


　 小倉の馬券師Ｔ
『ふぅ。
ちょっと疲れてきたな。

とりあえず喫茶店に入って
コーヒーでも飲も。』

Ｋ君
『そうっスね。
少し頭も休めたいし。。』

。。。
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　 小倉の馬券師Ｔ
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第 3章　芝の極意 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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【喫茶店にて】

＊ガシャッ　カララーン

『いらっしゃいませ～。』

店員お姉さん
『お客様、
ご注文はお決まりでしょうか？』

小倉の馬券師Ｔ壁
『えーと、
コーヒー 1つもらおうか。』
（えらいベッピンさんやな。）

　　定員お姉さん
『はい、コーヒー 1つですね。』

Ｋ君
(*́ ｪ `*)『ぼ、僕もコーヒー 1つで。』
（か、カワユイ）

定員お姉さん
『はい、かしこまりました。』

。。。

＊カチャッ（カップを置く音）

店員お姉さん
『どうぞ。』

小倉の馬券師Ｔ
『おう、ありがと。（笑顔）』
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　　定員お姉さん



店員お姉さん
『どうぞ。』

Ｋ君
(*́ ∀｀ *)『ど、どうもっス。』

小倉の馬券師Ｔ
『おい、Ｋ君。
今のロングヘアーの店員、
メチャメチャ美人やったな。

肌も白くてツヤツヤやったで。』

Ｋ君
(^^)『ですねー。
 匂いもいい香りでした。』

小倉の馬券師Ｔ
『やな。

ズズッ（コーヒーを飲む音）』

Ｋ君
『そう言えば、

今日は芝レースの休み明けについて
教えてくれるということでしたけど。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやったな。』
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【快速●●は休み明けの鬼】

　 小倉の馬券師Ｔ
『じゃあ、そろそろ本題に入ろうか。

以前話した

480キロを越える大型馬、

馬体重＋ 10キロ以上の馬、

これらを狙う作戦というのは
なかなか強力やったな。

で、これから教えるのは

芝レースの休み明けで

とてつもなく威力を発揮する
強力な手法になる。

「とりあえずコレを覚えとったら
今後数年間は勝てるやろ」

というぐらいパワーがあるものや。』

Ｋ君
『ホ、ホントですか？
は、早く教えてください！』

小倉の馬券師Ｔ
『まあ落ち着け、Ｋ君。
あせらんでも教えちゃる。

ええか、これはシンプルやけど
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　 小倉の馬券師Ｔ



メチャ強力な手法やからな。

他は忘れたとしても、
これだけは覚えておくように。』

Ｋ君
『はい。』

小倉の馬券師Ｔ
『じゃあ、早速いくで。

今回見るのはな・・
血統になる。』

Ｋ君
『血統ですか！？』

小倉の馬券師Ｔ
『そう、血統といっても
色々覚える必要はない。

覚えるのはたった一つだけ、

 ” サクラバクシンオー産駒の休み明け ”
　^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

コレだけ買っとけば
高い確率でプラスにできる。』

休み明け、サクラバクシンオー産駒
単 106％　複 97％ 総数 780
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サクラバクシンオー



Ｋ君
『ホ、ホントですね。』

＊＊
前回の第 2章で話した
回収率上昇の ” デトックスフィルター ”
を覚えてますか？

（休み明けデトックスフィルター
＝休み明けでは
牝馬＊夏以外 ＋ ブリンカー着用馬を排除する）

コレをを適用すると・・

休み明け、サクラバクシンオー産駒
単 106％　複 97％ 総数 780
↓
単 118％　複 100％ 総数 547
と、このようにパワーアップします。

基本的に休み明けに関しては
このフィルターを通せば回収率が
上昇してきますので

忘れずに適用するようにしてください。
＊

　 小倉の馬券師Ｔ
『意外と知られてないけど、

サクラバクシンオーの仔は
休み明けが得意で、とにかくよく走る。

他の血統と比較しても
群を抜いて成績がええからな。』
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　 小倉の馬券師Ｔ



Ｋ君
『確かにバクシンオーと言えば
スピードがあって、

休み明けでも走ってくる
イメージはあります。』

小倉の馬券師Ｔ
『ダッシュが速くて前に行ける馬が多いしな。

それと、データに関しては、
複勝回収率にも注目して欲しい。

100％に近いやろ？（97％）

オッズ 20倍以下のデータでこの数字は
なかなか出せん優秀な数値なんやで。』

Ｋ君
『やはり複勝回収率も重要なんでしょうか？』

小倉の馬券師Ｔ
『かなり重要やな。

データは単勝回収率よりも
複勝回収率の方が実は信頼できる。

まあ、その理由をここで説明すると
また長くなりそうなんでやめとくけどな。』
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小倉の馬券師Ｔ
 『で、バクシンオーの仔は
どの馬もトモが大きくてスピードが一級品。

やから、 ダートよりも
スピードを生かせる芝の方が
成績が良くなっとる。』

サクラバクシンオー産駒　芝、ダート別成績
＊休み明け以外も含む全成績

芝レース
単 96％　複 86％ 総数 2875

ダートレース
単 82％　複 75％ 総数 1664

芝とダートでは単回収率が14％も違う！

休み明け、サクラバクシンオー産駒
単 106％　複 97％ 総数 780

↓芝レースに限定
単 117％　複 110％ 総数 455

芝レースで回収率が爆発！　

Ｋ君
『ほんとですね。
かなりの数値です。

芝レースの休み明け、
サクラバクシンオー産駒。

とにかく覚えときます。』
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2010 アンコールＳ　小倉競馬場芝 1200m
サンダルフォン　6人気（10,9 倍）1着
馬体重＋ 10　542キロ

＊＊
第 1章で登場したダンダルフォンですが、

休み明けのサクラバクシンオー産駒（牡）、
芝レース、大型馬、短距離、馬体重＋10キロ

と今まで述べてきた休み明け好走の条件を
ことごとく満たしていたいました。

走ってきたのは当然と言えます。
＊

追記 ［残念なお知らせ］

種牡馬サクラバクシンオーは
2011年 4月 30日に急死しました。

したがってこの作戦が通用するのは
今後数年間となります。

まだ産駒が走っている今のうちに
ガンガン馬券を取っておきましょう。
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お疲れさまでした。
第 3章はここで終了となります。

あなたの休み明けを狙うスキルは
現在
レベル 3（MAX10）に達しました！

称号は
” 見習い休み明けハンター ”です。

第 4章【予告】

究極の仕事人編
‥‥‥………
休み明けはあの先生の管理馬でキマリ！

人一倍時間をかけて乗り運動をさせ
調教データは、ばっちりパソコンで管理する

そんな職人とも言えるあの先生の管理馬は
案の定、休み明けでも激走の嵐！

休み明け以外でも成績が優秀・・

でも実はこれこそが
データを構築する上で最も需要で
ミソとなる部分だった！

データは大→中→小と絞り込め！
‥‥‥………

次章 ”究極の仕事人 ”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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