高・最強の１頭を選べ 

 

前項の内容と重なることは多いと思いますが、選択の方法として参考にしてください。 

 

購入馬の選択方法ですが、より高めのオッズを頼りにする方法もあります。 

他の単勝かあるいは複勝式別から参考に選び出す方法もあります。 

 

どう選ぶかの選択方法は自由です。 

 

ですが、購入馬券の最終選択は、各レースの出馬表の中で最も強い馬を選択しているもの

を抽出してください。 

 

自分の購入する馬券に期待値は入っていませんよね？ 

 

購入する人の視線で期待値が入っていないもの、レース後に敗因分析と考察がしっかりで

きるものを選択してください。 

 

式別から選び出す方法なのですが、単勝で購入するのが不安だから複勝にしたというよう

な買い方になっていませんか？ 

 

そのような購入の仕方になったものを最終的に拾い上げないようにしてください。 

自分の中で最高の選択・選別をしたものを購入してくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３１．超長期戦 

 

唐突ですが、競馬をやめることはできますか？ 

おそらく大半の人がやめることができないと思います。 

あまりのショックを受けて、それ以後しばらく遠ざかることはあると思いますが、完全に

断ち切ることができる方はあまりいないと思います。 

なぜ、このようなことを書いたかというと、「やめることができない」と競馬をとらえてそ

の上で対策を練っている人があまりにも少ないからです。 

やめることができないということは、毎週一定の金額を競馬に流し込むことになります。 

ありきたりのやり方では時折お金が返ってくるだけで、残りの金額は吸い取られ続けるこ

とになります。 

 

そのことにお気付きでしょうか？ 

 

おそらく気付いていらっしゃるとは思います。     

ただ、未来のことは分からないので、その時点に存在する出馬表で勝負をしてしまうこと

になります。 

 

毎週土日に競馬はやってきます。 

制度が変わらない限り、常にやってくることに変わりはありません。 

こちらが姿勢を変えない限り負け続けることは必至です。 

 

では、どうすればいいのでしょう？ 

     

すべてを事前に決めてしまえばいいだけです。 

１レース・１日・１週・１開催・１年での投入金額をすべて決めてしまいます。 

事前にすべて用意してその中で勝負すればいいだけです。 

すべてにレールを敷いてしまい、不確定な要素は徹底的に排除します。 

     

初めのうちは難しいことを、と思われるかもしれないですが、いったん決めてしまうと徐々

にですが心理的負担は薄れてくると思います。 

 

まず慣れるまでがんばってみてください。 

一生付き合うものとして競馬と仲良く接してください。 

 

 



３２．会社を経営していると思って賭けてみる 

 

視点をずらすとこの意味が見えてくると思います。 

会社というものは、利益を生み続けていかないと無くなります。 

 

これと同じものとして考えます。 

『 競馬に勝ち続けていかないと、資金が底を尽きてしまう 』ということになります。 

 

会社が利益を生み続けるためには「戦略」が必要です。 

そして、それを踏まえて軌道に乗せるための「戦術」が必要です。 

 

これも競馬に置き換えてみます。 

競馬に勝ち続けていくためには「策」が必要です。 

 

「策」を持って競馬に立ち向かっていますか？ 

「策」を使いこなしていますか？ 

 

「策」を持っていない限り、勝ち続けることはできません。 

「策」とは記しましたが、本当に「策」といった大げさなものでなくても構いません。 

 

 

実は単にしっかりとした計画を持っていますか？と言いたかっただけなのです。 

「計画」は立てていますか？ 

 

どういった計画？ 

 

・資金計画 

・式別選定 

 

これだけです。たったこれだけのことです。 

そんなに難しいものではないと思います。 

 

この２つの作業だけをしてみてください。 

先に光が見えると思いますよ。 

 

 



３３．プロの範疇に挑戦してみる 

 

どんなジャンルにもプロは存在します。 

競馬にはプロの認定制度というものはありませんが、プロの定義として本では散見します。 

馬券年収１０００万円と定義しているものもありました。 

そこを真似してください。と言っているのではなく、プロはプロとして人より抜けている

ものが何かあると思います。 

その部分を知った上で試していただきたいことがあります。 

『どういった部分が抜けているか？』ですよね？ 

プロの範疇の方々は、２つの要素が非常に優れていると判断しています。 

 

 

・自分が実践する式別を一つに絞り、それを徹底的に調べ尽して極めている 

・資金計画を入念に練り上げ、緻密に計算している 

 

 

この２つです。１日・２日ではできないことです。 

この部分はなかなかすぐには真似ることはできません。 

 

こちらの方法ではなく、全く別のものです。 

・単勝オッズ１０倍超のものを１点購入で的中させる 

 

こういったものも投資用の方法の一貫としては存在します。 

試して欲しいのはこちらです。一度試してみてください。 

実践する場合は、お試しではなく真剣に考え抜いてください。 

 

この作業のなにが大事かといいますと、１つの出馬表のどこを見れば穴馬が浮かび上がる

のか、そしてどう狙えば穴馬が的中するようになるのかもあるのですが、本来の意味とし

ては、「１つの出馬表をどれだけ真剣に検討すればいいのか、今までどのような気持ちで出

馬表を検討していたのか」の違いに気付いて欲しいからです。 

 

これをしばらく実践していくと、競馬に対しての姿勢が変わります。 

一つ一つのレースを大事にするようになります。 

だまされたと思って試してみてください。 

 

 



３４．振り子 

 

「振り子」・・・時計の振り子のことです。 

常に一定のリズムで動いていますよね？ 

 

これを競馬に利用します。 

競馬というものにはお金がついてまわります。 

様々な想いで競馬に参加しているため、感情を伴うことは当然のことだと思います。 

当然のことだとは思いますが、如何に感情の部分を取り去っていくことができるかが最重

要になります。どこまでも機械的作業になるように仕組んでいきます。 

 

すべてを機械的作業にするわけではないですよ。『予想』となるものはしてください。 

それ以外の要素を機械的にこなすことができれば余計なストレスを感じなくて済みます。 

 

 

・１レースでの資金を決める 

・１日での参加レース数を決める 

・一定間隔で投げ続ける 

 

 

この作業をしていくうちに、自分がどのようなスタンスで競馬に向き合っているかが見え

てくるようになります。 

冷静に自分を省みて、まず自分を客観的に調べてみます。 

自分がどのような姿勢で競馬に取り組んでいるか、そして、それをどのように修正すれば

勝つことができるようになるかを分析していきます。 

おそらくつらい作業になる方が多いと思います。 

つらい作業と思いますが、後々のためと思って続けてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３５．「基本に忠実」「奇をてらわず」「システム構築」 

 

勝ち続けるには何が必要かの最重要部分についてお伝えします。 

別ジャンルの勝負事でも何でもいいです。 

全く同じ結論に行き着きますので、どんな勝負事に接するにおいても心に留めて置いてく

ださい。 

別の趣味で将棋をしているのですが、この将棋というもので普通に努力してもある程度の

強さにはなります。 

アマ２・３段までは、普通の努力でたどり着くことができます。 

そこから上に進むには、あるものが必要です。 

 

 

『 基礎 』です。 

如何に基本的なものを積み上げてきたかでその後が決まります。 

前記に基礎について説明したのを御憶えでしょうか？ 

複勝の積み上げについてです。 

１着・２着・３着に来る馬をまずしっかり知ることから始めていかないと、どの式別で購

入しても的中できません。 

 

 

次に『 奇をてらわず 』というものです。 

普通に買っていれば的中します。ごくありふれたものを購入していると普通に的中します。 

これが、オッズというものとお金というものに振り回された結果勝てなくなるわけです。 

結論として、最終的に小さなもの・ごくありふれた普通のものを積み上げていくことが勝

ち続けることに最も近いものになります。 

 

 

最後に『 システム構築 』です。 

計画を立ててレールを敷くことは説明いたしました。 

これを一元化して、一切感情の入る余地のないものに仕立て上げます。 

自動化です。これら３つをそろえてしまえば、いくらでも勝つことはできます。 

 

『 基本に忠実 』『 奇をてらわず 』『 システム構築 』 

実行できる算段を整えてくださいね。 

 

 



３６．出馬表残しています？ 

 

出馬表残していますか？ 

競馬に参加された後、その日が終わったらすぐにでもゴミ箱に捨ててしまいますか？ 

これを捨てずに残しておいて欲しいのです。 

全部残しておくとゴミの山になってしまいます。 

必要なものだけ残しておいてください。 

 

重要なもの・必要なものの判断が付きますか？ 

競馬を続けていく上で、競馬が最も複雑化する要因は何でしょう？ 

 

世代間の力の違いです。 

これを解決すればいいわけです。 

 

２・３歳限定戦の出馬表があれば十分です。 

重賞レース、２・３歳の５００万下、ＯＰ戦の３種類で構いません。 

世代間比較の材料が手に入ればそれで足ります。 

 

いつ使うのかですが、古馬と混在して走るレースが組まれる夏から秋にかけてです。 

どこかで『ものさし』となる馬が見つかります。 

それを見つけてしまうと、あとはその『ものさし』となる馬を基準にレース検討していけ

ば、レースごとに頭を悩ます必要も減ると思います。 

 

 

３７．開催結果残していますか？ 

 

開催結果が、競馬雑誌の中に記載されています。これも捨てないでください。 

これも切り抜いて保存します。 

この表の中にある『強い』馬だけをピックアップします。 

蛍光ペンなどで、この馬の出走したレースの枠のところを塗りつぶす作業をしてみてくだ

さい。 

そのレースとそのレースの勝ち馬が浮かび上がって見えるようになります。 

この塗りつぶした馬だけを自分の購入レースのリストにして購入対象馬として選択します。 

選び方さえ間違えなければ、収支・回収率は安定してくるようになります。 

 

 



３８．敗因分析 

 

敗因分析していますか？ 

というよりも、しっかり復習していますかといったほうがいいかもしれないですね。 

敗因分析・復習をしていく上で重要なことは、自分の購入した馬がどうかということでは

なく、自分の予想がなぜその馬に行き着いたかという過程です。 

冷静な心理状態でその馬に行き着いたかどうかは、その馬券を手元に置いてじっくり見る

ことができるかどうかにかかっています。 

残念ながらＰＡＴの場合では仕方がないですが・・・ 

過去によくしたことですが、レース後すぐに購入馬券を折ってゴミ箱にポイしていました。 

こういったことをせずに、冷静にもう一度購入馬券を検討することができますか？ 

その購入した馬券を如何に多くの切り口から斬ることができるかどうかも重要になります。 

多くの視点を持って、馬券を購入する。そして、多くの視点を持って敗因分析する。 

負けたときは悔しさを伴っているので、なかなかできないことだと思いますが、財布に入

れてお持ち帰りください。 

イヤな作業ですが、これを続けていくと少しずつですが馬券を検討する能力が向上します。 

嫌がらずにやってみてください。 

 

 

３９．勝因分析 

 

前項で敗因分析を説明しましたが、今回はその逆です。勝因分析です。 

いくらでもできると思います。 

ただ、ここで間違ってはいけないことなのですが、的中自慢をしてくださいというのでは

ありません。 

自分の購入した馬券に、きちんとした理論展開ができるぐらいに分析して欲しいのです。 

うれしいことなのでいくらでもできますね。 

なぜ、この勝因分析が重要かといいますと、１頭の馬が勝ち切るためには、ある程度の条

件が揃わなければならないからです。 

１頭の勝ち馬をどれだけ冷静に分析できるかで、今後の購入姿勢が変わってきます。 

 

競馬は勝ち馬を中心に回っています。大原則です。本質です。 

大原則・本質に触れない以上、競馬を理解することはできません。 

 

勝ち馬がすべてを物語っていますので、本質について徹底的に分析してください。 

 



４０．買い足し 

 

リアルタイムでレースを観戦していると、ついついしてしまうこの買い足しという行為で

すが、買い足した馬券が的中することはありますか？ほとんどないかと思います。 

買い足しが的中しない大きな理由の元は、事前検討の上で既にもれてしまったものをもう

一度検討材料に持ってきてしまい、そして購入しているからということになります。 

一度選考からもれたものをもう一度拾ってきてしまって、そしてそれを購入しようとして

いるという認識で再検討してみてください。もれた理由が必ずあるはずです。 

もれた理由が完全に分かっていて、それを埋めるだけのものが購入対象に存在しているか

どうかをもう一度確認してください。 

レース観戦だけで買わずに済ますという意識でいることに、納得が行かないと思っての買

い足しが大半ですので、こんな行為をしても絶対に的中しないと言い聞かせてレースを見

送ってください。 

 

 

４１．穴馬と本命 

 

「穴馬」と「本命」どちらもよく聞く言葉です。 

「穴馬」に対しての認識の誤解があるので、それを説明しておきます。 

「穴馬」的中できないですよね？ 

「本命」より的中することが少ないので当然です。 

予想の段階で「穴馬」を検討する場合、はっきりとした根拠が必要です。 

「本命」予想よりもはるかに難しいです。 

まず、予想している人の盲点を突いているので、それを見抜くことから始まります。 

「本命」予想は、普通に予想していれば見つかります。 

「穴馬」予想の場合、「本命」予想が完全に終わってからもう一度「穴馬」予想をしないと

いけません。 

まず、「本命」予想をしていて分からなくて予想を放棄したレースをもう一度検討しないと

見つからない場合が多いからです。 

そんな思いをして更に予想を続けていくことはできますか？ 

 

当日にレース直前だけ検討する方には、まず時間的に不可能な領域です。 

レースの合間の３０分ほどで検討しようなんてムリです。 

「穴馬」を狙って的中させている人は、２段階・３段階と沈み込んだ予想をしています。 

その上、不的中を覚悟して資金を投入します。 

穴馬党と自負する方は、それだけの覚悟を持って馬券を購入していますか？ 



４２．式別の細分化 

 

 

単勝・複勝という式別は、１頭の馬を視点にして購入すればいいわけですよね？ 

では、この式別について深く考えてみたことはありますか？ 

穴馬と本命という要素を絡めて、４つに分けて欲しいのです。 

 

 

・単勝の本命 

・単勝の穴（単穴） 

・複勝の本命 

・複勝の穴（複穴）という４つです。 

 

 

なぜかといいますと、狙うときの視点をそれぞれで変えていかないと、まったくといって

いいほど的中しなくなるからです。 

投げるものに統一性が取れないと、受け取る側が混乱します。 

 

会話と同じです。 

 

自分がいかに大暴投しているかに気付くためにも統一させる必要があります。 

なぜ、大暴投と決め付けてしまうかといいますと、受け取る側がまったく動かなくなるか

らです。 

受け取る側というのは、的中馬券のことです。 

自分が調整して投げていかないと、動かない的に当てることはできません。 

 

的の位置が異なることに気付かずに、いろいろと投げ続ける。 

それを続けていても、偶然かする程度です。 

 

当てるには、投げる側が調整をするしかありません。 

きっちり調整して、様々な狙いを成し遂げるために式別を細分化してまず的を絞ることか

ら始めましょう。 

 

 

 

 



４３．武器を持とう 

 

前項の続きですが、式別の細分化をこなした後にしないといけないことがあります。 

式別の細分化をこなした後、その細分化したものを調べ尽くすことです。 

 

単勝（本命）単勝（穴馬）複勝（本命）複勝（穴馬） 

それぞれに視点が異なります。 

 

絞った後にすることは、その絞ると決めたマトにきっちり当てる練習です。 

調べ尽くすには量をこなさないといけません。 

 

どれほどの量をこなさないといけないでしょう？ 

素人の域を超えて、プロ化するために必要な数の目安は１０００です。 

 

１０００打てばプロになることができるのではなく、考え抜いて１０００という数字をこ

なして、はじめてプロ化する要素を手に入れることができるようになる。ということです。 

 

単勝という式別で考え抜いて絞り切り、そして１０００の数を投げる。 

１０００という数をこなしていくうちに、素人の域を抜け出すことはできます。 

 

それだけの数をこなすと、何も知らない人を納得させることができるだけの説明ができる

ようになります。 

 

ここまでの修練を積んでさらに洗練していきます。 

自分自身の手で磨いていきます。 

磨き続けてようやく自分が使いこなせる武器になります。 

 

なにも持たずに素手で勝負に臨みますか？ 

それとも武器を磨き続けながら戦いに備えますか？ 

 

 

 

 

 

 

 



４４．次走馬リストの作成 

 

レースの復習についてのことは既に説明いたしました。 

復習についてのものは、自分が購入するレースのものです。 

今回の次走馬リストは、純粋にレースで気になった馬を対象とします。 

レースを観戦していて、次回に出走した際に必ず「勝ち負け」まで行く馬のリストを作成

しておきます。 

そして、このリストを毎週貯めていきます。次回の購入馬を予約していきます。 

予約をしておいて、不安を感じたらキャンセルする。その不安を感じなかったら購入する。 

ただ、それだけです。カンタンでしょ？ 

この次走の注目馬リストは、自分の眼で確認したものですので、よほどのことがない限り

ブレはないはずです。 

ある程度の鑑識眼が身に付いた後なら、存分に的中させることができるはずです。 

必ずリストは作成しておくようにしてください。 

 

 

４５．積み上げ式での購入 

 

巷で流れている投資法は、負けを前提としている投資金額増大型です。 

負け続けていくと必ずパンクします。理論的に矛盾しています。 

ということでこの理論の逆をしてみることをお奨めします。 

初めの資金は、最低資金の１００円です。的中しない限り金額が上がることはありません。 

儲けられない？儲けられるかどうかは、この方法を試してからでも遅くないとは思います。 

儲かる・儲からないということも気になるとは思いますが、それよりもまず的中するかど

うかのほうに視点を置いてください。 

この方法だと的中させることができれば、自然に購入する額が増加していきます。 

 

たとえば１００円で購入して単勝３・０倍の馬券が的中したとします。 

１００円×３・０＝３００円 ３００円－１００円＝２００円（利益額） 

 

次回額から２００円×３にして購入します。 

３回以内に的中すれば資金を３００円にする。順々に資金を増加させればいいわけです。 

 

（前回の賭ける金額＋１００円）×的中したときのオッズ（回数） 

面白いと感じた方は試してみてくださいね。 

 



４６．実力の測り方 

 

本命予想をしていったん仕切り直して穴馬の順に予想して、本命馬券と穴馬馬券を１００

円ずつ購入してみてください。 

そして、「本命」「穴馬」を区分けして２冊にして、記録・記帳してください。 

本命馬の購入リストと穴馬の購入リストが仕上がります。 

この記録・記帳を半年ほど続けていくと、自分の実力が分かります。 

現実的な馬券を購入しているか、それとも非現実的な馬券を購入しているか、根拠のある

馬券を購入しているか、それとも根拠のない馬券を購入しているかが見えてきます。 

 

 

４７．一覧表の作成 

 

自分の購入した馬をひとつひとつ詳しく記入してください。 

作成の仕方なのですが、購入した馬券の記録を分けて欲しいのです。 

的中・不的中で区分けします。 

 

購入した馬券の「勝ち馬」一覧表と「負け馬」一覧表の２つです。 

どちらの一覧表にも共通点が浮かび上がります。 

 

そして、作成後にするべきことは、負け馬一覧表がまとまってきたら自分の購入のクセを

見抜いていく作業を行います。 

悪いところがあれば１つずつ除去していかないといけません。 

苦痛を伴いますががんばってください。 

 

次にすることは、勝ち馬一覧表の分析です。 

一度勝因分析のところで説明したこともありますが、今回は少々詳しく書きます。 

自分が購入した勝ち馬の共通点を探していきます。 

この作業は、必死になって探していきます。 

この分析が済んで結論を出すことができれば、勝ち続けることが可能になります。 

信じて試してみるか、放っておくかはどちらを選択するのも自由です。 

 

 

 

 

 



資金計画編 

 

大げさなタイトルですが、誰にでもできる方法です。 

この部分を頭に入れておくかどうかで、勝ち負けがはっきり決まってしまうのでじっくり

読んでください。非常に短い項目ですが、最も重要な部分です。 

完全に意味が分かるまで、この項目・表と向き合ってください。 

 

４８．資金計画 

 

資金計画① 

資金計画は必ず立ててください。 

なぜなら、計画を立てたほうが計画を立てなかったときよりも目的が明確化されます。 

自分がいくら賭けていくら遣っているのか？ 

ではなく、１日の目標額を決定してそれに見合う購入額を決定します。 

 

年間で１００万円手に入れたいなら１日の目標額は 

１００万円÷１０５日（５２週×２日＜土・日＞＋１）＝約９７００円です。 

そして、９７００円手に入れる方法を考えます。 

資金を分割して、どのあたりを狙うのかが分かると取り組みやすくなります。 

 

１日９７００円の利益目標 

投資額５０００円、利益額９７００円を得たいと仮定するなら 

配当金（払戻金）は、１４７００円になります。 

単勝で購入するならオッズ（×３・０）を狙います。 

５０００円×３・０＝１５０００円 利益金１００００円 

額を上げると、オッズが低くなっても構いません。ざっと一覧を掲げていきます。 

 

投資金額→受取払戻金（狙うオッズ） 

７０００→１６７００（×２・５） ８０００→１７７００（×２・３） 

９０００→１８７００（×２・１） １００００→１９７００（×２・０） 

１５０００→２４７００（×１・７） 

購入額を決定したら、いくら払戻金を受け取りたいのかを決定しないといけません。 

 

大多数の方が、これを頭に入れずに勝負しようとしています。 

上記のものは、オッズ比較して例示したものです。 

（一覧表を後に記します） 



資金計画② 

いきなり１００万円はどうかと思われる方もいらっしゃいますよね？ 

１年目はステップアップのためのタネ銭づくりにしてもいいかと思います。 

１年目？ 

短期決戦でもいいのですが、レールを敷いてそれを軌道に乗せていくという長期戦である

と考え直したほうがいいですね。 

はっきり申し上げてしまうと、大半の方が競馬をやめることができません。 

やめることができず負けたままで居ると、年々捨てる額が大きくなっていきます。 

ではどうすればいいかですよね？ 

競馬を超長期戦であるととらえて計画を練ることが優れた策であると考えます。 

話がそれました。では、１年目として年間３０万円の利益計画を立てていきます。 

３０万円にすると多少は気分的に実行しやすいかもしれません。 

年間３０万円ということは、１日分は３０万円÷１０５日＝約２９００円 

１日２９００円の利益目標です。実現可能な目標だと思いますがいかがでしょう？ 

狙うオッズに合わせて一覧にしてみます。 

 

１日２９００円の利益目標 

１５００円→４５００円（×３・０） １８００円→４７００円（×２・７） 

２０００円→４９００円（×２・５） ２９００円→５８００円（×２・０） 

 

狙うオッズについてなのですが、実現可能なラインを掲げています。 

単勝として無理のない範囲を指定しています。 

慣れてくるとこのあたりのオッズが自然に目を入るようになると想定して例示しています。 

ですが、なんとなくやりづらいように思える方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

投資金のほうが大きいような気もします。 

 

資金計画③ 

年間３０万円での計画では、少し投資の金額が大きいので年間５０万円ということで設定

します。 

年間５０万円ということは、１日４８００円が利益目標になります。 

１日４８００円を創りだすためには…  

２４００円→７２００円（×３・０） 

３０００円→７８００円（×２・６） 

４０００円→８８００円（×２・２） 

このあたりが現実的に取り組みやすい数値かもしれませんね。 

実際にどの辺りがいいかは再検討してみてください。 



資金計画④ 

ちょっと趣旨は変わります。 

多少変わった方法だと思われるかもしれませんが、転がしで利益金を創り出す方法もあり

ます。 

予想に自信があって、お金が無い方向きの方法です。 

リスクが大きいので、事例の額も低めに設定して取り上げます。 

 

年間２０万円の利益目標 １日の利益目標１９４０円 

算式が複雑化しますので、１つだけ取り上げます。 

①５００円×２・６＝１３００円 利益金 ８００円 

②８００円×２・５＝２０００円 利益金総計 ２０００円 

 

年間５０万円の利益目標 １日の利益目標４８００円 

①１６００円×２・５＝４０００円 利益金 ２４００円 

②２４００円×２・０＝４８００円 利益金総計 ４８００円 

 

年間１００万円の利益目標 １日の利益目標９７００円 

①２７００円×２・５＝６７５０円 利益金 ４０５０円 

②４０００円×２・５＝１００００円 利益金総計 １００００円 

 

自信のある方、腕試しをしたい方、興味をもたれた方、試していただいても結構かと思い

ますが、どっぷり浸からないでください。 

利益をコツコツと積み上げるのではなく、すぐにでも勝負を決めたい人もいることを加味

して取り上げたものです。 

本気で勝ちに行こうとすると集中力が持続しないので、本当の勝負は１日に１回限りにし

たほうがいいのは言うまでもありません。     

 

資金計画⑤ 

どうしても競馬場やウインズに居ることができない方やいろいろと事情があってそういう

ところには行きたくない方はこんな方法はいかがでしょう？ 

土曜日を転がし１回目として、日曜日を転がし２回目とするとレースごとにストレスを感

じたりしないで済むはずです。 

ころがしをされない方は狙ったレースだけを事前購入して、どこかに遊びに行くようにし

て競馬を忘れてしまうのもいいかと思います。 

競馬場・ウインズに９時前から張り付いて、１７時まで居る必要もないですし、すべての

時間を競馬に費やさなくてもいいはずです。上手に競馬と付き合いましょう。 



資金計画⑥ 

１００万円の計画を達成した後は、次のステップとして２００万円・４００万円・６００

万円・１０００万円と次の段階を目指しましょう。 

 

金額だけを略式で記載しておきます。（）内は、目安のオッズです。 

 

 

２００万円÷１０５日＝１９１００円 

１００００円→２９１００円（×３・０） １２０００円→３１１００円（×２・６） 

１５０００円→３４１００円（×２・３） １８０００円→３７１００円（×２・１） 

 

 

４００万円÷１０５日＝３８１００円 

２００００円→５８１００円（×３・０） ２３０００円→６１１００円（×２・７） 

２６０００円→６４１００円（×２・５） ２８０００円→６６１００円（×２・４） 

３００００円→６８１００円（×２・３） 

 

 

６００万円÷１０５日＝５７２００円 

３００００円→８７２００円（×３・０） ３４０００円→９１２００円（×２・７） 

３６０００円→９３２００円（×２・６） ３９０００円→９６２００円（×２・５） 

 

 

資金計画⑦ 

最終段階として年間１０００万円の計画を立てておきます。     

投資額（賭け金）を見ていただくとすぐお気づきになるかと思いますが、ヘタに購入する

とオッズが変わってしまいます。 

 

１０００万円÷１０５日＝９５３００円 

５００００円→１４５３００円（×３・０） ６００００円→１５５３００円（×２・６） 

６５０００円→１６０３００円（×２・５） ６８５００円→１６３８００円（×２・４） 

 

略式の計算表で申し訳ないのですが、現実的にこの辺りの試算までしかできません。 

 

 

 



４９．実現可能ラインとステップアップ 

 

１年目 

年間２０万円（目標とする総利益金額） １日２０００円（目標とする利益金額） 

 

２年目 

年間４０万円（目標とする総利益金額） １日４０００円（目標とする利益金額） 

 

３年目 

年間８０万円（目標とする総利益金額） １日８０００円（目標とする利益金額） 

 

４年目 

年間１００万円（目標とする総利益金額） １日１００００円（目標とする利益金額） 

 

５年目 

年間２００万円（目標とする総利益金額） １日２００００円（目標とする利益金額） 

 

６年目 

年間４００万円（目標とする総利益金額） １日４００００円（目標とする利益金額） 

 

７年目 

年間６００万円（目標とする総利益金額） １日６００００円（目標とする利益金額） 

 

８年目 

年間８００万円（目標とする総利益金額） １日８００００円（目標とする利益金額） 

 

９年目以降 

年間１０００万円（目標とする総利益金額） １日１０００００円（目標とする利益金額） 

 

この数値はあくまで目安です。 

もっと結果を早く求めたい方はこの数値を参考にアレンジしてみてください。 

いままでの競馬歴を換算してみて、落ち込んだりしないでください。 

これから取り組んでいただければいいだけですから。 

キッチリ計画を立ててじっくり競馬に取り組んでください。 

必ず成果が現れるときが来ますので・・・ 

 



５０．利益金に見合った投資をするための試算表 

 

毎回、頭の中で計算するのは面倒ですので、実現可能なオッズを想定しての一覧表をまと

めてみました。リスクに見合った単勝オッズを（×２・４～×３・７）と想定しています。 

 

この計画書の核となる部分について記しておきます。 

なぜ、単勝オッズが（×２・４～×３・７）でないといけないかというところです。 

 

損益分岐点についてかなり詳細に説明いたします。 

 

複勝での的中可能性を考えた適正オッズについて述べましたが、単勝での数値になると前

述のような数値で勝負していては資金が残らず目減りします。 

 

そこで、オッズ数値を上げるわけですがこの数値にも利益を出すには適正な範囲が必要に

なります。まず、損益分岐点についての表を掲載いたします。 

 

 

＜定額購入での的中数の損益分岐点（ 初期連敗加味 ）＞（勝数－敗数） 

 

２・１ ６５－３５ ２・２ ６３－３７ 

２・３ ６１－３９ ２・４ ５９－４１ 

２・５ ５８－４２ ２・６ ５６－４４ 

２・７ ５５－４５ ２・８ ５３－４７ 

２・９ ５２－４８ ３・０ ５０－５０ 

３・１ ４９－５１ ３・２ ４８－５２ 

３・３ ４７－５３ ３・４ ４６－５４ 

３・５ ４５－５５ ３・６ ４４－５６ 

３・７ ４３－５７ ３・８ ４２－５８ 

３・９ ４１－５９ ４・０ ４０－６０ 

 

 

定額購入での勝数割合が６割を切ったとしても勝ち越すことができるオッズに設定しない

と、とてもじゃないですが追い付くことができません。 

 

そして想定される現実味のあるオッズの最大値もおそらく（×３・７）あたりに収まるの

ではないかと思います。 



 

これ以上の数値で勝負すると、今度はまったく的中しない可能性が出てきます。 

実現性と利益性の両面を捉えて見立てた数字が単勝オッズ（×２・４～×３・７）という

わけです。 

 

ですが、オッズだけにとらわれていると、今度は不的中が続いたときに毎回同じ額ずつ資

金が目減りしてしまいます。 

 

単勝で購入する限り、不的中が続くというリスクも想定しないといけません。 

１着以外はすべて不的中なわけですから。 

 

これを考えると、賭ける金額についても毎回思慮しないといけません。 

そこで、オッズに合わせてリスクも自動的に変動させるようにします。 

 

オッズが低く、的中の確率が高いのなら投入金額を上げる。 

もちろん限界額も設定します。 

この限界額を設定しないと、破綻します。 

 

 

オッズが高く、的中の確率が低いのなら投入金額を下げる。 

リスクの軽減です。 

 

 

自分の読みが正しいはずだとしても、オッズが予期した数値よりも高くなったとき等の不

安が生じた場合です。 

 

自信があれば資金を突っ込んでも構わないとは思いますが、欲張って散ったときほど情け

ないことはないので、念には念を入れる意味で投入金額を下げます。 

 

こうすることで金額的なものから生じる心理的な不安を取り除きます。 

投入金額を自動設定することによって、１日だけでなく長期的に投入金の管理をすること

が可能になります。 

 

 

 

 



以下に目標金額ごとの試算表を掲載しておきます。 

 

 

利益金 2000 3000 5000 10000 

２・４ 1500 2200 3600 07200 

２・５ 1400 2000 3400 06700 

２・６ 1300 1900 3200 06300 

２・７ 1200 1800 3000 05900 

２・８ 1200 1700 2800 05600 

２・９ 1100 1600 2700 05300 

３・０ 1000 1500 2500 05000 

３・１ 1000 1500 2400 04800 

３・２ 1000 1400 2300 04600 

３・３ 0900 1400 2200 04400 

３・４ 0900 1300 2100 04200 

３・５ 0800 1200 2000 04000 

３・６ 0800 1200 2000 03900 

３・７ 0800 1200 1900 03800 

 

 

利益金 20000 30000 40000 50000 

２・４ 14300 21500 28600 35800 

２・５ 13400 20000 26700 33400 

２・６ 12500 18800 25000 31300 

２・７ 11800 17700 23600 29500 

２・８ 11200 16700 22300 27800 

２・９ 10600 15800 21100 26400 

３・０ 10000 15000 20000 25000 

３・１ 09600 14300 19100 23900 

３・２ 09100 13700 18200 22800 

３・３ 08700 13100 17400 21800 

３・４ 08400 12500 16700 20900 

３・５ 08000 12000 16000 20000 

３・６ 07700 11600 15400 19300 

３・７ 07500 11200 14900 18600 

 



 

 

利益金 60000 80000 100000 300000 

２・４ 42900 57200 071500 214300 

２・５ 40000 53400 066700 200000 

２・６ 37500 50000 062500 187500 

２・７ 35300 47100 058900 176500 

２・８ 33400 44500 055600 166700 

２・９ 31600 42200 052700 157900 

３・０ 30000 40000 050000 150000 

３・１ 28600 38100 047700 142900 

３・２ 27300 36400 045500 136400 

３・３ 26100 34800 043500 130500 

３・４ 25000 33400 041700 125000 

３・５ 24000 32000 040000 120000 

３・６ 23100 30800 038500 115400 

３・７ 22300 29700 037100 111200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



応用編 

実際に運用するに当たっての問題点を解決するための施策を記しています。 

運用に行き詰った際に読み返してください。 

 

 

５１．利幅をつくる 

 

単勝馬券で購入するということは、非常につらいものです。 

不的中がいつまでも続くことがしばしばあり、自分の予想に自信を持っていたとしても疑

心暗鬼になるときが必ず来ます。 

しばらく不的中が続いて調子が明らかにおかしい、どう購入していいのか全く分からなく

なったなどの問題点が出てきた際には狙うオッズについてしばし考え直してみてください。 

妥協点を下げて、まずは的中を第一に考えオッズについては考えないようにしてください。 

単勝オッズの妥協範囲点を×１・９～×２・４～×３・７ともう一段階前に数値を用意し

てください。 

これでも的中しないのなら、もう一度すべてを読み直して購入にいたるまでの経路を再確

認してください。 

よほどのことがない限り、ほとんどの場合単勝オッズ×１・９～×２・０～×２・１に収

まっているはずです。 

このあたりを狙ってみて、自身が的中よりも利益先行した考え方になっていないかどうか

振り返ってみてください。 

これでも的確な答えが見えない方の場合はもう一歩段階を下げて考えます。 

 

 

５２．続・利幅をつくる 

 

本当はしてはいけないことなのですが、単勝で購入したところで的中することはまずあり

得ない、とまで行き着いてしまった方はもう一段階下げて複勝で購入することをお勧めし

ます。 

そのかわり購入するレースを１日につき一つに絞り、かつ最も高いオッズになるところを

狙います。 

『必中』する複勝馬券の中で、最もオッズが高いものです。 

一種の逆療法です。 

常識的に考えられるオッズ範囲の複勝オッズ×１・３～×１・７～×１・９～×２・３と

いったところではなく、複勝オッズ×３・４を超えるところを基準に考えます。 

きちんとした狙い方があるので、目を付けるところ等について記していきます。 



５３．複勝馬券の狙い方 

 

複勝馬券なんて当たり前のように的中するもので、だから利益も薄いとお考えの方がたく

さんいらっしゃるように思います。逆です。最もカンタンで最も難しい式別です。 

展開・場適性・各開催競馬場のコース形態を熟知していないと的中なんてとてもムリなこ

とです。 

コース形態を知った上で、さらに各距離でのペース・流れも知らないといけません。 

着順の１つ・２つは、前半の位置取りだけですぐに入れ替わってしまいます。 

位置取りに関しては騎手のクセもあるのですが、最も心理的負担を軽くするための方法と

してまず、『逃げ馬』『先行馬』を狙い、前の馬がラクに競馬をするレースを選択します。 

隊列を読むことができるとさらに心理的な負担が軽減します。 

『逃げ馬』を選択するなら、２番手・３番手に追えない騎手・休養明け・大幅馬体減など

の馬が付いて来ていること、『先行馬』ならすんなり２番手に付けることができる馬・騎手

を選択します。 

そして、３着までに何としてもゴール板を駆け抜けることができる・貼り付くことができ

る馬を選択します。数回試行錯誤して、軌道修正してください。 

 

 

５４．３歳馬と古馬の斤量差 

 

夏から考えると非常に難しいのですが、逆から考えると納得していただけるかと思います。 

成長するにつれて、斤量にさほど差をつけなくても能力の差がなくなってきます。 

その最終地点を１２月に置きます。 

１２月から１ヶ月ごとに１ｋｇずつ増量すると夏までの斤量問題が解決します。 

 

＜古馬との斤量差＞ 

１２月 １ｋｇ １１月 ２ｋｇ １０月 ３ｋｇ ０９月 ４ｋｇ 

０８月 ５ｋｇ ０７月 ６ｋｇ ０６月 ７ｋｇ 

 

初めての古馬との混合戦では、３歳馬はまず能力を十分に発揮できません。 

ペースの違いに戸惑います。そして、純粋に実戦・経験不足が影響します。 

どれだけ強い馬でも、初戦は見送るようにしてください。 

 

６月・７月でも斤量差は３ｋｇしかありませんので、これだけの差ではどうしても勝つと

まではいかないからです。 

さらに降級馬の存在も加味してみると納得していただけるかと思います。 



５５．運用と錬金 

 

この額面（枠）でいくら使うか、それともこの額をいくらにするかということなのですが、

この考え方についてしっかり把握していないと、お金がいくらあっても足りなくなります。 

１００００円持っていて、この額面でいくら使うかという考え方をしていると、いつまで

経っても使うことにしか気が行かなくなり、お金を積み上げていくことに対しての感覚が

身に付きません。 

 

毎回毎回、いくらをいくらにするという感覚を持ってください。 

 

１００００円を持っているのなら、毎回１００００円を２００００円にする。 

５０００円なら、毎回５０００円を１００００円にする。 

 

利益額を設定するということで置き換えることもできます。 

毎回、持ち金額からプラス５０００円・１００００円にする。 

 

運用しようとする方は、まずたくさんの資金をストック（貯め置き）しておいて、その地

点から始めようとします。 

 

５０００円を１００００円にしたい、でも外すといけないから５００００円用意しておい

て、減っても大丈夫な状態しておこう。 

余計な安心を作るために心にスキができてしまいます。 

 

一方、錬金という考え方は、お金を作り出すというところから考え方がスタートします。 

この計画書の考え方は、錬金型の考え方を基礎として作成しています。 

 

すべてを設定して１回限りの投資で完結します。 

 

・利益目標額を設定 ・投資金額を設定 ・購入 

 

このサイクルの繰り返しです。 

資金の目減り・上下などの考え方は入ってくることはありません。 

一度資金投入があれば、その日はそれ以上購入がない設定にしていますので、毎回心理的

にもリセットできるようになっています。 

 

この違いについて十二分に理解してください。 



５６．競馬の開催は土日ですが・・・ 

 

競馬の開催は土曜日・日曜日の二日間ですが、競馬に関しての情報は毎日流れています。 

新聞その他で情報を手に入れてください。 

ということではなく、予習・復習をして余念のないようにしてください。 

日曜日の夕方には、翌週の特別レース登録馬が発表されます。 

そして、木曜日の夕方に枠番までは出ませんが出走馬名表が発表されます。 

ここの検討も競馬の日課として取り入れてください。 

木曜日の夕方の出走馬名表が発表されてから、土曜日・日曜日のレース観戦をして復習し

て、翌週の特別レース登録馬の力関係を把握して競馬に関しての１週間が終了します。 

もし、スポーツ新聞で情報を取り入れようと思う時間があるのでしたら出走予定馬の過去

のレース観戦をしてレース振りを確認してください。 

あくまで大事なものは、自分自身の眼で確認することです。 

常日頃からそのことを忘れないようにしてください。 

 

 

５７．参入クラス 

 

どのクラスを対象に資金を投じればいいのかが分かれば、利益をつくりやすくなります。 

順々にクラスごとの考え方を示していきます。 

 

まず新馬戦ですが、過去のデータは皆無です。 

調教・パドックが頼りになります。これでは参入できないですね。 

 

次に未勝利戦です。力関係が見えやすいのは確かです。 

馬齢も限られており、強い馬から順に上のクラスに上がっていきますので、取り残された

強い馬から選択すればいいだけです。 

参入しやすいのですが、未出走馬の力の把握ができません。 

 

最も参入しやすいのが、古馬５００万下戦です。 

降級馬と現級馬で最も力の差が開いているのがこのクラスです。 

 

そして、下から上がってきた未勝利戦の勝ち上がりの馬と現級最上位の馬で最も差が開い

ているのもこのクラスです。 

選択に困ったときは、このクラスで勝ち馬を選択するのが最も無難になります。 

 



１０００万下クラスは、最も荒れやすいとよく言われていますし、現によく荒れます。 

参入するにはかなり正確な根拠が必要となりますので、確信がないときはこのクラスでの

資金投入は避けるようにしてください。 

 

 

１６００万下クラスですが、能力が拮抗していて勝ち馬を選び出すことがかなり難解にな

ります。１０００万下クラス同様見送ったほうが賢明です。 

 

 

ＯＰ戦ですが、重賞での常連がたまにローテーションが合わないためにＯＰ戦を挟むこと

があります。 

実は、このクラスは高配当を捕まえるには向いている条件です。 

 

重賞で着順を落としていると、終わった馬と感じてしまうことも多いのですが、メンバー

が全く異なりますので自然と上位にランクされて当然のはずですが、オッズ・人気的には

そうはいかず不当な不人気になります。 

少額での投資金で、ちょっとしたラクをするには適しています。 

ですが、根拠がないと狙い打つことができないので、注意が必要です。 

 

 

重賞レースですが、ＧⅠ・ＧⅡ・ＧⅢと順にメンバーが揃ってきます。 

格についてしっかり並べ替えることができ序列を作り上げることができれば、投資は可能

になります。 

 

 

結論として、参入して利益を出しやすいクラスを順に記すと、 

 

 

・５００万下 

・ＯＰ戦 

・重賞 

・未勝利戦 

・１０００万下 

・１６００万下 

・新馬戦 になります。 

 



５８．余計なことはしない 

 

１日１鞍で購入するのなら、さほど意識はしなくても構わないと思います。 

どうしてもたくさん購入したいレースがあると、あれもこれもとなってしまうのが人の心

理ですので、解決策を示しておきます。 

投資対象レースは設定した金額で購入して、その他のレースでどうしても購入したいレー

スがあるのならそのレースをすべて１００円で購入します。 

『買いたい』という欲の抑止のためです。実践してみて確認してみてください。 

的中率の操作という根拠のない非科学的な要素もあります。 

根拠のない余談ですが、勝負レースをしっかり的中させるために適度に不的中を交えてお

くと回収率は向上します。 

的中率は３０％でしたら、１００回投げると３０回は的中するわけです。 

勝負レースを残りの７０回の中に含めないために、適度に捨て馬券を用意しておきます。 

気休め的理論ですので、そのまま読み流してください。 

 

 

５９．拾う 

 

一つ一つ丁寧に『拾う』という感覚で馬券を購入してください。 

言うのはカンタンですが、実行するのはつらいですね。 

 

あまり使いたくない言葉なのですが、『執念・精神力』というものがものをいいます。 

 

自分のアタマでしっかり考えて、最後の最後まで考え抜いて、レースを選択して絞り切っ

て、一つ一つを丁寧に拾い上げて、お金を積み上げていきます。 

 

１日に１つのレースに絞ることは本当に難しいことだと思います。 

レース選びなんて、どれでもいいじゃないかとついつい思ってしまいがちです。 

 

ですが、細心の注意を払って最大の利益を出す方法を見つけていかないと、利益構築がで

きないのも事実です。 

 

レンガを一つ一つ積み上げて、家を建てるようなものですね。 

 

最終的な結果が出るまで時間はかかりますが、数年後に振り返るとしっかりとした結果が

出ているように、丁寧な取組みを心がけてください。 



６０．最初の２～３年は報われない 

 

こう書いてしまうとショックを受ける方もいらっしゃると思いますが、事実として受け止

めてください。 

 

まったくの手探り状態から始められる方は、何がなにやら分からないところから取り組む

わけです。 

 

まったくの白紙から自分で図面を書き上げて、色付けしていきます。 

 

途中で挫折しようになったり、ついつい投げやりになったりしてしまう時期もあるかと思

います。 

 

ですが、完全に自分の力でお金を稼いでいくわけですから、苦労を伴うこともしっかり肝

に銘じてください。 

 

精神的に安定して、平常心でこのスタイルに転換してしっかり運用できるようになるため

には、最低でもこのくらいの期間が必要だと感じます。 

 

それまでは、馬券でお金を使うことに慎重になり過ぎるほどでちょうどいいと思います。 

 

運用額も低めに設定して、この計画書の仕組みをしっかり理解してください。 

理解した後、徐々に額設定を上のラインへ書き換えてください。 

 

ムリな設定をして、すぐに破綻するようなことは決してしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あとがき 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。 

 

１年・２年とこの方法を実践していく上で馬券での収支を安定させることができれば、あ

とは機械的に一覧表を見て金額を投じるだけで利益を計上できる形に仕上げました。 

 

競馬という単なるゲームのようなものですが、気を抜くとすぐ危険な目に遭います。 

山登りと同じです。 

 

競馬というものに参加して、本気で利益を計上しようとするならこのことを肝に銘じてお

いてください。 

 

じっくり何度も読み返して、自然にこの計画書に書いてあることを実行できるようになっ

てください。 

実際に一読されてどう思われましたでしょうか？ 

 

何度も読んでいただいて、実際に試して運用してみてジワジワと文意が把握できる内容も

含んでおります。 

 

サラッと読んで納得できる部分、そして納得できない部分もあるかと思います。 

なぜなら、読んでみて「当たり前」のことがたくさん書いてあるからです。 

 

その「当たり前」に気付くか気付かないかです。 

 

気付いていてもなかなか実行できないので、どうすれば実行できるようになるのかを頭を

ひねって考えました。 

そして、ようやく気付いたことは「文章化して読んでいけばいい」ということでした。 

さらに、「読む」「試す・実践する」「読む」を繰り返すことにより、意識しなくても自動的

に運用できるように『刷り込み』をするこということです。 

何も考えなくても、無意識のところで最適な選択ができるようになるまでがんばってくだ

さい。 

この計画書は、これから利益を生み出すためのきっかけです。 

このきっかけを有効利用してどこまでも利益計上してください。 

短文ではございますがこれをもって結びとさせていただきます。 

ありがとうございました。 



＜付録１・式別戦略＞ 

 

●単勝１点購入 

的中確率１８分の１ 

（購入法） 

抜けた馬を１頭のみ選択して購入 

（キモ） 

１番人気の意味を知ること 

（指標） 

単勝１番人気・単勝２番人気２頭の兼ね合いに注意する 

 

１番人気◎ ２番人気×  １番人気の１点購入 

１番人気◎ ２番人気◎  見送り 

１番人気× ２番人気◎  ２番人気の１点購入 

１番人気× ２番人気×  見送り 

 

 

●単勝３点購入（１） 

的中確率 １８分の３ 

（購入法） 

単勝１番人気・単勝２番人気・単勝３番人気の３点購入 

（キモ） 

オッズにあわせて、購入比率を上下させる 

＜例＞     

単勝１番人気・２番人気・３番人気 オッズ ×２・５ ×４・０ ×５・５ 

単勝１番人気・２番人気・３番人気 購入額   ４ ：  ３  ： ３ 

（指標） 

単勝１番人気・単勝２番人気が確実に１着に来るという前提で購入 

３番人気は保険的な意味合い 

（効果） 

単勝＝１点購入という固定観念・先入観を消す 購入法に柔軟性がつく 

（目的） 

購入資本をまず減らさないという観点で購入する 

 

 

 



●単勝３点購入（２） 

的中確率１８分の３ 

（購入法） 

単勝４番人気・単勝５番人気・単勝６番人気の定額３点購入 

（キモ） 

単勝１番人気・単勝２番人気の的確な取捨選択ができるかどうか 

（指標） 

単勝１番人気・単勝２番人気がどんなことがあっても来ないという前提で購入 

単勝１番人気・単勝２番人気の次は単勝３番人気になりますが、まず単勝１番人気・単勝

２番人気を選定しきれないレースは、単勝何番人気が１着になるのかなんて読めません 

（効果） 

単勝多点購入の引き出しづくり 

混戦レースを見極める力が身に付き、無駄な資本投資が減少する 

（目的） 

買いたいレースがないのに買ってしまう『買いたい』病の抑止 

（最低額￥１００×３でムダ打ちを防止する） 

 

 

●単勝３ころがし 

的中確率 

１８分の１×１８分の１×１８分の１＝５８３２分の１ 

（購入法） 

最も自信のあるレースの単勝を１点購入し、３回続けて的中させる 

（指標） 

単勝１番人気のオッズとの兼ね合い、自身の決断力の問題 

（効果） 

開始金額→達成後で資金が爆発的に増加する 

（例）オッズ×２・５での例 

１回目￥ ４００×２・５＝￥１０００ 

２回目￥１０００×２・５＝￥２５００ 

３回目￥２５００×２・５＝￥６２５０ 

説明自体は簡単ですが、かなり実現しがたいものです 

（目的） 

実力向上のため・勝つことのできるレースを見極める 

 

 



●単勝２頭 ２ころがし 

的中確率 

１８分の２×１８分の２＝８１分の１ 

（購入法） 

単勝１番人気とその１番人気と競合すると思われる出馬表内で最も強いと想定される穴馬

の２頭をピックアップして、１点￥１００００（例）で２点購入 

的中した場合、その全額を２分割してもう一度同じように購入する 

（指標） 

単勝１番人気が保険的購入となるので穴馬の選定が最重要な項目になる 

（効果） 

穴馬２連続的中で爆発的な資金増加が見込める 

（目的） 

ころがしの醍醐味と単勝１番人気の重要性の把握 

 

●単穴ころがし 

的中確率 

１８分の１のｎ乗 

（購入法） 

単勝オッズ７・０超を購入の視点として、的中した場合に購入金を上乗せする 

（例） 

スタート資金￥１０００（￥１００×１０） 

①￥１００ × 残金￥９００ 

②￥１００ × 残金￥８００ 

③￥１００ ○ 単勝オッズ×１４・６ 

払戻金￥１４６０ 利益金￥１３６０ 残 金￥２１６０ 

④～￥２００×１０ 

（指標） 

出馬表内の最も強い馬を割り出すことができる能力が必要 

ゴールを設定してゴールまで同じスタンスで投げ続ける 

（効果） 

的中しない限り購入金額が増加しないので、最低金額で競馬を楽しむことができる 

本気で取り組めば馬券購入能力が飛躍的に伸びる 

（目的）     

資金￥１０００（￥１００×１０）からはじめて最終目的金額に達成させる 

（不的中ストレスとの闘い） 

１０００回ほど投げ続けてようやく単勝式馬券・穴馬の意味を知ることになる 



●複勝１点購入 

的中確率 

１８分の３ 

（購入法） 

オッズの高低に合わせて賭けるかどうかを判断する 

（指標） 

複勝オッズ数値 ×１・２ ×１・３ ×１・４ 

あたりでも十分に儲けが出ることをしっかり理解する 

６分の１といえば高いと思われる数値かもしれないですが、的中率１６％と書き換えると

的中しがたいものであることも理解できるのではないでしょうか 

（効果）     

複勝馬券の優位性・便宜性・危険性を知ることができる 

（目的） 

複勝という式別がいかに高リスクで、最もカンタンで最も難しいものであるかを知るため 

 

 

●複勝３ころがし 

的中確率 

１８分の３×１８分の３×１８分の３＝２１６分の１ 

（購入法） 

複勝オッズ×２・２超を狙って複勝を３回続けて的中させる 

（キモ） 

複勝オッズ×２・２超の人気指標は単勝３番人気以降であることを熟慮して購入する 

（指標） 

開始額￥５０００ 

①￥ ５０００×２・２＝￥１１０００ 

②￥１１０００×２・２＝￥２４２００ 

③￥２４２００×２・２＝￥５３２４０ 

（効果） 

考え抜いて購入して３回連続して的中すると元金の１０倍を超えるので、一度達成すると

心理的にかなり余裕と自信を持つことができるようになる 

（目的） 

予想精度の飛躍的向上 

 

 

 



●単複ころがし 

的中確率 

１８分の１×１８分の１×１８分の１＝５８３２分の１ 

（購入法） 

単勝・複勝両買いで、複勝を元金補填用・単勝を利益増大用として購入する 

（キモ） 

利益を度外視して、複勝での的中を優先させる 

 

（例） 

開始額￥５０００ 

単勝オッズ３・６ 複勝オッズ１・８と仮定すると 

 

①￥５０００ 

単勝賭け金￥２２００ 複勝賭け金￥２８００ 

的中すると 払戻金 ￥７９２０・￥５０４０ 計￥１２９６０ 

 

②￥１２９００ 

想定単勝オッズ２・５ 複勝オッズ１・４ 

単勝賭け金￥３６００ 複勝賭け金￥９３００ 

的中払戻金￥９０００・￥１３０２０ 計￥２２０２０ 

 

③￥２２０００ 

単勝オッズ７・０ 複勝オッズ２・５ 

単勝賭け金￥１３２００ 複勝賭け金￥ ８８００ 

的中払戻金￥９２４００・￥２２０００ 計￥１１４４００ 

 

（効果） 

単勝馬券が不的中でも複勝で損失補填していれば、元金割れすることはない 

 

（目的） 

単勝馬券の破壊力再確認 

 

 

 

 

 



●枠連２点購入 

的中確率 

３６分の２＝１８分の１（単勝と同じ） 

（購入法） 

出馬表の中で最も強いと思われる１頭を軸としてヒモを２頭選択して購入 

（キモ） 

馬連での的中確率（１５３分の１） 枠連での的中確率（３６分の１） 

馬連オッズ・枠連オッズ（ほぼ変わらず）を考慮して購入できる 

（指標） 

抜けた馬が１頭いて（軸）、２頭目に来る馬が２頭居る場合にこの方法を選択する 

（効果） 

狙い馬が不的中の場合でもある程度の保険（枠番での他馬）がついているので、若干心理

面で安心を持てる（※オッズも安くなる） 

 

 

 

●馬連３点購入 

的中確率 

（１８分の１×１７分の１）×２×３＝５１分の１ 

（購入法） 

軸馬２頭・ヒモ１頭の場合 

軸馬１－軸馬２ 軸馬１－ヒモ 軸馬２－ヒモ の３点で購入する 

（キモ） 

能力順で 軸馬１＝軸馬２ 離れたところでヒモが存在するときに購入する 

（指標） 

単勝購入しようとしても２頭が競合してどうしても単勝では選択し切れないほど能力が拮

抗していて購入できない場合、その競合する２頭とその２頭に次ぐ１頭が見えたときにこ

の方法を選択する 

（効果） 

単勝ではどうしても損失が出る場合（どちらが来ても配当金の期待が薄い場合）、少額購入

に切り替えることによってリスクを軽減できる 

 

 

 

 

 



●ワイド１点購入 

的中確率 

（１８分の１×１７分の１）×２×３＝５１分の１ 

（購入法） 

出馬表の中で自分の選択した最も強い馬と単勝圧倒的１番人気馬が異なるとき、その馬と

の１点でワイド購入する 

（キモ） 

徹底的リスク排除のため１点まで絞り切る 

（指標） 

圧倒的な単勝１番人気のオッズ、自分の選択した馬の単勝オッズを比較してリスクを考慮

して購入の是非を決める 

（効果） 

単勝でムリに１頭まで絞り込み、的中・不的中の余計なストレスを感じずに済む 

１～３着までの広い選択をしているので配当を考慮しても費用対効果が期待できる 

 

 

●ワイド４ＢＯＸ 

的中確率 

｛（１８分の１×１７分の１）×２×３｝×６＝５１分の６ 

（購入法） 

ワイド４頭ＢＯＸ購入 

（キモ） 

どれか一つは必ず的中するであろうものを選択し、なおかつオッズが６倍を超えるものを

購入する。 

（指標）必ず開始額と目標額を決める 

例）開始額￥  ５０００ 目標額￥３０００００ 

最低オッズ６倍超 水準オッズ２０倍超で設定 

４頭の選択を吟味する 

第１軸 本命馬 第２軸 対抗馬 第３軸 単穴馬 第４軸 展開最有利馬 

（効果） 

保険をかけつつ徐々に資金を増やし、なおかつ高配当で利潤を期待できる 

（目的） 

軸馬選択眼の養成 リスクヘッジ・資金増殖の同時進行 

 

 

 



●馬単４点購入 

的中確率 

（１８分の１×１７分の１）×４＝３０６分の４ 

（購入法） 

単勝１番人気を軸として単勝２番人気・３番人気・４番人気への３点流し と 

単勝２番人気から単勝３番人気への１点の計４点購入 

（キモ） 

余計な購入をしない 

（指標） 

単勝１番人気から実力的に単勝２番人気・３番人気・４番人気と整然と並んでいるときに

この方法で購入する 

（効果） 

最低額で勝負しても費用￥４００で的中最高オッズ（推定×２５・０）あたりまでの回収

が可能 

（目的） 

最小の資本で最高のリターンが期待できる（あくまで期待の範囲 的中するかどうかは別） 

 

●馬単総流し 

的中確率 

（１８分の１×１７分の１）×１７ 

（購入例） 

単勝１番人気を馬単の軸にしてすべての馬に総流しする 

（キモ） 

中央競馬でこの方法を使って利益を実際に出すことができることは非常にまれです 

地方競馬で有効な購入法です 

（指標） 

単勝１番人気の馬が圧倒的に抜けていて、その他の馬が実力的にダンゴ状態の場合、この

方法で購入する 

（効果） 

まれに望外の戦果が期待できる 

（目的） 

馬券遊びの一環として 

※機会があればオッズだけでもチェックしていただきたいのですが、地方競馬の場合馬単

でのオッズの乖離率が異常なほど高く、単勝１番人気と単勝２番人気の馬単の組み合わせ

以外はほとんど穴馬券のようになってしまっています 

単勝１番人気→単勝５番人気の組み合わせでも５０倍を超えるものも見受けられます 



●３連複５点購入 

的中確率 

[｛（１８分の１×１７分の１）×２｝×１６分の１×３]×５＝８１６分の５ 

（購入法） 

ワイドで１点購入できる馬２頭を軸として、展開有利な馬を５頭ピックアップする 

（キモ） 

ワイド１点購入して必ず的中する自信の鞍があるときに併用する 

（指標） 

損失を覚悟して購入を決定すること 

（効果） 

万馬券が獲れるかもしれない 

（目的） 

損失補填の遊び馬券 

 

 

●３連単１０点購入 

的中確率 

（１８分の１×１７分の１×１６分の１）×１０＝４８９６分の１０ 

（購入法） 

単勝候補として実力的に競合する馬２頭を軸にして馬単裏表と位置づけして、展開有利な

馬を３着固定として５頭ピックアップする 

（キモ） 

馬連１点購入で必ず的中する自信の鞍があるときに併用する 

（指標） 

損失を覚悟して購入を決定する 

（効果） 

三振か場外ホームランかのどちらかであるが、場外が出たときに大幅資金増となる 

（目的） 

前項同様、損失補填の遊び馬券 

 

 

 

 

 

 

 



●付録１・式別戦略・・・ひとこと 

 

単勝馬券での購入を中心に他の式別の主な購入法を紹介致しましたが、いかがでしたでし

ょうか。 

 

これらの購入法を使うときが来ることが先々あるかもしれないので付録として記しました。 

単勝勝負での限界額は、１購入につき１０万円前後です。 

 

これ以上の額で勝負しようとした際に、全体のパイ（器）の大きい式別に移動しないとい

けないときがきます。 

 

そのときに柔軟に対応できるための施策として利用してください。 

 

その頃には、どういった使い分けをすれば最大利益を出すことができるのかを理解できて

いるかと思います。 

 

単勝勝負がハナからできない開催場もあります。 

地方競馬です。 

 

かつて平日に単勝馬券で勝負しようとして、全体の票数をながめることができたのですが

そのときに行われていたレースの単勝投票総数が１１３票、複勝投票総数が１３４票でし

た。全国での単勝投票の全額が１１３００円で複勝投票の全額が１３４００円です。 

 

中央競馬ではここまでの状況になることはありませんが、こういった状況が見られると投

資機会が得られなくなるのも事実です。 

 

他の式別に移動しないといけない、他の式別での考え方が全く分からないでは何とも情け

ないのでそういったことにならないための方法です。 

 

積極利用しても構わないのですが、使ってみて初めて単勝での本編の方法が優れていると

改めて感じられるかもしれません。 

 

比較対象として使ってみて単勝の優位性を確認してください。 

 

 

 



＜付録２・複勝馬券の真実＞ 

 

ストック式錬金術という複勝馬券による運用法についてはご存知でしょうか？ 

複勝オッズ×１・３でも十分に利益を出すことができるという方法です。 

理論はカンタンですが、このストック式錬金術という方法・施策がいかに優れていてしか

も恐ろしい運用方法であるかを自らのサンプル例示にてつづっていきます。 

スタート資金￥１０００で運用したのですが、実際にストック式錬金術で運用するスター

ト額は￥３０００です。 

この違いが後々にかなり凄絶なものとなりますので、読み進めて共感していただければと

思います。 

￥１０００スタートで７回転がったのですが、そのときの運用収支です。 

①￥１０００×１・７ 払戻金￥１７００ 利益金￥ ４００ 

②￥１３００×１・９ 払戻金￥２４７０ 利益金￥ ８７０ 

③￥１６００×１・７ 払戻金￥２７２０ 利益金￥ ７２０ 

④￥２０００×４・７ 払戻金￥９４００ 利益金￥６８００ 

⑤￥２６００×１・５ 払戻金￥３９００ 利益金￥ ６００ 

⑥￥３３００×１・８ 払戻金￥５９４０ 利益金￥１７４０ 

⑦￥４２００×１・６ 払戻金￥６７２０ 利益金￥１３２０ 

額面的にも満足したので、この時点で勝負から降りて清算したのですが、 

利益金の総計は（払戻金）￥３２８５０－（賭け金）￥１６０００＝￥１６８５０ 

となりました。 

こうして転がってみるとスタート金額を上げて計算してみるとどうなるのかを試算したく

なるので、実際に皮算用したのですが・・・ 

①￥ ３０００×１・７ 払戻金￥ ５１００ 利益金￥ １３００ 

②￥ ３９００×１・９ 払戻金￥ ７４１０ 利益金￥ ２４１０ 

③￥ ５０００×１・７ 払戻金￥ ８５００ 利益金￥ ２０００ 

④￥ ６５００×４・７ 払戻金￥３０５５０ 利益金￥２２１５０ 

⑤￥ ８４００×１・５ 払戻金￥１２６００ 利益金￥ １７００ 

⑥￥１０９００×１・８ 払戻金￥１９６２０ 利益金￥ ５５２０ 

⑦￥１４１００×１・６ 払戻金￥２２５６０ 利益金￥ ４２６０ 

ここで清算すると     

利益金の総計は（払戻金）￥１０６３４０－（賭け金）￥５１８００＝￥５４５４０ 

となります。 

なかなか立派な皮算用ですが、実際に運用するとなると困難極まりないわけです。 

まず、複勝１点購入という購入方法で１４０００円賭けることができますか？ 

（ というよりもころがし続けて神経が持たなくなることが先に来ます ） 



できるかどうか分からないですよね？実際に運用してみました。 

久しぶりの運用でしたので、３０００円・３９００円・５０００円と額が上がるにつれ、

レースを直に見ることができなくなります。 

購入前・レース中・レース後・結構緊張するもので毎回精神的にアップアップになります。 

これを１日に何回勝負して継続していかないといけない？ 

そして、翌日に持ち越し・次週に持ち越しとなったときにいい緊張感が持続できるのか？ 

金額が上昇したまま、翌日・次週の最初のレースが午前中のレースの場合、継続しての金

額でもオッズに影響が出ないのか？ 

さまざまな悩みが出るのですが、それでもどうにかこうにか継続して６回転がして利益を

出しました。 

（７回目にドボン）７回目の金額１４１００円・出遅れて４着 

金額が上がったために安心を求めてオッズ的にも安心できる場所を求めてしまい、きちん

とした予想・決断ができなくなります。その結果が４着でした。 

これを克服するには慣れが必要なために場数を踏んで多くの経験を得ることが必要なので

すが、少々心理的な負担と金額的な負荷がかなり掛かります。必中こそが継続の条件です。 

そして、利益を求めるために少々のオッズでは収益機会が増えてこない。 

そこで、無理なことをしてしまうわけです。 

確実に３着以内にくることができる馬が居るにもかかわらず、低配当なためという理由だ

けで同じレースで高配当になる馬を探し始めることになります。 

複勝馬券が３着以内まで３通り的中があるという便宜性が引き起こすリスクです。 

２頭目探しで得るものは、たいてい４着馬です。 

一つの出馬表内に確定的な要素を持った馬が２頭いるはずもありません。 

的中が続いたとしても、偶然が続いただけですね。これを忘れてしまうわけです。 

的中したのは自分の手柄、敗北は偶然。逆です。的中は偶然、敗北は自分の責任。 

複勝馬券で購入しているので、不的中となった場合の後悔の度合いは一層大きなものにな

ります。 

そして、こちらの場合は錬金術とタイトルがついていますが、継続性を重視する資金の運

用スタイルとなっています。 

１回ごとに完結しないために、継続している限りは毎回資金を投じるごとに多大なストレ

スを被ります。 

徐々にですが、賭ける金額も増加していきます。 

気付かないうちに賭ける金額が５桁・６桁となっています。 

身動きが取れなくなります。 

初めにラクして儲かるような書き出しサンプルを例示致しましたが、結論的には非常にタ

イヘンです。 

興味を憶えた方は、一度だけでも実践してみてはいかがでしょう？ 



芝レース上がり３Ｆ指標 

 

良・稍・重・不良でのタイム補正 

各馬場状態に０・５ずつプラスマイナスすると、補正できます。 

 

上がり３Ｆ 

良３４・０ 稍３４・５ 重３５・０ 不３５・５で同水準となります。 

 

開催場補正 

上がりが出やすい競馬場→出にくい競馬場を順に並べると 

東京・阪神・京都・新潟・小倉・中山・中京・札幌・函館・福島となります。 

 

上がり３Ｆでの下の数値を基準に考えていただくとよく分かるかと思います。 

東京競馬場での上がり３Ｆ３４・０と中山競馬場での上がり３Ｆ３４・０ 

京都競馬場での上がり３Ｆ３３・５と中京競馬場での上がり３Ｆ３３・５ 

 

もちろん、距離別でも上がり指標があります。 

芝１２００ｍで上がり３４・０ 

芝２４００ｍで上がり３４・０ 

 

ペースの違いもありますが、長い距離を走った分消耗しているにもかかわらず同じ上がり

数値になるということは、力の違いがあるということになるわけです。 

 

＜冬ダート＞ 

冬開催の中山ダート１８００ｍで、時計指標・上３Ｆの数値が全く役に立たなくなります。 

 

あと、京都でのダート開催で差しが効かなくなります。 

中山では砂厚が変わること、京都では凍結防止剤の影響です。 

危険防止のため仕方のないことだと思いますが、若干競馬の展開面にも影響がありますの

で、備忘録として追記しておきます。 

 

ダート上３Ｆ指標 

＜速＞→＜遅＞ 

東京・阪神・京都・新潟・札幌・函館・中山・中京・福島・小倉 

 

 



＜最終章−１ 単勝によるころがし利殖＞ 

 

以前までに書き綴った計画書では、時間をかけてじっくり利殖を行うといった手法でした

が、今回からの方法は、手順は変わらないのですが資金の管理面で大きく異なります。 

通常の単勝ころがしの場合、全額を次の対象レースにつぎ込むといった具合ですので、敗

戦した場合全資金が消えることになります。 

この点をクリアすると資金が減少・枯渇しなくて済むことになります。 

 

・敗戦しても資金が枯渇しない 

・資金が増える方向へ持っていく 

 

ではどうすればいいのかとなるわけですが、全額を賭けなければいいわけです。 

そこで問題となるのは賭け金の管理です。 

ここが白紙ですとどうしようもないのですが、以前に複勝馬券の真実の項目で記した『ス

トック式錬金術』をアレンジして準用します。 

 

 

＜最終章−２ ストック式錬金術の準用＞ 

 

賭け金の管理が前項での課題となっていましたが、これをストック式錬金術のアレンジ準

用までは説明いたしました。 

アレンジする前にストック式錬金術の仕組みを説明しないといけませんね。 

複勝式で馬券を購入して開始時投資金額 

￥３０００ 投資対象オッズ ×１・３以上 

的中時に複勝オッズが×１・４以上の場合 オッズ数値×１・３を差し引き 

（例示 １・７−１・３＝０・４） 

次回額は×１・３なので、差引額はそのままストック（貯蓄）するという仕組みです。 

 

￥３０００×１・７＝￥５１００ 

次回額 ￥３９００ 差引額 ￥１２００（利益金） 

 

この投資金額の積算額なのですが 

初回￥３０００ 以後３９００・５０００・６５００・８４００・・・となりますが 

この数値の額面 ×１３０％を引っ張り出してきて準用します。 

若干複雑になりますが単勝式での利益目標額を前回額比率１３０％として額面設定します。 

 



そのために準備金が必要なのですが、初回の設定金額￥３００００（￥３０００×１０） 

一回目の利益目標額 ￥３９００ 総計￥３３９００ 

初期投資金 ￥３０００ とし 利益目標額を ￥３９００ と設定します。 

（目標オッズは×１・３ではなく×２・３になります） 

そしてオッズに合わせて（×２・３〜３・７）賭け金を上下させます。 

 

こちらはオッズ比率額を利用します。 

２・３ 76.923 ２・４ 71.428 ２・５ 66.666 ２・６ 62.500 ２・７ 58.823 

２・８ 55.555 ２・９ 52.631 ３・０ 50.000 ３・１ 47.619 ３・２ 45.454 

３・３ 43.728 ３・４ 41.666 ３・５ 40.000 ３・６ 38.461 ３・７ 37.037 

 

（例示） 

利益目標額 ￥３９００ 推定オッズ ×２・６ 

賭け金 ￥３９００×６２・５％ ￥２４３７（￥２５００）となります。 

 

これを繰り返して累積していくわけですが、的中が続けば賭ける金額が逓増し、不的中が

続けば賭ける金額が逓減していきます。 

もちろんその都度オッズに比して賭ける金額も上下します。 

毎回非常に複雑な計算をしないといけないわけですが、定額で賭け続けていくことに比較

すると自身の軍資金に合わせてリスク・リターンも上下していくことになります。 

 

 

＜最終章−３ 額設定＞ 

前項の数値の部分を文章で示すとこうなります。 

 

定額法 

利益目標額を固定しオッズに連動して賭け金を上下させる 

 

錬金法 

的中ごとに（目安額前額比率１１３％）１ＳＴＡＧＥずつ格上げする 

 

賭け金設定 

資金残高×１０％を一回の最高賭け金 

目標利益額＝最高賭け金×４／３と設定し定額法同様にオッズ連動し賭け金を上下させる  

 

何のことやら分からないですよね？ 



所持金￥３００００なら最高賭け金が￥３０００ 

所持金￥５００００なら最高賭け金が￥５０００ 

目標利益額が最高賭け金×１３０％（狙うオッズは×２・３〜）となります。 

そして不的中が続く場合、残金が目減りしますが、この場合も残金に合わせて賭け金が減

っていきます。 

 

（総資金から購入金額の例示ですが、敗戦が続くほどに どんどん引き算されていきます） 

３００００−３０００ ２７０００−２７００ ２４３００−２４００ 

２１９００−２１００ １９８００−１９００ １７９００−１７００ 

１６２００−１６００ １４６００−１４００ １３２００−１３００ 

１１９００−１１００ １０８００−１０００ ９８００−９００ 

９１００−９００ ８２００−８００ ７４００−７００ ６７００−６００ 

６１００−６００ ５５００−５００ ５０００−５００ ４５００−４００ 

４１００−４００ ３７００−３００ ３４００−３００ ３１００−３００ 

２８００−２００・・・ 

 

不的中が続くほどに惨めになっていきそうですが、確かに背負う金額も小さくなりますの

で、精神的な負担は緩くなります。 

また反対に的中が続くと賭け金が同様に増えていきますので身動きできなくなります。 

 

 

＜最終章−４ １日１鞍スタイルの維持＞ 

 

元々は１日１鞍の手順をどうにかして崩せないものかとして思案して創り上げた仕組みな

のですが、以下の点をすべて通過したものを最終決断の材料にしてください。 

 

１．馬レベル ２．オッズ切り ３．騎手レベル 

１．馬レベルを通過するものは ２．オッズ切りに引っかかるものがほとんどです。 

２．オッズ切りにかからなかったものは ３．騎手レベルへ移ります。 

３．騎手レベルというものは、ただ単にリーディング上位というもののみで最終決定して

しまうと２着終いという結果になってしまいます。 

２着終いあるいはそれ以下といった結果を呼び起こす原因として初騎乗というものがあり

ます。 

初騎乗は回避するものとして、優先順位としては主戦騎手が最上位です。 

単勝での購入ですので妥協を入れる余地はありません。 

ここまでの条件をすべて通過したものをピックアップしてください。 



＜最終章−５ リスクヘッジ＞ 

 

単勝を１日１鞍で切り上げて、というのが本来の方式です。 

それでも物足りない方のために、財布を別枠に切り分けて複勝で購入する方法をお伝え致

します。 

こちらは１日まとめ買いです。 

初期設定額￥２００００ 

こちらも単勝同様、設定額の１０分の１を複勝で購入します。 

まとめ買いですから購入金額が徐々に下がっていきます。 

 

（ 総資金からの購入金額 差引表 ） 

 

２００００−２０００ １８０００−１８００ １６２００−１６００ 

１４６００−１４００ １３２００−１３００ １１９００−１１００ 

１０８００−１０００ ９８００−９００ ８９００−８００ ８１００−８００ 

７３００−７００ ６６００−６００ ６０００−６００ ５４００−５００ 

４９００−４００ ４５００−４００ ４１００−４００ ３７００−３００ 

３４００−３００ ３１００−３００・・・ 

 

 

絞り込んでいるはずなのでそんなに購入数は多くはないと思います。 

ここまで準備するといつでも競馬場を後にできます。 

それでもまだ競馬に関わりたいのでしたら…そういった方のための方法を追記いたします。 

 

 

 

＜最終章−６ リスクヘッジ−２＞ 

 

前回リスクヘッジとして単勝とは別枠で、設定金まで用意して複勝で１日分のまとめ買い

をして、それでもまだ競馬場に『張り付きたい』方は複勝枠の残額の１０分の１を賭け金

として『ストック式錬金術』にて複勝ころがしをして楽しんでください。 

突き放しているわけではなく本当に複勝の練習にはなりますよ。 

的中したら、その都度勝因分析、不的中ならその都度敗因分析を必ず行なってください。 

そして毎回『１着』を目指して購入してくださいね。 

 

 



＜最終章−７ 安全率＞ 

 

単勝と複勝を比較しての安全率について言及いたします。 

単勝での的中は１着のみです。複勝での的中は１着・２着・３着の３通りです。 

安全率として単純に計算してしまえば安全率は３倍ですが、読みの精度は下がります。 

ではもう一つの安全率について言及します。こちらは金額面での安全率です。 

定額購入による購入方法だとすると危険度は常に一定ですが、オッズに比して金額を加減

できるようになると金銭面でのリスクを退避できるようになります。 

毎回身銭を切って勝負をするわけですから上記の複勝ではなく、下記に記した金銭面での

リスクをいかにして退避・排除するかに比重を置くことに重点を置きます。 

結論からいえば『自分の財布から如何にしてお金を出さないか』となるわけです。 

そしてこの標語そのものが最終課題となります。 

１つのレールを敷いて例示いたしますので、これにて最終章の括りといたします。 

 

１．１万円をつくる 

購入額１００円から的中ごとに金銭を上げる積み上げ式で購入する。 

（単勝オッズ７・０以上を狙って購入する） 

 

２．５万円をつくる 

１万円を分割し５０００円を１０個つくる。 

 

１００００円＝５００円×２０ 

５００円を転がして５０００円をつくる 

（単勝・複勝他式別は自由） 

・１２００円をつくる ５００円×２・４ 

・２６００円をつくる １２００円×２・２ 

・５５００円をつくる ２６００円×２・２ 

これを１０回繰り返して５万円作成 

 

３．５万円を利用して利益を積み上げていく 

 

２５０００円→単勝１日１鞍 

２００００円→複勝ころがし・ストック式錬金術 

 ５０００円→単穴で１００００円作成 

 

以下、同様に繰り返す。以上で全章終了でございます。 



＜＜ＳＴ管理表＞＞ 

＜ＳＴ０１＞００００１０００ ＜ＳＴ０２＞００００１１００ 

＜ＳＴ０３＞００００１２００ ＜ＳＴ０４＞００００１３００ 

＜ＳＴ０５＞００００１４００ ＜ＳＴ０６＞００００１５００ 

＜ＳＴ０７＞００００１６００ ＜ＳＴ０８＞００００１７００ 

＜ＳＴ０９＞００００１８００ ＜ＳＴ１０＞００００２０００ 

 

＜ＳＴ１１＞００００２２００ ＜ＳＴ１２＞００００２４００ 

＜ＳＴ１３＞００００２６００ ＜ＳＴ１４＞００００２８００ 

＜ＳＴ１５＞００００３１００ ＜ＳＴ１６＞００００３４００ 

＜ＳＴ１７＞００００３７００ ＜ＳＴ１８＞００００４１００ 

＜ＳＴ１９＞００００４５００ ＜ＳＴ２０＞００００５０００ 

 

＜ＳＴ２１＞００００５５００ ＜ＳＴ２２＞００００６１００ 

＜ＳＴ２３＞００００６７００ ＜ＳＴ２４＞００００７３００ 

＜ＳＴ２５＞００００８１００ ＜ＳＴ２６＞００００８９００ 

＜ＳＴ２７＞００００９８００ ＜ＳＴ２８＞０００１０８００ 

＜ＳＴ２９＞０００１１９００ ＜ＳＴ３０＞０００１３２００ 

 

＜ＳＴ３１＞０００１４６００ ＜ＳＴ３２＞０００１６２００ 

＜ＳＴ３３＞０００１７９００ ＜ＳＴ３４＞０００１９８００ 

＜ＳＴ３５＞０００２１９００ ＜ＳＴ３６＞０００２４３００ 

＜ＳＴ３７＞０００２７０００ ＜ＳＴ３８＞０００３００００ 

＜ＳＴ３９＞０００３４０００ ＜ＳＴ４０＞０００３８４００ 

 

＜ＳＴ４１＞０００４３３００ ＜ＳＴ４２＞０００４８７００ 

＜ＳＴ４３＞０００５５２００ ＜ＳＴ４４＞０００６２３００ 

＜ＳＴ４５＞０００７０３００ ＜ＳＴ４６＞０００７９４００ 

＜ＳＴ４７＞０００８９７００ ＜ＳＴ４８＞００１０１３００ 

＜ＳＴ４９＞００１１４４００ ＜ＳＴ５０＞００１２９２００ 

 

＜ＳＴ５１＞００１４５９００ ＜ＳＴ５２＞００１６４８００ 

＜ＳＴ５３＞００１８６２００ ＜ＳＴ５４＞００２１０４００ 

＜ＳＴ５５＞００２３７７００ ＜ＳＴ５６＞００２６８６００ 

＜ＳＴ５７＞００３０３５００ ＜ＳＴ５８＞００３４２９００ 

＜ＳＴ５９＞００３８７４００ ＜ＳＴ６０＞００４３７７００ 



＜ＳＴ６１＞００４９４６００ ＜ＳＴ６２＞００５５８８００ 

＜ＳＴ６３＞００６３１４００ ＜ＳＴ６４＞００７１３４００ 

＜ＳＴ６５＞００８０６１００ ＜ＳＴ６６＞００９１０８００ 

＜ＳＴ６７＞０１０２９２００ ＜ＳＴ６８＞０１１６２９００ 

＜ＳＴ６９＞０１３１４０００ ＜ＳＴ７０＞０１４８４８００ 

 

＜ＳＴ７１＞０１６７６９００ ＜ＳＴ７２＞０１８９３８００ 

＜ＳＴ７３＞０２１３９９００ ＜ＳＴ７４＞０２４１８１００ 

＜ＳＴ７５＞０２７３２５００ ＜ＳＴ７６＞０３０８７８００ 

＜ＳＴ７７＞０３４８９３００ ＜ＳＴ７８＞０３９４３０００ 

＜ＳＴ７９＞０４４５５６００ ＜ＳＴ８０＞０５０３４９００ 

 

＜ＳＴ８１＞０５６８９５００ ＜ＳＴ８２＞０６４２９２００ 

＜ＳＴ８３＞０７２６５０００ ＜ＳＴ８４＞０８２０９５００ 

＜ＳＴ８５＞０９２７６８００ ＜ＳＴ８６＞１０４８２８００ 

＜ＳＴ８７＞１１８４５６００ ＜ＳＴ８８＞１３３８５６００ 

＜ＳＴ８９＞１５１２５８００ ＜ＳＴ９０＞１７０９２２００ 

 

＜ＳＴ９１＞１９３１４２００ ＜ＳＴ９２＞２１２８５１００ 

＜ＳＴ９３＞２４６６２４００ ＜ＳＴ９４＞２７８６８６００ 

＜ＳＴ９５＞３１４９１６００ ＜ＳＴ９６＞３５５８５６００ 

＜ＳＴ９７＞３０２１１８００ ＜ＳＴ９８＞４５４３９４００ 

＜ＳＴ９９＞５１３４６６００ ＜ＳＴ１００＞５８０２１７００ 

 

＜ＳＴ１０１＞０６５３６４４００ ＜ＳＴ１０２＞０７３４４１４００ 

＜ＳＴ１０３＞０８２３２６１００ ＜ＳＴ１０４＞０９２０９９３００ 

＜ＳＴ１０５＞１０２８４９９００ ＜ＳＴ１０６＞１１４６７５７００ 

＜ＳＴ１０７＞１２７６８４１００ ＜ＳＴ１０８＞１４１９９３４００ 

＜ＳＴ１０９＞１５７７３３７００ ＜ＳＴ１１０＞１７５０４８１００ 

 

＜ＳＴ１１１＞１９４０９４０００ ＜ＳＴ１１２＞２１５０４５６００ 

＜ＳＴ１１３＞２３８０９２４００ ＜ＳＴ１１４＞２６３４４３９００ 

＜ＳＴ１１５＞２９１３３０６００ ＜ＳＴ１１６＞３２２００６０００ 

＜ＳＴ１１７＞３５５７４９０００ ＜ＳＴ１１８＞３９２８６６３００ 

＜ＳＴ１１９＞４３３６９５４００ ＜ＳＴ１２０＞４７８６０７５００ 

 



より高い山より雪玉を転がす 

 

高い山より雪玉を転がすとどうなります？ 

 

うまくいくと転がるにつれて雪玉がどんどん大きくなり転がる速度も加速がついてより速

くなります。失敗しても転がしているものは雪玉です。 

ですが、乱暴に投げつけるとつぶれるか爆ぜて（はぜて）しまいます。 

 

あくまで慎重に丁寧を心掛けないと、きれいに雪玉をつくることができないし軌道に乗せ

て遥か遠くの麓まで辿り着くこともできません。 

リスクを小さくして見返りを大きくしようとすれば事前にどこまでも準備をして、算段を

より正確に整える必要があります。 

日頃の馬券の取り組みで遥か先まで見通して常に算段を整えていますか？ 

 

 

レンガを積む 

 

構想はより高い山より雪玉を転がす 

 

軌道に乗るまでがタイヘンなのですが乗せると半自動でどこまでも転がっていきます。 

行動はレンガを積んでいくように一つ一つ丁寧にズレのないように、そして崩れないよう

に積み上げていきます。 

常に細心の注意を必要とします。乱暴は禁物です。 

気が遠くなるほどの作業ですが身銭を切って行動しているはずですので、気を引き締めて

毎回取り組んでくださいね。 

 

 

 

いつまで笑っていられるか 

 

勝負につきものなのは『敗戦』ですが、これにいつまで付き合っていられますか？ 

どれだけ負けても慌てることのない太い神経が必要です。 

ですがいつまでも笑っているのはただのバカです。 

 

この境目をしっかり見据えたうえで毎回勝負して下さいね。 

 


