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＜単勝編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜対象馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝人気が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら馬券は買いません。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、「指数が●●●の馬」を候補馬としてピックアップします。 

 次に、候補馬の中から「●●●」と「●●●」と「単勝オッズが●●●の馬」を消して、候補馬を絞

り込みます。 

 そして、最終的に残った候補馬を対象馬として、対象馬の単勝馬券を購入します。対象馬が１頭もい

ない場合、馬券は買いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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＜単勝編＞ 

 

■■■■■ シミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜複勝編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜対象馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数が、●●● 

・複勝オッズ(下限)が、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら馬券は買いません。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、「指数が●●●の馬」を候補馬としてピックアップします。 

 次に、候補馬の中から、複勝オッズ(下限)が●●●の馬（例えば、複勝オッズが●●●の馬、●●●の

馬、●●●の馬など）だけを、対象馬として残します。 

 そして、対象馬の複勝馬券を購入します。対象馬が１頭もいない場合、馬券は買いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/


卍の投資競馬術 http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/ 

＜複勝編＞ 

 

■■■■■ シミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜馬連編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜買い方＞ 

・馬連ボックス ＋ オッズフィルター(任意) 

 

＜対象馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター(任意)＞ 

 以下のいずれかを選択 

・馬連オッズが、●●● 

・馬連オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら馬券は買いません。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を対象馬としてピックアップ

します。対象馬が2頭以上いない場合、馬券は買いません。 

 

 オッズフィルターを用いない場合、対象馬同士の馬連ボックス馬券を購入します。 

 一方、オッズフィルターを用いる場合は、ステップ3へと進みます。なお、オッズフィルターを用いる

と馬券購入の際に手間が増えてしまいますが、オッズフィルターを用いない場合と比較して、収支が安

定しやすいというメリットがあります（「シミュレーション結果」の「月ごとの回収率」をご覧下さい）。 

 

（ステップ３） 
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 オッズフィルターを用いる場合には、対象馬同士の馬連ボックス馬券に含まれる各買い目の馬連オッ

ズを確認し、馬連オッズが所定範囲内の買い目だけを買います。 

 「馬連オッズが●●●」のオッズフィルターを用いる場合、馬連ボックス馬券に含まれる買い目のう

ち、馬連オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買いません。 

 「馬連オッズが●●●」のオッズフィルターを用いる場合、馬連ボックス馬券に含まれる買い目のう

ち、馬連オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/


卍の投資競馬術 http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/ 

＜馬連編＞ 

 

■■■■■ シミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜馬単編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜買い方＞ 

・馬単フォーメーション ＋ オッズフィルター(任意) 

 

＜1着指定馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜2着指定馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター(任意)＞ 

 以下のいずれかを選択 

・馬単オッズが、●●● 

・馬単オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら馬券は買いません。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、馬単フォーメーションの

1着指定馬としてピックアップします。1着指定馬が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 次に、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、馬単フォーメーションの
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2着指定馬としてピックアップします。2着指定馬が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 

 オッズフィルターを用いない場合、1着指定馬と2着指定馬の馬単フォーメーション馬券を購入します。 

 一方、オッズフィルターを用いる場合は、ステップ3へと進みます。なお、オッズフィルターを用いる

と馬券購入の際に手間が増えてしまいますが、オッズフィルターを用いない場合と比較して、収支が安

定しやすいというメリットがあります（「シミュレーション結果」の「月ごとの回収率」をご覧下さい）。 

 

（ステップ３） 

 オッズフィルターを用いる場合、1着指定馬と2着指定馬の馬単フォーメーション馬券に含まれる各買

い目の馬単オッズを確認し、馬単オッズが所定範囲内の買い目だけを買います。 

 「馬単オッズが●●●」のオッズフィルターを用いる場合、馬単フォーメーション馬券に含まれる買

い目のうち、馬単オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買

いません。 

 「馬単オッズが●●●」のオッズフィルターを用いる場合、馬単フォーメーション馬券に含まれる買

い目のうち、馬単オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買

いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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＜馬単編＞ 

 

■■■■■ シミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜ワイド編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜買い方＞ 

・ワイドボックス ＋ オッズフィルター(任意) 

 

＜対象馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター(任意)＞ 

・ワイドオッズ(下限)が●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら馬券は買いません。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を対象馬としてピックアップします。対象馬が2頭

以上いない場合、馬券は買いません。 

 

 オッズフィルターを用いない場合、対象馬同士のワイドボックス馬券を購入します。 

 一方、オッズフィルターを用いる場合は、ステップ3へと進みます。なお、オッズフィルターを用いる

と馬券購入の際に手間が増えてしまいますが、オッズフィルターを用いない場合と比較して、収支が安

定しやすいというメリットがあります（「シミュレーション結果」の「月ごとの回収率」をご覧下さい）。 

 

（ステップ３） 

 オッズフィルターを用いる場合、対象馬同士のワイドボックス馬券に含まれる買い目のうち、ワイド

オッズ(下限)が●●●の買い目（例えば、ワイドオッズが●●●の買い目、●●●の買い目など）だけを

購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買いません。 
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＜ワイド編＞ 

 

■■■■■ シミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜3連複編＞ 

 

 3連複編では、「買い方 A」と「買い方 B」の2種類の買い方を提供します。 

 「買い方 A」は、一番人気馬の単勝オッズが●●●のレースにおける買い方です。 

 「買い方 B」は、一番人気馬の単勝オッズが●●●のレース（つまり、●●●）における買い方です。 

 

■■■■■■■ 買い方 A ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜買い方＞ 

・3連複フォーメーション ＋ オッズフィルター(任意) 

 

＜1頭目＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜2頭目＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜3頭目＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター(任意)＞ 

・3連複オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、「買い方 A」の購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 A」の購入対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 B」の購入対象レースとなる可能性があるので、「買い

http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/


卍の投資競馬術 http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/ 

方 B」のページをご覧下さい。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で「買い方 A」の購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連複フォーメーション

の「1頭目」としてピックアップします。「1頭目」が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 次に、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連複フォーメーション

の「2頭目」としてピックアップします。なお、「2頭目」の条件は「1頭目」の条件よりも緩いので、「1

頭目」に含まれる馬は必ず「2頭目」にも含まれることになります。 

 次に、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連複フォーメーション

の「3頭目」としてピックアップします。なお、「3頭目」の条件は「2頭目」の条件よりも緩いので、「2

頭目」に含まれる馬は必ず「3頭目」にも含まれることになります。 

 

 オッズフィルターを用いない場合、「1頭目」と「2頭目」と「3頭目」の3連複フォーメーション馬券を

購入します。 

 一方、オッズフィルターを用いる場合は、ステップ3へと進みます。なお、オッズフィルターを用いる

と馬券購入の際に手間が増えてしまいますが、オッズフィルターを用いない場合と比較して、収支が安

定しやすいというメリットがあります（「シミュレーション結果」の「月ごとの回収率」をご覧下さい）。 

 

（ステップ３） 

 オッズフィルターを用いる場合、「1頭目」と「2頭目」と「3頭目」の3連複フォーメーション馬券に含

まれる買い目のうち、3連複オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、

馬券は買いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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＜3連複編＞ 

 

■■■■■ 買い方 A のシミュレーション結果■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜3連複編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 B ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

 以下の条件を全て満たすレース 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

・一番人気馬の地方卍指数が、●●● 

 

＜買い方＞ 

・一番人気馬（軸馬）から相手馬への3連複軸1頭ながし ＋ オッズフィルター 

 

＜相手馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター＞ 

・3連複オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、「買い方 B」の購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●で、かつ一番人気馬の地方卍指数が●●●なら、「買い方 B」の購入

対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 A」の購入対象レースとなるので、「買い方 A」のペー

ジをご覧下さい。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で「買い方 B」の購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 「買い方 B」では一番人気馬が軸馬になります。 

 一番人気馬（軸馬）以外の馬のうち、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連複軸1

頭ながしの「相手馬」としてピックアップします。「相手馬」が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 

（ステップ３） 

 一番人気馬（軸馬）から「相手馬」への3連複軸1頭ながし馬券にオッズフィルターを適用します。 

 具体的には、一番人気馬（軸馬）から「相手馬」への3連複軸1頭ながし馬券に含まれる買い目のうち、

3連複オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買いません。 
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＜3連複編＞ 

 

■■■■■ 買い方 B のシミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜3連単編＞ 

 

 3連単編では、「買い方 A」と「買い方 B」の2種類の買い方を提供します。 

 「買い方 A」は、一番人気馬の単勝オッズが●●●のレースにおける買い方です。 

 「買い方 B」は、一番人気馬の単勝オッズが●●●のレース（つまり、●●●）における買い方です。 

 

■■■■■■■ 買い方 A ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

 

＜買い方＞ 

・3連単フォーメーション ＋ オッズフィルター(任意) 

 

＜1着指定馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜2着指定馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜3着指定馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数の順位が、●●● 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 つまり、2着指定馬と同じ馬です。 

 

＜オッズフィルター(任意)＞ 

・3連単オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、「買い方 A」の購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 A」の購入対象レースとなります。 
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 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 B」の購入対象レースとなる可能性があるので、「買い

方 B」のページをご覧下さい。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で「買い方 A」の購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 まず、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連単フォーメーション

の「1着指定馬」としてピックアップします。「1着指定馬」が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 次に、●●●の中で、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連単フォーメーション

の「2着指定馬」としてピックアップします。なお、「1着指定馬」に含まれる馬が「2着指定馬」に含ま

れることがあります。 

 次に、「2着指定馬」と同じ馬を、3連単フォーメーションの「3着指定馬」としてピックアップします。 

 

 オッズフィルターを用いない場合、「1着指定馬」と「2着指定馬」と「3着指定馬」の3連単フォーメー

ション馬券を購入します。 

 一方、オッズフィルターを用いる場合は、ステップ3へと進みます。なお、オッズフィルターを用いる

と馬券購入の際に手間が増えてしまいますが、オッズフィルターを用いない場合と比較して、収支が安

定しやすいというメリットがあります（「シミュレーション結果」の「月ごとの回収率」をご覧下さい）。 

 

（ステップ３） 

 オッズフィルターを用いる場合、「1着指定馬」と「2着指定馬」と「3着指定馬」の3連単フォーメーシ

ョン馬券に含まれる買い目のうち、3連単オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残

らない場合、馬券は買いません。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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＜3連単編＞ 

 

■■■■■ 買い方 A のシミュレーション結果■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜3連単編＞ 

 

■■■■■■■ 買い方 B ■■■■■■■ 

 

＜対象レース＞ 

 以下の条件を全て満たすレース 

・一番人気馬の単勝オッズが、●●● 

・一番人気馬の地方卍指数が、●●● 

 

＜買い方＞ 

・一番人気馬（軸馬）から相手馬への3連単軸1頭マルチ ＋ オッズフィルター 

 

＜相手馬＞ 

 以下の条件を全て満たす馬 

・地方卍指数が、●●● 

・単勝オッズが、●●● 

 

＜オッズフィルター＞ 

・3連単オッズが、●●● 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（ステップ１） 

 まず、一番人気馬の単勝オッズを見て、「買い方 B」の購入対象レースか否かを判定します。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●で、かつ一番人気馬の地方卍指数が●●●なら、「買い方 B」の購入

対象レースとなります。 

 一番人気馬の単勝オッズが●●●なら「買い方 A」の購入対象レースとなるので、「買い方 A」のペー

ジをご覧下さい。 

 なお、オッズは時々刻々と変化するのでなるべく締め切り直前のオッズを見る方がいいですが、締め

切り後にオッズが変化することもよくあるので、それほどこだわる必要はないと思います。 

 

（ステップ２） 

 ステップ１で「買い方 B」の購入対象レースと判定された場合、次に買い目を決定します。 

 「買い方 B」では一番人気馬が軸馬になります。 

 一番人気馬（軸馬）以外の馬のうち、「指数が●●●」かつ「単勝オッズが●●●」の馬を、3連単軸1

頭マルチの「相手馬」としてピックアップします。「相手馬」が1頭もいない場合、馬券は買いません。 

 

（ステップ３） 

 一番人気馬（軸馬）から「相手馬」への3連単軸1頭マルチ馬券にオッズフィルターを適用します。 

 具体的には、一番人気馬（軸馬）から「相手馬」への3連単軸1頭マルチ馬券に含まれる買い目のうち、

3連単オッズが●●●の買い目だけを購入します。買い目が１つも残らない場合、馬券は買いません。 
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＜3連単編＞ 

 

■■■■■ 買い方 B のシミュレーション結果 ■■■■■ 

 

・2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019年7月31日の期間における均

等買いの場合のシミュレーション結果 

 
 

・月ごとの回収率 
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＜注意事項＞ 

 

 ここで挙げた「買い方」は、2017年10月2日（地方卍指数（旧称：南関卍指数）の発売開始日）～2019

年7月31日の期間の過去データに基づいて、当該期間において的中数が多くかつ回収率が高くなるような

買い方を、事後的に分析して見出したものです。つまり、ここで挙げた「買い方」は、上記期間に最適

化された買い方ですので、「シミュレーション結果」として示した的中数や回収率が未来でも通用するか

どうかは分かりません。 

 

 「シミュレーション結果」は、正確な数値になるように注意を払いましたが、完璧な数値を保証する

ものではなく、意図せず間違った数値になっている可能性があります。 

 

 ここで挙げた「買い方」は、地方卍指数を用いた買い方の参考例として提供しているに過ぎず、この

通りに馬券を購入することを推奨しているわけではありません。馬券を購入することによって生じる損

害について一切責任は負いません。 

 

 この活用術の内容は、著作権法で保護される著作物であり、無断転載禁止です。無断転載されている

のを見かけられましたら情報提供下さい。 

 

 ご質問などがございましたら下記ブログのメールフォームからご連絡下さい。その際、質問内容とと

もに、表紙に記載されているサポートコード（6桁の数字）をご記入下さい。 

 「卍の投資競馬術」 http://manjitoushikeiba.blog.fc2.com/ 

以上 
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