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はじめに
『競馬って面白の？』
そう思ったのは中学生のころでした。

競馬好きの父親に連れられ、阪神競馬場へ行き、
初めて買った馬券のことは今でも覚えています。

初めて買った馬券は、
複勝でたった100円賭けただけでしたが、
スタート直前までドキドキしていました。

しかし、スタート直後に落馬・・・。
残念ながら私にビギナーズラックあるあるの
一攫千金はなかったです。

ですが、競馬にハマりました。

毎回違うレース展開、
間近で見る競走馬の迫力、歓喜する大衆、
全てが私には面白く感じたのです。

競馬ってこんなに熱くなるスポーツなんだ、と。



本当に⾯⽩いの⼀⾔に尽きます。
でも、その⾯⽩さを知らない⼈が
この世にたくさんいます。

競⾺に興味を持っていても、
「わからない」状態が続くと
結局競⾺の⾯⽩さに触れられないままです。

競⾺に興味があるけど
なかなか本格的に始められていない⼈は、
ぜひ本書を参考に競⾺を始めてみてください。

また、『競⾺を⻑年しているけど、
毎年マイナス収⽀でただ財布が寂しくなってい
るだけ』の⼈も、
本書を参考に予想の精度を⾼め、
より楽しい競⾺時間を過ごしてください。

きっと今までと⼀味違う⾯⽩さを体感できると
思います。

本書には、競⾺の基礎はもちろん。
私が5年以上かけて編み出した競⾺の予想法をま
とめています。

今⽇明⽇の勝ち負けではなく、⽣涯での競⾺回
収率を100％以上にすることを⽬的として本書を
作成しました。



⽣涯収⽀がプラスなら死ぬまで競⾺を楽しめち
ゃいますからね。やっぱり競⾺ファンとしてそ
こは第⼀に考えたいわけです。

なので、競⾺新聞の⾒⽅やパドックの⾒⽅、
おすすめの買い⽅など、本当は教えたくないで
すが、本書を⼿にとってくれたあなたにだけ特
別に教えちゃいます。

本書を読めば読むほど、
「予想って意外とシンプルなんだ」と思っても
らえると思います。

仮に⾺券が当たらなかったとしても、ゲームと
して楽しめるものになります。あくまで⽬的は
⽣涯収⽀のプラスだということを忘れないでく
ださい。

⾺券は宝くじとは違って、
”当たりが必ずこの中にある”状態です。

3000円で宝くじを買うよりも、⾺券を買った⽅
が当たる確率は圧倒的に⾼いです。



18頭出⾛しているレースでも、
その中に１、２、３着になる⾺がいるのです。

必ず当たりがあるから、誕⽣⽇⾺券を買って
も、ラッキーナンバーで買っても、名前が可愛
いと思って買っても当たる時は当たります。

しかも結構な頻度で。
しかしこれは毎回当たる訳もないので、
ちゃんと論拠を持って⾺券を買った⽅がいいと
いう訳なのです。

論拠を持って⾺券を買うことで、当たってもハ
ズれても、『良かった点・悪かった点』を考え
ることができます。

それがステップアップに繋がり、競⾺をマネー
ゲームとして本格的に楽しめるようになりま
す。

それでは早速、本題に⼊りましょう。
『いやぁ、競⾺ってほんと⾯⽩い』とあなたが
思ってくれますように。

ちなみに第１章は競⾺超初⼼者向けの内容なの
で、ある程度競⾺をやったことのある⼈は、2章
から読んでもらえれば⼤丈夫です。



第１章：競馬入門
・競⾺とは何か？
競⾺は、騎⼿が乗った⾺により競われる競⾛競
技、および、その着順を予想する賭博です。

要するにギャンブルです。
⽇本、フランス、ドバイ、⾹港など多くの国で
開催されています。

勝⾺投票券（⾺券）の販売とセットで開催され
ており、当たれば配当⾦がもらえる仕組みにな
っています。

・⾺券の種類
⾺券は、単勝、複勝、応援⾺券、枠連、⾺連、
⾺単、ワイド、3連複、3連単、WIN5（インタ
ーネット投票限定）の10種類あります。

単勝：1着になる⾺を当てる⾺券
・単勝はもっともシンプルな⾺券で、
 どの⾺が勝つのかを当てる⾺券です。
・出⾛する⾺が2頭以上の場合に発売します。
・⾺番号で指定します。



複勝：3着までに⼊る⾺を当てる⾺券
・出⾛する⾺が5頭以上の場合に発売します。
・出⾛する⾺が7頭以下の場合は、
 2着までが的中となります。
・⾺番号で指定します。

応援⾺券：1頭の⾺の「単勝」と「複勝」を同時
に購⼊できる⾺券
・応援⾺券は、1頭の⾺の単勝と複勝が
 1枚の投票券になっている⾺券です。
・お好きな「⾺」を応援していただくという
 意味を込めて、⾺番号および⾺名の上部に  
【がんばれ！】という⽂字が印字されます
・1つの⾺番号ごとに1枚の⾺券が発券されま
 す。
・オッズ・払戻⾦は、単勝・複勝と同じです。
・⼀度に同じ⾦額の単勝と複勝を同時に購⼊す
 ることになるので購⼊⾦額はマークカードに
 記⼊された⾦額の倍の⾦額となります。

枠連：1着と2着になる⾺の枠番号の組合せを当
てる⾺券
・枠連は組合せとして当たっていればOK。
・1着と2着の着順は関係ありません。
・出⾛する⾺が9頭以上の場合に発売されます。
・発売開始時に8頭以下となった場合でも、「同
じ枠に2頭以上」が出⾛する時は、枠連を発売し
ます。
・海外競⾺での発売はありません。



⾺連：1着と2着になる⾺の⾺番号の組合せを当
てる⾺券
・⾺連は組合せとして当たっていればOK。
 1着・2着の着順は関係ありません。
・出⾛する⾺が3頭以上の場合に発売します。

⾺単：1着と2着になる⾺の⾺番号を着順通りに
当てる⾺券
・⾺単は、着順通りに当てないと
 的中になりません。
・出⾛する⾺が3頭以上の場合に発売します。

ワイド：3着までに⼊る2頭の組合せを⾺番号で
当てる⾺券
・ワイドは組合せとして当たっていればOK。
����1着・2着・3着の着順は関係ありません。
・出⾛する⾺が4頭以上の場合に発売します。
・3着が同着の場合は、3着・3着の組合せは
 不的中となります。

３連複：1着、2着、3着となる⾺の組合せを⾺番
号で当てる⾺券
・3連複は組合せとして当たっていればOK。
 1着・2着・3着の着順は関係ありません。
・出⾛する⾺が4頭以上の場合に発売します。



３連単：1着、2着、3着となる⾺の⾺番号を着順
通りに当てる⾺券
・3連単は、着順通りに当てないと
 的中にならないため、難易度は⾼いですが、
 配当は⾼くなりやすい傾向にあります。
・出⾛する⾺が4頭以上の場合に発売します。

WIN５：JRAが指定する5レース全ての1着⾺を
当てる⾺券
・1着になると思う⾺は、⾃分で予想しても
 コンピューターにおまかせしてもOK！
・海外競⾺での発売はありません。

・⾺券の買い⽅
＜競⾺場で⾺券を購⼊＞
競⾺場には備え付けの⾃動発売機があり、現⾦
で⾺券を購⼊することができます。

実際に競⾺が開催されていない競⾺場でも購⼊
可能です。各フロアに置いてあるマークカード
に記⼊し、⾃動発売機に⼊れることで⾺券を受
け取ることができます。

また、窓⼝でマークカードを係員に渡すことで
⾺券を購⼊できる場所もあります。



＜WINS（ウインズ）で⾺券を購⼊＞
全国の各地区には⾺券を購⼊できるWINS（ウイ
ンズ）と呼ばれる場外⾺券発売所があります。
各地区のWINSやアクセス⽅法についてはJRAホ
ームページをご参照ください。

＜インターネットで⾺券を購⼊＞
競⾺場やWINSに⾏かなくてもインターネットに
よる⾺券の購⼊⽅法があります。

パソコンやスマートフォンなどインターネット
接続できる端末から気軽に⾺券が買えます。
インターネット投票には、対応した銀⾏の⼝座
が必要となりますが、詳細はJRAホームページ
を参考にしていただければと思います。

・的中⾺券の払戻⽅法
＜競⾺場・WINSでの払戻⽅法＞
レースが確定し、⾃分が購⼊した⾺券が的中し
ていることを確認したら、競⾺場・WINSに備え
付けの⾃動払戻機の場所へ向かいましょう。
機械の前に⽴つと⾳声で案内してくれます。

それに従って、⾺券を払戻機の中に投⼊すると
⾃動的に配当が計算されて払戻⾦が出てきま
す。



なお、⾃動払戻機での払戻しは100万円未満の場
合で、100万円以上の⼤⼝での払戻は専⽤窓⼝で
の払戻しとなります。

100万円の束にはそれぞれの競⾺場・WINSの帯
封がされており、⾼額払戻者のステータスとも
いえる代物です。

＜インターネットでの払戻⽅法＞
インターネット投票で⾺券が的中した場合は、
レース確定後すぐに「購⼊限度額」に反映され
ます。

まだレースが残っている場合は、
増えた残⾼分で別のレースの⾺券を購⼊するこ
とができます。

競馬新聞には何が書いてある？

競⾺新聞には、⾺の名前、⾺番、枠番、
⾺の年齢、騎⼿の名前、⽄量、コース、距離、
各⾺の成績、調教タイム、関係者のコメント、
記者の推奨⾺などが記載されています。

『予想をする上で最低限必要な情報のまとめ』と
いうイメージで⼤丈夫です。



⾺券の種類が多いので競⾺初⼼者の⽅は
「何を買えばいいんだろう？」と迷ってしま
い、結局⾺券を買わずに終わってしまう⼈も多
いでしょう。

それではもったいないので、競⾺ビギナーの⽅
はとりあえず複勝で買ってみるのがおすすめで
す。

複勝は、３着以内に⼊れば当たりなので、
的中率も⾺券の中で⼀番⾼いです。

競⾺は当たっていれば常に上機嫌で楽しめるの
で、まずは当てることが先決です（笑）

いきなり難しい⾺単や３連単は買わず、
⼤⼈しく的中率が⾼い複勝を買って楽しむこと
から始めましょう。

ただ、複勝は的中率が⾼い分、配当は安くなっ
てしまいます。『お⾦的にもう少しうまみが欲
しい』というビギナーさんは単勝を買うといい
です。

競馬ビギナーさんに
おすすめの馬券



単勝は１着を当てる⾺券です。⾃分が買った⾺
が勝つという展開も爽快ですし、複勝の3倍以上
の配当が⾒込めます。

また、単複買いも初⼼者の⽅にとてもおすすめ
です。単複とは、単勝と複勝両⽅を買うこと
で、応援⾺券とも⾔います。

応援⾺券はネットでは買えませんが、
現地で応援⾺券を買うと、⾺券に『頑張れ！』
と表記されるので、頑張れ⾺券とも呼ばれてい
ます。

普通の⾺券と違った感じで楽しめるので
競⾺ファンからも⼈気の⾺券なんですが、
応援⾺券は推奨しません。
あくまで単複をおすすめします。

「何が違うの？」に対する答えは簡単で、
⼀緒に買うか別々に買うかです。

応援⾺券は単勝と複勝で同じ⾦額しか賭けるこ
とができません。

買った⾺が1着にきたらいいですが、2着もしく
は3着だった場合損する可能性が⾮常に⾼いで
す。



例えば、1番⼈気の⾺（単勝オッズは3倍と仮定
します）の応援⾺券を500円で買ったとします。
この場合単勝と複勝に500円ずつなので1000円
使います。

で、結果が2着だった場合、単勝はハズレで複勝
は当たりなのですが、複勝のオッズが2倍以上つ
かなければトリガミになってしまいます。

トリガミとは賭⾦よりも配当⾦が少ないことを
⾔います。応援⾺券を買うとトリガミになる可
能性が⾮常に⾼いのです。

なので、単勝と複勝で賭⾦を調整して
別々で買った⽅がいいのです。
同じ1000円でも、単勝300円と複勝700円という
⾵に調整することでトリガミを回避することが
できます。

単複買いのポイントは複勝を当てにいくことで
す。単勝はおまけで、当たったらラッキーって
感覚です。

複勝で単勝分の賭⾦を回収できるように計算し
て⾺券を購⼊するように⼼がけましょう。



第２章
競馬新聞を読み解く
競馬新聞に書いてあること

（おさらい）
競⾺新聞には、⾺の名前、⾺番、枠番、
⾺の年齢、騎⼿の名前、⽄量、コース、距離、
各⾺の成績、調教タイム、関係者のコメント、
記者の推奨⾺などが記載されています。

要するに
『予想をする上で最低限必要な情報のまとめ』で
す。

おすすめの競馬新聞
私が愛⽤している競⾺新聞はニッカンです。

情報がかなり⾒やすくまとめられているため、
新聞内を⾏ったりきたりしなくてもいいのが魅⼒
です。



コースも載っているので、慣れてくると
新聞だけで展開予想もできてしまいます。

また、本紙本命のみ参考になるため、
迷った時は乗っかってもいいです。
どのレースも本紙本命◎がついている⾺は要チ
ェックです。

その他の競⾺新聞をおすすめしない理由も
⼀応お伝えしておきます。

①情報量が多すぎて⾒づらい
②⾼い情報誌はもったいない
 （新聞代は150円まで）
③１レース分の情報が
 まとまっていなくて⾒づらい
④とにかく⾒づらい

というわけで、
ニッカン新聞以外はおすすめしておりません。
他の新聞社に、知り合いも多数いますが、
知り合いのいないニッカン競⾺を推していま
す。

お世辞抜きでこれが⼀番⾒やすいです。



①⽄量
チェックするのは、⼀番負担重量が軽い⾺。

各⾺の騎⼿の横に数字が書いてあります。
これは⾺が背負う重さを指しており、負担重量
と呼ばれます。

負担重量が重ければ重い程、⾺への負担も⼤き
くなります。3歳の⼦供をおんぶするより、10歳
の⼦供をおんぶする⽅がしんどいのと同じ原理
です。

ハンデ戦の場合、負担重量に差があるため、
⼀番軽い負担重量にチェックを⼊れておきまし
ょう。複数⾺いる場合は全てチェック⼊れて⼤
丈夫です。

ただ、新⼈騎⼿の場合は少し注意が必要です。

騎⼿になっている時点ですごいのですが、
やはりベテランジョッキーと⽐べると技術に明
らかな差があります。

経験値の差も⼤きいため、例え新⼈騎⼿とベテ
ラン騎⼿で3キロの差があったとしても、決して
有利とは⾔えません。

競馬新聞でチェックする３項目



②調教
チェックするのは坂路またはウッドチップでラ
スト１Fタイムが12秒半ば〜11秒台の⾺とゲー
ト調教⾺。

各⾺の⼀番下には調教タイムが掲載されていま
す。⾺なり�＜�強⽬�＜�⼀杯�の順に強い調教にな
ります。「⼀杯」は、⽬⼀杯に追っている調教
を指します。

⼀般的には、⾛破タイムが最も早くなります。
「⾺なり」の場合、騎乗者はほとんど⼿を動か
しません。

軽い調教だったり、⼀定の速度で⾛ったりする
ことが多いです。と、これは簡単な解説です。
正直強めに追ったかどうかよりも、調教コース
の⽅が重要だと考えています。

調教コースには、坂路、ダート、芝、ウッドチ
ップ、ポリトラックがあります。その中でも、
坂路、ウッドチップコースでの調教をしている
⾺がいいです。

坂路はその名の通り坂なので、普段とは違った
筋⾁に負荷をかけることができます。またウッ
ドチップは、クッション性が優れているので脚
元をケアしながら負荷をかけることができま
す。



ダート、芝コースでの調教は、負荷がかかりす
ぎるため、あまりおすすめではありません。

またポリトラックコース（P調教）は、脚元への
負担がかなり少ないため速いタイムが出やすい
のですが、この調教もあまりおすすめできませ
ん。

ポリトラックで調教する⾺は元々脚元が弱い傾
向にあります。レースで⾛るのは芝やダートな
ので、ポリトラックよりもかなり負荷のかかる
⾺場になっています。

なのでP調教で動けているからと⾔って
レースでもそのパフォーマンスができるかと聞
かれるとかなり怪しいです。

稀に、ゲート調教をしている⾺がいますが、
こちらは要チェックです。本来最終追い切りな
どは、本番が近いことを⾺に知らせるためにも
強めで追うことが多いです。

しかしゲート練習をしている⾺というのは、ゲ
ートへの不安が⼀番強いと考えられます。逆に
⾔うと、ゲートさえ出ればあとは⾃信があると
いうわけなのです。
ゲートさえ出れば⼀発もあり得るのでチェック
しておきましょう。



③成績
チェックするのは⼀番⼈気で2~4着続きの⾺と、
⼈気よりも着順がいい⾺。

競⾺新聞は基本的に過去4戦分の成績が掲載され
ています。当時の⼈気順、調教タイム、着順、
コース、⾺体重、騎⼿、距離なども記載されて
いるのです。

主にチェックすべきなのは過去の⼈気と着順で
す。

競⾺でオッズに左右されるのは良くないのです
が、1番⼈気になる⾺というのはそれなりに理由
があります。

なので、1番⼈気になる素質があるというのは評
価点になります。実際問題1番⼈気が勝つ確率が
⼀番⾼いとデータで出ています。

が、必ずしも勝つわけではないです。
だからこそ1番⼈気で⾛っているのに勝ちきれて
いない⾺はチェックしておくといいです。

また⼈気順よりも着順の⽅がいい⾺もなかなか
⾒どころがあります。例えば、7番⼈気で⾛って
いるのに5着とかです。掲⽰板に載っている回数
が多ければ多いほどいいし、⾺券に絡んでいれ
ばよりいいです。



これは⼈気するほどの良⾎ではないし、
騎⼿的にも⼈気所ではないなどの理由で
⼈気落ちしているけど⾺の能⼒が⼤衆の想像よ
りも⾼いから起こるレース結果なんですよね。

ここを意識的にチェックできるようになると、
⽳⾺でも拾えるので美味しい⾺券が取れやすく
なります。

ニッカン独特の
読み解きポイント

ニッカン競⾺新聞には記者の予想印（◎、◯、
▲、△、☆）がついていますが、これは基本的
に無視して⼤丈夫です。

あくまで記者達の個⼈予想になるため、それぞ
れ予想法が違っています。

これを参考にしてしまうと、⾺券が当たっても
外れても、分析（振り返り）ができないため、
なかなかステップアップできません。

ただ本紙予想◎は参考になるので、参考程度に
毎回チェックしておくといいでしょう。



また、ニッカン競⾺新聞は、レース名の下あた
りに有利な枠や脚質も書いてあります。

が、こちらも無視して⼤丈夫です。
結構な確率で真逆の枠や脚質が勝ってたりする
ので、ほぼ参考になりません。

コースのイラストは展開予想に使えますが、
推奨枠と脚質は本当に参考になった試しがない
です。⾼確率で裏切られるので信⽤しない⽅が
いいでしょう。

さらに。
各⾺の項⽬の⼀番下には調教タイムも掲載され
ていて、その上に⼩さく単勝の予想オッズも掲
載されています。

これもフル無視で⼤丈夫です。
あくまで予想オッズなので全く参考になりませ
んし、競⾺予想はオッズを気にしない⽅がいい
です。

競⾺新聞を⾒るポイントは動画でも解説してい
るので参考にしてみてください。⽂字よりも動
画の⽅がわかりやすいと思います。
→https://youtu.be/wyLh8fGFqD4



下のQRコードをスクショしてスマホで読み込ん
でも、動画をみることができます。



第３章
パドックで馬を
見定める
パドックとは

レースに出⾛する⾺が装鞍所からここに⼊り、
スタッフにひかれて周回する場所で、下⾒所とも
⾔います。�

レース前に⼀番近くで⾺を観察できる場所です。
⾺場にむかう前に騎⼿が騎乗します。

パドックを見る重要性

武豊ジョッキーが、
「パドック⾒てわかるわけないだろう」というコ
メントを残したこともありますが、実際問題パド
ックを⾒る意味ってないのでしょうか？

これに関して私の答えは『意味がある』です。



⾺はかなり繊細な⽣き物なので、その⽇によっ
てコンディションが違います。⾬が好きな⾺も
いれば嫌いな⾺もいますし、調教は抜群でも当
⽇⾺っけを出して⾛らない⾺もいます。

パドックはレース前に、⼀番近くで⾺を観察で
きる場所です。⽑艶や⾺のやる気、筋⾁のハリ
などの状態も時間の経過とともに変わるため、
パドックで観察するのが⼀番精度の⾼い⾒極め
になると考えています。

パドックを⾒るメリットは⼤きく分けて３つあ
ります。

⼀つ⽬は、今⽇の⾺の調⼦がわかることです。
昨⽇と今⽇では、コンディションが違います。
私たち⼈間も、昨⽇は落ち込んでいたけど、朝
起きたらスッキリ元気になってたなんて事があ
ります。⾺も同じです。

⼆つ⽬は、⾺体重が適正かどうかわかることで
す。レース1時間前になると⾺体重が発表されま
す。

例えば⾺体が⼤幅に減っていたら、体調があま
りよくないかもしれないし、輸送のストレスで
痩せてしまったかもしれないです。



また⼤幅に⾺体が増えていた場合、調教をうま
く消化できていないかもしれないし、ご飯⾷べ
すぎて単に太っちゃったかもしれないです。

⼤幅な増減が成⻑分かどうかはパドックでしか
判断できないのです。

そして三つ⽬は、休養明けの良し悪しがわかる
ことです。たまに1年ぶりに出てきた⾺もいま
す。

久しぶりのレースは、課題も多いです。
新聞だけでは、⾛るかどうかわかりませんが、
パドックを⾒ればわかります。

パドックで馬の調子を見定める
３つのポイント

【⾺体編】
①お腹
お腹を⾒ると⾺体が太いか細いかも⼀瞬で判断
できちゃうのでおすすめです。太すぎても細す
ぎても、本来の⼒は発揮できません。

特にプラス体重で出てきた⾺は注意が必要で
す。お腹がぽてっとしていないかどうか注意深
くみてください。



いかにも重⼒に負けているようなお腹はあまり
よろしくありません。

また、ゼッケンが擦れてかなり発汗がある⾺は
注意した⽅がいいですし、⾺具が⾷い込んでい
るような⾺も注意です。

ただ、夏はそもそも気温が⾼いので発汗しやす
いため、発汗で良し悪しを判断するのは難しく
なります。

②⾸
⾸をうまく使える⾺ほど、⾛る時のバランスが
いいです。⾸の柔軟性が⾼いほど、ストライド
も⼤きくなり、⼀掻きの⼒も強くなります。

⾸の位置が低いか⾼いかは、地⾯と平⾏より上
か下かで判断するといいです。

また、これは頭の話ですが、キョロキョロして
いる⾺よりは⼀点をじっと⾒ている⾺の⽅が集
中⼒が⾼いのでおすすめです。キョロキョロす
る＝注意⼒が散漫です。

それから厩務員（引き⾺をしている⼈）に⽢え
ているような⾺もあまり好感が持てません。



若い⾺ならしょうがないですが、4歳、5歳にも
なるとある程度競⾛⾺として経験も積んでいる
ため、本来であればかなり⾃⽴します。

が、⽢えるということは精神⾯に幼さが残って
いると考えられるので、いざという勝負場⾯で
競りきれなかったり、途中で⾛るのをやめてし
まったりする可能性もあります。

③お尻
⾺は体の割に脚がとても細いです。

私たち⼈間はふくらはぎ、太もも、お尻にまん
べんなく筋⾁がついていていますが、⾺の場合
お尻の筋⾁が明らかに⼀番⼤きいです。

なので⾛る時、このお尻の筋⾁がないと⼒が出
せません。

ではどんなお尻がいいのかと⾔うと、桃尻で
す。後ろや横からみた時に少し凹みのあるピー
マン尻は⾮⼒です。パンっと張った桃尻の⾺が
おすすめです。



【歩様編】
①歩くポジション
パドックの外側を歩いている⾺がいいです。

また、前の⾺に置いて⾏かれていない⾺だとな
おのこといいです。パドックの内側と外側で
は、外側の⽅が歩く距離が多少⻑くなります。

⼤回りをしているのに、「前の⾺に置いて⾏か
れていない」というのは、四肢をちゃんと使え
ているという判断にもなります。

②歩き⽅
じーっと⼀点をみながら歩いている⾺は集中⼒
が⾼くていいです。顔をキョロキョロさせてい
る⾺は集中⼒がないのです。

また引き⾺してる⼈に⽢えている⾺は、集中⼒
がなかったりやる気がなかったりします。

頭をブラさず「こいつゾーン⼊ってるやろ」み
たいな⾺が集中⼒⾼くて、今からレースが始ま
るということを理解しています。

要するに賢い⾺が多いです。



③テンション
イレこんでる＝チャカチャカしてるかどうかも
パドックで判断できます。

イレこんでるのが⼀概に悪いというわけではな
いので、その判断基準をシェアします。イレこ
んでるのが良いか悪いかの判断はレースの距離
でしてます。

私の場合、マイル以下かマイル以上かで判断し
ていて、マイル以下のレースであれば多少のい
れこみはOKです。

マイル以上・障害のレースはイレこんでるとレ
ース最後まで体⼒が持たない可能性あるのであ
まりよくないです。チャカチャカしてる時点で
まず集中⼒がないし、無駄な動きをしているわ
けで、ここで体⼒を消耗してしまっています。

この状態で⻑い距離のレースに⾏ったところ
で、体⼒が持つかと⾔われると持たない可能性
が⾼いのです。だって他の⾺は無駄な体⼒を消
耗してないですから。

イレこんでる時の良し悪しの判断は、レースの
距離で判断すると結構フラットな判断ができる
のでおすすめです。



パドックを⾒るポイントは動画でも解説してい
るので参考にしてみてください。⽂字よりも動
画の⽅がわかりやすいと思います。
→https://youtu.be/wyLh8fGFqD4

下のQRコードをスクショしてスマホで読み込ん
でも、動画をみることができます。



第４章
馬券はこう買おう

そもそも競馬で
負けている人が9割

数年前、とある競⾺の情報番組であるインタビュ
ーが実施されました。『競⾺で買ってますか？』
というインタビューです。

このインタビュー結果で、9割の⼈が負けている
⾃覚があることがわかっています。しかも残りの
1割には、「勝ってると思うけど実際問題わから
ない」と回答した⼈も含まれています。

つまり勝っている⾃覚のあるひとは1割よりも少
ないという計算になります。

ちなみに競⾺で負けたいと思っている⼈はこの世
にいないでしょうから、勝ちたいと思っているの
に負けている⼈が9割いるというのが現実です。



ではなぜ、
勝ちたいと思っているにもかかわらず負けてし
まうのか？

これは競⾺の仕組みと⼈間の欲が⼤きく関係し
ています。中央競⾺は基本的に⼟⽇開催です。
３会場、もしくは２会場で12Rずつ実施されて
います。

つまり多い時は1⽇36R、少なくとも24R実施さ
れています。挑戦できる回数が多すぎるので
す。

これでいうと競艇も同じと思うかもしれません
が、競艇は6艇のみですが、競⾺の場合5~18頭
と出⾛⾺数にも幅があるため競艇よりも難易度
の⾼いレースが1⽇に何度もあるということにな
ります。

仮に１レースの予算が1000円だとしても、
1⽇24Rやれば24000円⾺券代に消え、⼟⽇両⽅
とも続ければ48000円、1ヶ⽉で192000円にま
で膨れてしまいます。



的中して回収していればいいですが、
しなかった場合丸々なくなって貧困を⽬の当た
りにするケースもあります。

と、いうか冷静に考えて、１レース1000円の予
算で１撃20万をなかなか狙えませんから、配当
よりも的中率を重視して競⾺をするべきなんで
すよね。

また、負けていれば「取り返そう」
勝っていても「もうちょっと増やせるんじゃな
いか」と欲が出てしまい、⾺券を買わないとい
う選択ができなくなってしまいます。

前半は勝っていても最終レースが終わる頃には
財布がすっからかんになっていたなんて経験に
⼼当たりのあるひとも多いのではないでしょう
か？

レースがたくさんあるのは楽しいですが、それ
が負けの要因でもあるのです。



⾺券の種類は全部で10種類あります。

その中で⼀番買ってはいけない⾺券は、もちろ
ん３連単です。「そんなんわかってるわ！」と
声が聞こえてきそうですが、あなたも何だかん
だ３連単買ってることありません？

なぜ⼈は３連単を買いたがるのでしょう？これ
も⼈間の欲が関係しています。

３連単の払戻⾦額を平均するとオッズ100倍を越
えます。当てることが難しいとわかっていて
も、配当⾦に⽬がくらんでしまうんですよね。

ちなみに18頭⽴てのレースの場合３連単の買い
⽬は4896通りあるので、１点で当てられる確率
は約0.02%しかありません。

ただ⾺の能⼒には間違いなく優劣があるので、
実際問題0.02%よりも⾼い確率にはなると思い
ますが、それでも途⽅もないレベルで低いでし
ょう。

仮に１レースの予算1000円で1⽇10R⾺券を買う
とすれば1週間で2万円、1ヶ⽉で8万円⾺券代に
使うことになります。

買ってはいけない馬券



絞ることが難しいのに、3連単10点で80R挑戦し
て勝てるでしょうか？

かなりリスキーな勝負だと私は思います。競⾺
はいかに勝率をあげるかが勝つポイントなので
す。

馬券は鬼絞りか全流し

⾺券を買う時の潔さがかなり重要であると考え
ています。

理由としては、中途半端な決断で⾺券を買って
も当たらないし、当たっても⼤した配当が⾒込
めなかったりするからです。

冒頭でもお伝えしましたが、本書は⽣涯収⽀を
プラスにすることを⽬的としています。死ぬま
で競⾺を楽しみたいからです。

なので⽬の前の当たりうんぬんに囚われるので
はなく、”確実に拾う”もしくは”諦める”という
潔さを持って⾺券を購⼊することがとても⼤事
になってきます。

感覚としては、「1⽇5000円負けなら、ユニバ
⾏くより安い」ぐらいの感じです。



かの有名なユニバーサルスタジオジャパンは、
開園から閉園まで遊ぼうと思うと、チケット代
とかご飯代とか諸々考えても⼀⼈1万円ぐらい使
って残るのは思い出だけですが、競⾺は違いま
す。

1Rから12Rまで遊んでも、思い出＋配当⾦＋脳
トレがついてきます。また100円から⾺券は購⼊
できるので、３場開催で全レース100円で買って
も3600円しか使わないのです。

仮に競⾺場に⾏って現地でご飯を⾷べるとして
も、⾺券代にプラス1000円ぐらいです。
圧倒的にユニバよりコスパがいいし⾯⽩いと思
います。まさに最⼤のテーマパークが競⾺場で
はないでしょうか。

話を戻しますと、⾺券を買うには潔さが⼤事で
す。なので、⾺券を買う時は⿁絞りにするか全
流しにするかの⼆択にすべきです。

まず⼤前提として、⾺券を10点以上買うのはナ
ンセンスです。買いたくなる時もありますし、
買う時もありますが原則としては10点以上はNG
です。

と、⾔うと、「全流しは⽭盾じゃないか」と反
論してくる⼈がいそうですが、まあ⼀旦待って
ください。



買い⽬10点以上が原則NGな理由は簡単で、
⾺券の的中率が極めて低いからです。18頭⽴て
のレースで単勝1点で的中率が約5.5％です。複
勝でも約16.6％しかありません。

ここに精度の⾼い予想を加えると、的中確率は
もちろん上がるのですが、それでもやはり低い
です。

なので10点以上買っても結局当たらない、もし
くはトリガミの確率の⽅が⾼いといえます。無
駄に資⾦を溶かすことと、トリガミの事前防⽌
策として、10点以上はNGだと私は⾔っていま
す。

お待たせしました。ようやくここから、全流し
する場合の話をしていくとしましょう。

ただ全流しというわけではなく、２頭軸の３連
複の時だけ全流しで、あとは10点以内に抑えて
買うようにしましょう。

⼩額で⼤きいのを当てる⽅が⾯⽩いし、⼀般的
にその⽅が現実的なので、流⽯にどんな買い⽅
でも全流しなどという資⾦枯渇の原因は作りま
せん。

全流しは２頭軸の３連複だけです。要するに２
頭軸３連複だけ例外というわけです。



で、世間⼀般的に⾺券10点以内なら絞れている
部類に⼊るのかなーと思いますが、さらに絞
る”⿁絞り”がおすすめです。

⿁絞りの場合買い⽬は1�or�3点にします。
これは⾺券の種類や買い⽅によって違うので以
下を参考にしてください。

＜1点推奨＞
単勝・複勝・ワイド

＜3点推奨＞
⾺連ボックス、ワイドボックス、
⾺単流し（1着固定or2着固定）



第５章
資金管理の掟
資金管理できない人の末路

競⾺好きな⼈は⽣活費からいかに⾺券代を捻出す
るか考えている⼈もかなりいます。

が、資⾦管理をすれば毎⽉毎⽉、⾺券代捻出に悩
まされる頻度はかなり少なくなります。
毎⽉⾺券代の捻出に悩んでいる時点で、⽣涯収⽀
をプラスにすることは不可能です。

⾃分ルールをしっかり決め、それに従い、資⾦も
⾃分も管理して競⾺を楽しめるようになることが
⼤事なんです。

とは⾔っても、勝負⼼や童⼼もありますので、そ
んなガチガチに決めて守るなんて難しい話です。
なのでゆる〜くで⼤丈夫です。



⼈それぞれ⾺券に使える資⾦は違いますが、
⾃分の予算に合わせて、1Rで買っていい点数を
あらかじめ決めておくことがおすすめです。

そんなきっちりしなくても⼤丈夫で、わりとゆ
る〜く管理すればOKです。

私もギャンブラーなので、ガチガチに決めて競
⾺するというのは性に合わず、最低限決めてお
こうぐらいの軽い感じでルールを作っていま
す。

私の予算と⾺券点数などを共有するので、以下
を参考にご⾃⾝のルールを確⽴してみてくださ
い。

＜私の予算＞
★競⾺場にいく時
財布に⼊っているお⾦全部使ってOK（2~10万ぐ
らいで変動あり）

★家で競⾺をする時
1⽇5000円
（尽きたら残り買うレース数×500円で課⾦）
�※3R残しなら1500円課⾦※

馬券に応じて点数を決めておく



【⾺券点数⼀覧】
単勝/複勝1点
⾺連ボックス3点
⾺連流し5点
ワイドボックス3点
⾺単ボックス2点
⾺単流しマルチ6点
３連複１頭軸6点
３連複２頭軸5点〜全流し

以上にない⾺券は基本的に買いません。



第６章
競馬で勝つには
競馬で9割が負けている原因

競⾺でお⾦が増えたらいいな〜なんて思っている
のに、気づけばお⾦が減っているだけ。

私にもそんな時期がありました。それはそれは負
けの⼀途で、⼀攫千⾦を狙い、借⾦してまで⾺券
を買ったこともあります。

実際問題、約9割の⼈が競⾺で負けているという
統計が出ています。これは某番組が街⾓アンケー
トをとった結果なのでかなり信憑性が⾼いと思い
ます。
「競⾺で勝ちたい」「気持ちよく的中させたい」
そんな⾵に思っているのに⼀向にうまくいかず、
負けている現状から脱出できない⼈がほとんどな
のです。

本章では、競⾺で負けている現状から脱出するお
すすめの⽅法をお伝えしていきます。



そもそもなぜ9割の⼈が負けているのか？
その原因をご存知でしょうか？

この原因さえわかっていれば対策ができるの
で、負けループから抜け出す難易度がかなり下
がります。

では、その気になる原因とは⼀体なんなのか？
私は３つの原因があると考えています。

①負けている⼈を⽬にすることの⽅が多い
②競⾺で勝つための⽅法を誰も教えてくれない
③無意識に諦める癖がついている

では、⼀つずつ詳しく解説をしていきましょ
う。

①負けている⼈を⽬にすることの⽅が多い
競⾺場やWINSに⾏った時のことを思い出してみ
てください。モニターをみながら悔しがる⼈を
みたことはありませんか？

また、ハズレ⾺券が⾄るところに捨てられてい
ませんか？



悔しがっていると、捨てられている⾺券をみる
機会が多いことで、「負けている⼈ばかり」と
いう思いが無意識のうちに芽⽣えています。

それにより、負けているのが普通、勝ったらラ
ッキーと勝⼿に思い込んでしまっているので
す。

負けるのが普通と思い込んでしまっていると、
⾺券が外れた原因などを考えようとしません。
分析がたらないので、成⻑するわけもなくずっ
とぐるぐる負けループにハマってしまうという
わけなんです。

なので、負けているのが普通ではなく、勝つこ
とが普通と意識的に考えるようにしていきまし
ょう。

そうすることによって、勝てないことに違和感
を感じ分析⼒が⾼まるので、どんどん⾺券の買
い⽅がうまくなっていきます。

②競⾺で勝つための⽅法を誰も教えてくれない

あなたはこれまでに競⾺で勝つための⽅法を教
えてもらったことがあるでしょうか？少なくと
も私はありませんでした。



当たりもしない予想屋の予想を買って乗っかっ
てみたり、競⾺で勝てると謳っている商材を買
ってみたら、
「落ちてる⾺券を拾って払戻⾦を狙う」とかい
うクソみたいな商材だったり、本当に散々でし
た。

「誰も勝つために必要な本当のことは教えてく
れない」そう思いました。

本当に勝つためには、⾃分で根拠を持って⾺券
を買えるようになること、そのために精度の⾼
い予想ができるようになることが必要だと、私
は気づいたのです。

③無意識に諦める癖がついている
今までの⼈⽣を思い返すと諦めたことって沢⼭
あります。
例えば、私は競⾛⾺の調教師になりたかったけ
ど、親の猛烈な反対により諦めました。

また、私の話では無いですが、友⼈が公務員を
⽬指していましたが、試験に3回も落ちて諦めま
した。

後輩は、⽔泳の個⼈種⽬で全国⼤会を⽬指して
いましたが、それが叶うことなく引退を迎えま
したし、私の元彼は夏の甲⼦園を⽬指していた
けど、初戦で敗退しました。



何かを諦めざるを得ない
そんな経験を⼀度してしまうと、諦め癖がつい
てしまい、努⼒することよりもさっさと諦める
という選択を取りがちです。

競⾺で負けている⼈たちは負けることに慣れす
ぎているため、勝つための努⼒をせず無意識の
うちに負けループに⾃らハマりにいってしまっ
ているのです。

さて、あなたは①〜③でいくつ当てはまったで
しょうか？⼀つでも当てはまっているなら、
負け癖がついてしまっているので改善していく
ことが必要です。

ここで、改善するために努⼒できる⼈と、
現状維持で今まで通りで⾺券を買う⼈に分かれ
るのですが、勝ち組になれるのは⾔うまでも無
いですが努⼒ができる⼈です。



「精度の⾼い予想ができるようになることが必
要」と先ほどもお伝えしました。
精度の⾼い予想とは、もちろん⾺券的中率、回
収率が⾼い予想のことを指します。

では、的中率や回収率をあげるために必要なの
はどんな要素なのでしょうか？それは本書でも
お伝えしてきました、新聞の読み解き⽅だった
り、パドックの⾒⽅だったり、⾺券の買い⽅や
簡単な資⾦管理だったりが必要な要素です。

また、本書には記載していませんが⾺体重の増
減を考察することも、競⾺で勝つためには必要
な要素となってきます。

⼀⾒難しそうに感じるかもしれませんが、⾄っ
て単純なことだけを注意深くみているだけなの
です。

YouTubeに解説動画をアップしていますが、
正直私の10分⾜らずの動画でかなり予想の精度
は⾼くなります。

私が運営している有料サロン「U競⾺」のメンバ
ーさんの中には、私よりパドックの⽬利きがで
きるようになった⼈もいます。

競馬で勝つために



また、全く予想の仕⽅がわからなかった⼈が、
今では絞りに絞って当てていたりします。

これまでにいただいた的中報告は1000件以上に
および、もはや数えきれないぐらいの報告をい
ただいているのが現状です。

それぐらい私がお伝えしている予想法は精度の
⾼いものとなっているのです。

「そんなわけない」と疑う前に、まずは信じて
挑戦してみてください。もし、⼀⼈で努⼒する
のがしんどい、⾯倒だと感じるのであればサロ
ンへの参加も⼀つの⼿段としておすすめです。

私のサロンでは、毎週10R分前後の予想を共有
しています。パドック⾒解や、紙⾯⾒解、購⼊
⾺券なども全て公開しているので、それを参考
に⾺券を組み⽴てる練習をするのも、競⾺で勝
つ近道となっています。

また、私のパドック⾒解はかなり⾼確率で⾺券
に絡むので、ご⾃⾝でパドックをみて、
私の⾒解と照らし合わせて答え合わせとして使
っていただくことも有効な使い⽅です。



予想の参考、パドックをみる練習、⾺券を組み
⽴てる練習ができる他、オフ会なども開催して
いるのでリアルで繋がれる競⾺仲間が増えたり
もします。

本当にいろんな使い⽅ができるサロンなのです
が、⽉額980円とかなりお得です。正直⾺券で回
収できない⽉はないなーという印象です。

興味があれば下記のリンクから詳細を確認して
みてくださいね。みんなの的中の声も載せてい
ますので参考にどうぞ。
https://umajyo-yuki.com/ukeiba/

下のQRコードをスクショしてスマホで読み込ん
でも詳細をチェックできます。

https://umajyo-yuki.com/ukeiba/


おわりに
いかがでしたか？競⾺の基礎基本から、予想に
役⽴つ応⽤部分まで、参考になれば嬉しいで
す。

何年も試⾏錯誤してこれが⼀番勝てる競⾺だと
感じているため今回こうしてまとめてみまし
た。読むだけで終わらず、ぜひ何度も試して結
果を体感してくださいね。

本書の感想もぜひお願いします。

公式LINE�ID：@ssd7096y
Twitter：umajyo_yuki
Instagram：umajyo_yuki
YouTube：競⾺予想屋YUKI
公式HP：https://umajyo-yuki.com/


