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第 2章　デトックス 編



著作権について
本書は著作権法に基づき保護されている文書書物です。
お取り扱いには、以下の点にご注意ください。

本書の著作権は小倉の馬券師Ｔ（大串知広）にあります。

著者の文書および、その他、著作物に関する全ての物を
事前に許可無く本書の一部、または
すべてのあらゆる手段による複製、流用、転写、転載など
一切禁止しております。

免責事項
本書は著者の経験により書かれているものであり
全ての読者様の利益を約束・保証するものでは
ございませんので、ご了承お願い申し上げます。

馬券は自己責任のもと購入してください。
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【毒を吸い出して、回収率を
急上昇させる秘伝の手法とは！？】

小倉競馬場にて

「ようこそ、いらっしゃいませ。」

「ありがとうございます。」

Ｋ君
『うーん、なんで競馬場のお姉さんは
こんなに美人が多いんだろう、
ん？』

『ええやないか、携帯の番号ぐらい
教えてくれても。
別に減るもんやないし。』

『え！？彼氏がおる？
 
かまへん、かまへん。
いいから早よぉ、おせーてくれ。』

Ｋ君
『あ、あの声は。。』

Ｋ君
『ちょっとＴ先輩、
何やっててるんですか！』
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　 小倉の馬券師Ｔ
『！？　お、おうＫ君。
 
ちょ、ちょっとそのお姉さんに
今何時か、
時間聞いとったとこやで。』

Ｋ君
『・・・

バレバレの嘘言わないでください。
 
ナンパしてる場合じゃないですよ！

今日は
”休み明けを狙う極意 ”の続きを
 
教えてくれる約束じゃないですか。』

小倉の馬券師Ｔ
『そ、そうやったな。。
うっかり忘れとった。』

Ｋ君
『お、お願いしますよ。』

小倉の馬券師Ｔ
『え～と、先週は・・』

先週の復習

休み明けは
大型馬と大幅に馬体重が増加した馬の回収率が高い。
★ 500キロ以上　単 94％
★ +20キロ以上　単 104％　　
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　 小倉の馬券師Ｔ



小倉の馬券師Ｔ
『という話やったな。うん。

で、今回はいきなり核心の部分

”休み明けを狙う極意 ”について
触れてももええんやけど、

それはちょっと待ちや。
 
何事もまず
基礎となる部分をしっかりと
押さえておく必要があるからな。』

Ｋ君
『基礎・・ですか？』

小倉の馬券師Ｔ
『そう。

最終的には
休み明けの馬の中から

超期待できるプラスの要素で
絞り込んで行く訳やけど、

その前にまず、期待値を下げる
マイナスの要素を排除しておく
必要があるんや。』

＊＊
多くの競馬ファンは
回収率を上げる要素ばかりに着目して
逆に下げる要素には無頓着です。
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なにか勝てる方法はないか、
プラスの要素はないか

と常に探してまわっています。

でもそれだけじゃあ競馬で
勝つことはできない。

それだけでは弱いです。

考えてみてください。

例えば健康にしてもそうです。

この食べ物が体にいい、
今度はこっちがいいと
何かいいものを

”摂取すること ”

ばかり重要視しています。

でも実は摂取することと同じように
摂取しないことも大事なんです。

食べ過ぎ、酒、たばこ、カフェイン、添加物

これらをいくつか止めただけで
だいぶ健康な体に近づくんじゃ
ないでしょうか？

また近年、デトックスと言って

体の中の毒を外に出す事によって
健康になることが分かってきています。

このことは競馬についても同じです。
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回収率を上げるのは
何もプラスの要素だけじゃない。

マイナスの要素を取り除くことでも
回収率をアップさせる事は出来るのです。

しっかりと毒（＝マイナスの要素）を
デトックスした（＝取り除いた）その後で、

プラスの要素で勝負していけばいい。

プラスの要素とマイナス要素は
車でいう車輪の両輪です。

どちらが欠けてもダメ。

ここまで言えば分かってもらえたと
思います。
＊

　 
　 小倉の馬券師Ｔ
『でな、まず最初にコレは
排除しとかないかん、

という要素が 2つある。

これはかなり危険なモノやから
注意して聞いて欲しいんやけどな。』

(・・；) Ｋ君
『最初に排除・・
それはいったい何でしょう？』

小倉の馬券師Ｔ
『ずばり、
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　 小倉の馬券師Ｔ



” 牝馬 ”
と、
” ブリンカー着用馬 ”や。』

Ｋ君
『！？
 
牝馬とブリンカー着用馬・・！？』

小倉の馬券師Ｔ
『そう、この 2つが休み明けの回収率を
押さえつけている
重石みたいなもんやな。

これを取り除くことによって回収率を大幅に
上昇させることができるんや。』

Ｋ君
『！？
 
でも、例えば

牝馬なんかはよく

”仕上がりが早い ”　　
って聞きますけど・・。

実際のとこ牝馬は
休み明けダメってことなんですか？』

小倉の馬券師Ｔ
『 その通り、
牝馬は休み明け走らん。』
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Ｋ君
『そ、それはいったいなぜなんでしょう？』

小倉の馬券師Ｔ
『それはな・・・

　カチャッ（たばこに火をつける音）

 ふぅ～～。。

・・・

ワシにも理由はよう分からん。』

Ｋ君
『えっ！？分かんない・・。』

小倉の馬券師Ｔ
『そう、分からん。。

けどデータがそう示しとる。

しかもかなりの総数で
証明されたものやから
これは信頼できる事実と言ってええな。

この傾向は
牡馬と比較すると一目瞭然やで。』
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性別で分けた休み明けの成績

今回休み明け、牝馬
単 76％　複 75％ 総数 8307

今回休み明け、牡馬セン馬
単 89％　複 87％ 総数 16733
＊注 単オッズ 20倍以下

Ｋ君
(・・)『うっ、確かに。

これだけの数があって
明らかに牝馬の休み明けは
苦戦傾向っスね。』

＊＊
ここで注目して欲しいのが
休み明け牡馬（セン馬）の成績です。

回収率はそれだけで 90％に近い。

該当馬は限りなく多いので
これらを更に絞り込んでいけば、

回収率 100％を超えるのは
難しいことではありません。
＊

　 
　 小倉の馬券師Ｔ
『ただし一つだけ例外がある。

Ｋ君、

牝馬が走ってくる時期といえば
いつか分かるか？』
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　 小倉の馬券師Ｔ



Ｋ君
(^_^)『あ、それ、分かるっス。

夏ですよね。

” 牝馬は夏走る ”の格言がありますから。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。

データを見ても確かに夏だけは
牝馬でも休み明けの成績がええ。』

休み明け、牝馬　夏（7～ 9月）
単 91％　複 84％ 総数 2239

↓牝馬限定レースを除く
単 94％　複 90％ 総数 1336

Ｋ君
『本当ですね。
だてに格言にはなってないです。』

小倉の馬券師Ｔ
『ということはやな、

夏の時期を除いた牝馬の休み明けは
かなり悪い数字に
なるっちゅうことやで。』

休み明け、牝馬　＊夏（７～ 9月）を除く
単 70％　複 72％ 総数 6068
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↑牝馬限定レースを除くと（混合）
単 65％　複 68％ 総数 3157

Ｋ君
『牡馬との混合レースでは
更に数字が悪くなってますね。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。牡馬相手だと分が悪い。

つまりワシらが休み明けの馬を
狙う場合、

牡・セン馬 ＋夏の牝馬
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
だけ。

これに限定して勝負する。

それ以外の
例えば冬の牝馬とかは
初めから狙わん。

で、休み明けの全データから
夏（7～ 9月）以外の牝馬を除くとこうなる。』

休み明け、牝馬を除く（←夏以外）
単 89％　複 87％ 総数 19927

Ｋ君
『なかなかの数値です。』

小倉の馬券師Ｔ
『データの総数が 2万近くもあるから

– 13 –



絞り込めばもっと回収率を
上げることも可能や。』

Ｋ君
『なるほど。』

【デトックス2意外な毒】

小倉の馬券師Ｔ
『ところでな、

某大手競馬サイトに
休み明けに関する
こんな記事が載っとったんや。』

コレ↓
・・ちなみにブリンカーは
休み明けの場合には力みを生み、
懸念になる時があります。

Ｋ君
『へー、初耳です。
で、実際のとこダメなんですか？』

小倉の馬券師Ｔ
『気になったから調べてみたんやけど・・

確かに悪いデータが出とる。』

休み明け、ブリンカー着用馬
単 59％　複 76％ 総数 1605

Ｋ君
(- ω -;)『ありゃ、これは目も当てられませんね。』
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ブリンカー着用馬



小倉の馬券師Ｔ
『この事は一応気に留めておいた方が
ええやろうな。

前にも言ったけど、

こういう人が全然知らない事実や

世間の認識と実際の数値に
開きがある要素。

これらを多く知っているほど
競馬では有利に戦えるからな。』

Ｋ君
『ナルホド。』

小倉の馬券師Ｔ
『まとめると
休み明けの馬を狙う場合、

牡・セン馬か夏の牝馬。

そしてブリンカー着用馬は避ける。

その中から調教や、その他の要素で
絞り込む訳やな。』

今回休み明け、牡・セン馬＋夏の牝馬
ブリンカー着用馬を除く
単 91％　複 87％ 総数 18598
↑この中から勝負馬を絞り込む。
これは土台のようなもの。
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このようにマイナスの要素を排除することを

余計なデータをろ過するというイメージから
” デトックスフィルター ”と呼んでいます。

今回は休み明け限定のフィルターでしたが
他にもさまざまなフィルターが存在します。

が、それはまた別の機会に。

ここまでお疲れさまでした。
そして読んで頂きありがとうございます。

第 2章はこれで終了です。

あなたの休み明けを狙うスキルは
現在
レベル 2（MAX10）に達しました。

称号は ” 休み明けマスターのまな弟子 ”です。

第 3章【予告】

芝の極意編
‥‥‥………
芝レースの休み明けは実は超簡単だった！

毎年、毎年、あからさま繰り返されている
この単純な激走穴パターンを知るだけで

競馬を初めて 3日目という超初心者でも
いとも簡単にプラス収支を達成し、

競馬歴 26年のような
大ベテランのおじさんから
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『●●先生』
と呼ばれ、教えを乞われるようになります。
‥‥‥………

第 3章 ” 芝の極意 ”編をお楽しみに。

感想をこちらへよろしくお願いします <(_ _)>
⇒ http://p.tl/9hki
＊クリック後「許可」を選択
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