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第 5章　ダートの秘密 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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【ダートレースを取る秘訣とは！？】

Ｋ君
『えーと、休み明けの
バクシンオー、バクシンオーっと・・

いた！

ってコレ、ダートレースか。。

休み明けのサクラバクシンオーは
芝でこそだもんな。。』

『やっとるようやの。』

Ｋ君
『あっＴ先輩。おはようございます。』

　 小倉の馬券師Ｔ
『おう、おはよう。

ところで、どうや？
休み明けのいい馬は何か見つかったかい？』

(;^_^ Ｋ君
『いや～まだです。

今ダートレースを検討してたんですけど、

ダートの休み明けを狙う
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　 小倉の馬券師Ｔ

1 週間後小倉競馬場競馬場にて



手っとり早い方法とかはないんでしょうか？』

小倉の馬券師Ｔ
『ダートか？

ダートを狙う方法は・・

あるよ。

ダートはダートで特別な狙い方がある。

しかもこれは世間一般にはまず
出回っていない
特別な方法になるやろうな。』

Ｋ君
『ホ、ホントですか！？』

【ダートレースのカラクリを暴け
狙いは前走の位置取りが●●の馬！！】

小倉の馬券師Ｔ
『本当や。

例えば、この馬なんかそうやけど、
コレ見て分かるかな？』

［第 15回 武蔵野ステークス（G3）］

グロリアスノア　6人気（14,8 倍）1着
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Ｋ君
『・・・うっ、

よく分かんないですね。』

小倉の馬券師Ｔ
『じゃあ、ちょっと
確認して欲しいんやけど、

その馬、
前走の脚質はどうなっとる？』

Ｋ君
(・・)『脚質！？　

えーと、11番手追走だから・・

追い込みですね。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。

つまりその馬は、

休み明けのダート、そして
” 前走で追い込んだ馬 ”

っちゅうことになる。

。。。

で、実はこれだけでも
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期待値はかなり高いんやで。』

今回休み明けダート、前走脚質 追い込み

単 97％　複 90％ 総数 1826
　+15　　 　+8 ←平均との差
＊脚質の定義→ http://p.tl/2bqT

Ｋ君 
『ほ、本当ですね。
単勝回収率は 100％近くあります。』

Ｋ君
(･_･?)『でも何でダートの休み明けは
前走追い込んだ馬がいいんでしょう？

イメージ的には逃げ、先行馬の方が
断然有利な気がするんですけど。。』

小倉の馬券師Ｔ
『それはやはり、

人気のなりにくさというのが
1つのポイントとしてあるな。

ダートコースっちゅうのは
芝と比べて直線が短いやろ？

（芝コースの内側に設置されているから→）

やから当然、
前に行った馬が有利やわな。

た・だ・し、

ダートで逃げ、先行馬が有利というのは

– 7 –



もはや常識というか、

ほとんどの人が知っている事。

むしろ知られ過ぎとるくらいや。

そうなってくると
いくら休み明けとは言え

前走で逃げたり先行した馬というのは

どうしても
マークされて人気になりやすい傾向
にあるんや。』

今回休み明けダート　前走脚質別成績

前走 逃げ
単 71％　複 73％ 総数 1561

前走 先行
単 80％　複 81％ 総数 4374

前走 差し
単 88％　複 85％ 総数 1826

前走 追い込み
単 97％　複 90％ 総数 1826
　+15　　 　+8 ←平均との差

Ｋ君
(・・；)『ムムムッ！、
本当ですね。

前走逃げた馬の回収率が一番悪くて、

先行馬、差し馬、追い込み馬の順に
回収率が上がってきてます。』
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＊＊
以前にも述べましたが、

重要な事なので
繰り返し言わせていただきます。

このような形のデータ

（↑正反対の性質のデータが一番回収率が悪く
性質が近づくにつれ、徐々に回収率が上昇）

は他のデータに比べて信ぴょう性が高いです。

つまり
同じ単勝回収率 97％のデータでも、

このように
他のデータによって証明されたものは
価値が全く違ってくるということです。
＊

小倉の馬券師Ｔ
『そうなんや。

ダートレースでは前に行った馬が
有利ということに違いはないんやけど、

前走で逃げたり先行した馬というのは
どうしても過剰な人気になってしまう。

（特に休み明けはその傾向が強い。）

それに対して
 
前走追い込んだ馬はどうや？
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追い込み馬は
ハナから相手にされんやろ。』

Ｋ君
『うむむむ、

確かに追い込み馬は人気に
なりづらいですよね。

でも

前走追い込んだ馬は、

今回も同じように
後ろから行く確率が高いと
思うんですけど。。

そうなると
ダートは前に言った馬が有利だから、

やはり厳しいような気が・・。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。

ダートは逃げ、先行馬が圧倒的に有利・・

やから同じ ”前走追い込んだ馬 ”でも、

” 今回は前に行く可能性が高い馬 ”
を狙う必要があるんや。』

Ｋ君
『えっ！
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ダートは逃げ、先行馬が圧倒的に有利・・



今回は前に行く可能性が高い・・！？
 
そ、そんなことが分かるんですか？

どうすればそんな馬を
狙い打つことができるんでしょう？』

　 小倉の馬券師Ｔ
『それはな・・

次章でな。』

＊＊
今回の第 5章では

ダートの休み明けで
前走追い込んだ馬を狙う

という少し非常識とも言える内容でした。

しかし、

このことは何も休み明けに限った話では
ありません。

これは
ダートレース全般に言えることなのです。

下記のデータをご覧ください。
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　 小倉の馬券師Ｔ



ダートレース、前走の脚質別成績

前走逃げ
単 78％　複 77％ 総数 5547

前走先行
単 82％　複 83％ 総数 17691

前走差し
単 84％　複 83％ 総数 16187

前走追込
単 87％　複 83％ 総数 6006
＊集計期間 2010 ～ 2006
＊休み明け以外も含む全成績

このようにダートレースでは

前走の位置取りが後ろにいくほど
回収率が高くなる傾向にあります。

目につくのが
前走で逃げた馬の回収率の低さです。

ダートレースでは
逃げ馬は人気になりやすい、

しかし、
気分よくハナを切った馬が
次走で逃げを打てなかった場合、

砂を被ったり揉まれたりして

もろい時がある
というのを覚えておくといいでしょう。
＊

ここまでお疲れ様でした。
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そして読んで頂きありがとうございます。

第 5章はここで終了となります。

あなたの休み明けをねらうスキルハ・・
！！

0デス！？

うわっ、やられました。。

スキルハンターに
あなたの今までためた大事なポイントを
全て盗まれてしまいました。

称号は
” 記憶を失った馬券師 ”です。

急ぎ第 6章を攻略して
スキルポイントを奪還してください。

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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