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第 6章　ダートの秘密 2  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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【追い込み馬が必然的に
先行する隠れたサインとは！？】

前回の復習

休み明けダート 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 3927

［前走 追い込み］
単 97％　複 90％ 総数 1826
　+15　　 +8

　 小倉の馬券師Ｔ
『休み明けのダートでは
前走追い込んだ馬を狙う
という話やったな。

で、同じ追い込んだ馬でも

今回は前に行く可能性が高い馬
を選ぶ必要があるんや。』

Ｋ君
『どうやったらそんな馬を狙い打つことが
できるんでしょう？』
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小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。

じゃあちょっとＫ君、
その馬の前走着順を見てくれるか？』

［500万下］　
ロジサイレンス　7人気（14,3 倍）1着

Ｋ君
(｡ ･_･｡ )『着順ですか？
 えーと、16着っス。』

小倉の馬券師Ｔ
『16着。。

つまりその馬は前走掲示板にも上がっとらん
凡走した馬っちゅうことになるな。』

Ｋ君
『そうなりますね。』

小倉の馬券師Ｔ
『うん。で、結論から言うと
 前走追い込んだ馬に関しては

凡走しているほど前に行く可能性が高いんや。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Ｋ君
『！！』

　 小倉の馬券師Ｔ
『この理由、なぜだか分かるかい？』

Ｋ君
(・・；)『えっ！？、なぜでしょう。
・・・

さっぱりです。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうか。

実は前走の着順と
その時の脚質というのは

今回の脚質と
密接に結びついとるんやで。』

Ｋ君
(･_･?)『！？

密接に結びついている・・！？

前走の着順と今回の脚質は
関係がある・・ってことですか？』

小倉の馬券師Ｔ
『そう。つまりな、

前走追い込んで好走した馬ちゅうのは、
　　　　　　　^^^^^
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今回も同じ作戦（＝追い込み）
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
で乗られる確率が高いんや。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

なぜなら、

前走追い込んでうまくいったから。

わざわざ作戦を変える必要はないな。

それに対して、
前走追い込んで凡走した馬というのは
　　　　　　　^^^^^
これはその脚質で
うまくいかなかった訳やから・・』

Ｋ君
(・・；)『あっ！そうか！！

うまくいかなかったから、

今度は思い切って
脚質を変えてくる可能性が出てくる！』

小倉の馬券師Ｔ
『その通り。

今度はもっと上の着順を目指して
脚質をチェンジしてくる可能性が
出てくるんや。

こんな感じでな。』
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　  調教師
「ウーム、
前走はちょっと後ろから行き過ぎたかな。。

よし！今度は思い切って
先行させてみるか。」

＊＊
実際データを見ると

前走追い込んで凡走した馬は、
　　　　　　　^^^^
追い込んで好走した馬に比べて
　　　　　
前へ行く確率が高くなっています。

下記のデータをご覧ください。

前走追い込み 今走の脚質

［前走 5着以内］
逃げ率   3％ 先行率       24％
差し率 46％ 追い込み率 26％

［前走 6～ 9着］
逃げ率   7％ 先行率       27％
差し率 41％ 追い込み率 23％

［前走 10着以下］
逃げ率   9％ 先行率       33％
差し率 35％ 追い込み率 22％
＊

Ｋ君
(・・)『た、確かに。

前走追い込んだ馬に関しては
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　  調教師



着順が悪いほど
前に行けてますね。』

　 小倉の馬券師Ｔ
『この傾向は何も休み明けに
限ったことやないから
しっかり覚えとくとええ。

そして危険なのが、

前走追い込んで好走した馬。

コイツが人気になっとる時は
疑ってかかることや。

なぜなら

今回も同じように
後ろからの競馬をする確率が高いからな。

” 競馬は逃げ、先行馬が圧倒的に有利 ”

という、不変の法則を忘れんように。』

［前走追い込み、1～ 3着］
単 68％　複 74％ 総数 2874
　-14　　　-7 ←平均との差
期間 2010 ～ 2006

＊＊
今かなり重要なことを言いました。

「前走追い込んで好走した馬は危ない」

「なぜなら今回も追い込む確率が高いから」
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このことは案外、見過ごされている
ように感じますが、

競馬というのは前に行った馬が
圧倒的に有利なゲームです。

したがって、

後ろから行く馬を買えば買うほど
長い目でみれば
確実に回収率は落ちていきます。

［今走脚質別 成績］
  単   複

逃げ 154％ 115％
先行 104％ 101％
差し   58％   67％
追い込み   29％   38％

＊期間 2010～ 2001
＊単オッズ 20倍以下

ですから、そういう
確実に後ろからいくと分かっている馬は
できるだけ避け、

可能な限り前に行ける馬を買う。

これが競馬で勝つ上で
1つ重要なポイントになってきます。
＊

Ｋ君
(́^ ｀ )『頭が混乱してきました・・。

ちょっと整理すると。。
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★前走追い込んで好走した馬（1～ 3着）は
今回も追い込む確率が高い

だから買っちゃダメで、

★前走追い込んで凡走した馬（6着以下）は

今回、脚質を変えてくる可能性がある・・
だから、期待値も高くなる　

ということいいんですよね。』

　 小倉の馬券師Ｔ
『そうゆうこと。

まあ先行する確率が高いと言っても

” 前走追い込んだ馬にしては ”
高いってことやからな。

その辺は間違わんように。』

Ｋ君
(｡ ･_･｡ )『はい。

そりゃあ、前へ行くだけなら

単純に前走で先行した馬を買えば
いい話ですもんね。』

小倉の馬券師Ｔ
『そうやな。

前に行くと分かっている馬が

– 11 –
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先行したとしても
たいして期待値は高くない。

それよりも、

後ろから行くとみんなが思っている馬が
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
突然先行するから
^^^^^^^^^^^^^^^^
期待値は高くなるんや。

以前話したように、

” 皆の認識と実際の確率にズレが生じた時 ”

初めて
期待値というのは高くなるんやからな。』

＊期待値が高い
＝世間の評価（人気）以上に走る確率が高い状態

期待値の高い馬を買い続けることで
年間プラス収支が可能になってきます。

Ｋ君
『確かに穴をあける馬って
フイ打ちで、突然逃げたりする馬ですもんね。』

小倉の馬券師Ｔ
『そう。実際データを見ても

前走 逃げ → 今走 逃げ
よりも

前走 差し、追い込み → 今走 逃げ
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の方が断然回収率は高くなっとるからな。』

［前走 逃げ → 今走 逃げ］
単 119％　複 102％ 総数 3617

［前走 差し → 今走 逃げ］
単 191％　複 128％ 総数 1778

［前走 追い込み → 今走 逃げ］
単 221％　複 134％ 総数 464

＊集計期間 2010～ 2006

［まとめ］

＊ダートの休み明けは前走追い込んだ馬

＊前走の着順は6着以下

［今回休み明けダート、
前走追い込んで 6着以下だった馬］

単 106％　複 93％ 総数 1409
（単オッズ 20倍以下　期間 ’10 ～ ’01）

【もうひとつの強力データ】

小倉の馬券師Ｔ
『そうそう、それとな、
 
前走追い込んだ馬が
前に行きやすいという意味では

” 芝→ダート替わり ”
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の馬も効果的やな。

前走芝レースを走った経験から
ダッシュがきいて前へ行きやすくなる。』

［今回休み明けダート、
前走脚質 追い込み、芝→ダート］

単 109％　複 92％ 総数 603
（単オッズ 20倍以下　期間 ’10 ～ ’01）

お疲れさまでした。
第 6章はここで終了となります。

そして、ついにとっちめました。

あなたの大事な競馬スキルを
盗んだ犯人を逮捕しました！

彼は競馬を勝ちたい一心で
つい魔が差してしまったようです。

ここはマザーテレサ級の
寛大な精神で彼を許してあげましょう。

あなたの休み明けを狙うスキルは・・

レベル 7（MAX10）に急上昇しました！！

称号は ” 休み明けスナイパー ”です。

次章では
データを更に進化させ
超強力にパワーアップさせる
秘密の手法をお話しています。

これを応用すれば・・
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モンスター級に破壊力がある
レアでオリジナルなお宝データが
まるで錬金術のように
ザクザクと発見できるようになります。

あなたの強力な味方となる
”信憑性の高いオリジナルデータ ”を
次々と発掘し、完全武装することで、

競馬の勝ち組へグンッと
近づくことができるでしょう。

休み明け以外でも使えるデータが
無尽蔵に生み出せるので
かなり重宝すると思いますよ。

第7章 ” フュージョン ”編を
どうぞお楽しみに。

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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