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気付きや開眼したことがいくつもありました 
よかった。分析とそれに基づく展望から予想に至る一連の流れ(すべてのレースでは無論ありませんが)を読ませて

いただく中で、気付きや開眼したことがいくつもありました。特に各馬の指数の成り立ち(具体的な細かい算出方法

等は、もとより知り得ませんが)とそれによって導かれるレース展望記事は、多いに参考になりました。現に予想記

事にはされていなかったレースで、大きな馬券を何回も(報告しただけでも 5 回程は)あったように記憶しています。 

吉岡徹さん 

独自で DATA をつくり、次走の狙い馬を記録するようになって、競馬が楽しくな

りました 
当初は 5000 円の出費がもったいないとも思いましたが、いまでは毎週どんな若駒戦が組まれているか、スケジュ

ールが気になるようになりました。また、回顧を参考にして独自で DATA をつくり、次走の狙い馬を記録するように

なって、競馬が楽しくなりました。 

自分が的中できることで、知人にも競馬を勧めやすくなります。やっぱり勝てなければ話を聞いてもやってみようと

はなりにくいですからね。それにレースを見るようになりました。 

いままで日中は仕事もあり、結果だけを気にしておりましたが、RACING VIEWER を見るようにもなりました。これは

私にとってすごい変化だと思います。 

今後もさらに競馬力を高め、皆さんの予想に頼るだけでなく、独自の予想が出来るようにがんばっていきたいと思

います。第二期が始まるまで、自分なりに新馬戦を研究してみようと思います。今後もよろしくお願いします。 

Ｈ・Ｔさん 

自分が納得できる馬券を購入できるようになった 
レース回顧やレース展望・予想をたくさん読ませていただき、若駒ナビに入会する前よりも、明らかに競馬に関する

知識が増えて、自分が納得できる馬券を購入できるようになった。入会させていただいて本当によかったと思う。 

Ｆ・Ｔさん 

去年の自分に比べて確実にレベルが上がってきているのが感じられる 

第一に週末が楽しみになった。去年の自分に比べて確実にレベルが上がってきているのが感じられる。【回顧】を

読みながらレースリプレイを見てきて、各馬の個性みたいなものが少しずつわかり始めてきた。馬場の重要性が痛

いほどわかった。これらすべてが入会したことによって気づいたり、身についたりしたことで、入会してホントに良か

ったと思っています。 

Ｉ・Ｒさん 

レースの選択や馬券の買い方がかなり良くなった 
レース回顧、展望、予想を見ることと合わせて、レーシングビューアーで今までよりも数多くレースを見る様になり、

レースの選択や馬券の買い方がかなり良くなったと思います。 

Ｈ・Ｔさん 

ペースや馬場を気にして見るようになりました 
レースの見方が変わりましたね。ペースや馬場を気にして見るようになりました。 

以前は派手な勝ち方をした馬を単純に強いと思って失敗していたこともありますので。 

条件や展開に恵まれた上での好走かどうかなどを考えるようになりました。 

清水大樹さん 

 

決め手のないレースには手を出さなくなった。自分の予想力が上がった。競馬が大好きになった。 

Ｔ・Ｈさん 

 

実際に当たるし知識も増え週末の競馬が楽しく若ナビがなくてはならない存在になった。 

Ｋ・Ｈさん 

 

とにかく、自分の競馬感がすべて変わった。予想の仕方、買い目の選定等、あらゆることが飛躍的に向上した。 

実際に回収率、的中率とも入会前に比べて向上している。 

Ｔ・Ｙさん 

 

予想以上の的中率でした。特に 2 歳戦は凄まじかったです。番付等で今の力関係も分かりやすく、より競馬が面白

く感じられました 

Ｎ・Ｍさん 
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5/31 東京 10R 日本ダービー・3 連複的中！！ 
お世話になっています。 

ダービーをスカイポットさんの指数と皆さんの展望、９レースを見て前残りになると判断し、3連複12から的中できま

した。ありがとうございます。 

お昼の雨がロジには恵みの雨となりましたね。またこれからもよろしくお願いします。  

広島県 のりさん 

5/31 東京 10R 日本ダービー・3 連複的中！！ 
久しぶりの的中報告になります。 

ダービーを 3 連複で的中することができました。1、2、4、10、12、18 のボックスを購入しました。 

近の不調で財源が乏しく買い目を絞ったのですが、今年度の 終週で大きな馬券を取ることができてよかったで



す。若駒ナビを 1 年間利用させていただき、大分、競馬に関する知識が身に付いたような気がします。 

今後ともよろしくお願いします。 

広島県 たかしさん 

5/31 東京 10R 日本ダービー・3 連複、3 連単的中！！ 
日本ダービー ３連単、３連複 的中です＾＾ 

しかもアンライバルドを若干軽視して５頭に絞った馬が掲示板独占するという完全的中＾＾ 

シビれあがったゴール前でした 

この１年間 現３歳馬たちを見続けて ホントに良かったと思わせてくれた 今日のダービーでした。。。 

感無量です 

これもたまバスさんほか 若駒ナビのみなさんのおかげです。ホントにありがとうございました 

馬柱だけを見ながら予想していた頃とは確実に違う自分がいると思います 

今期を有終の美で飾れることができました（収支もプラスです） 

来期もよろしくお願いします m(__)m 

千葉県 りゅうさん 

5/31 東京 10R 日本ダービー・馬連、3 連単的中！！ 
１年の締めくくり、ダービーの馬連、３連単の的中ありがとうございました。昨年の９月に若駒ナビと出会い、競馬の

見方が、格段に向上した様に思います。 

若駒ではないけれど、春の G1、天皇賞の３連単やヴィクトリアマイルの３連複的中など、馬場状態や、展開など大

いに若駒ナビで参考にさせて頂きました。感謝、感謝です。 

しかし、ロジとリーチは、番付でもずっと横綱、大関を張ってきた馬なので 後まで信じて良かったです。 

スカイポットさん、たまバスさん、ぶぎーさん来期もよろしくお願いします。 

広島県 ＡＮＩＣＫさん 

5/31 東京 10R 日本ダービー・3 連複的中！！ 
ご無沙汰しております。リバティです。 

近の若駒戦は不調で、しばらく報告できませんでしたが、ダービーだけは報告しようと思い、その念願叶いました。 

しかし、これだけ天候や馬場に翻弄されるとは思いもよりませんでした。 

レースが進むにつれ、内枠先行有利だったり、外差しが決まりだしたり、そうかと思えば再び逃げ残ったりと、買い

目もコロコロ変わってしまいました。 

それでも３連複をゲットでき、今年も的中できてよかったです。 

ただ、普通に先行有利として、午前中に馬券を買っていれば、３連単も取れたかなと、少し悔やまれます。 

若駒ナビもいよいよ第２期に入りますが、これからもよろしくお願いします。 

自分で言うのもなんですが、少なからず馬券力は向上したと思っています。更なる向上を目指してがんばりますの

で、今後ともご指導ください。 

今後もお三方のすばらしい活躍を期待します。 

愛知県 リバティさん 

5/31 東京 10R 日本ダービー・馬単、馬連的中！！ 
ダービー的中です。 

若ナビ、ロジにリーチ信じて良かったです。馬単に馬連的中です。ありがとうございました。 

来期もよろしくお願いします。 

愛知県 グラスワンダーさん 

5/24 東京 8R ガーベラ賞・3 連単 10 万馬券的中！！ 
スカイポットさんの展望記事で 10 万馬券的中できました！ 

24 日の東京 R、ガーベラ賞。1 番人気の⑧サトノエクスプレスについて、近 2 走が凡走続きで怪しい感じだと指摘さ

れていたことに触発されました。ならばと指数上位と上げておられた⑦､⑥､⑬､①､⑩をピックアップ。馬体重を戻し

てきたうえに、指数 1 位なのに 4 番人気と人気落ちしている⑦を 1 着固定で、4 頭へ 3 連単流し（12 点）。押さえと

して、この 5 頭に念のため⑧を加えた 6 頭の 3 連複ボックス（20 点）。計 32 点を 1 点 200 円ずつ合計 6,400 円購入

しました。双方的中で計 244,340 円回収（回収率 3,800％）でした。昨日はこの 1 レースだけでもちろん店じまい。オ

ークスはゆっくり観戦し、結果を見てやらなくてよかったと思った 1 日でした。 

この的中のおかげで今年のトータル回収率は 130％を再び越えることができました。ともかくスカイポットさんのお

かげです。ありがとうございました。今後ともよろしくお導きの程お願いいたします。 

神奈川県 吉岡さん 

5/17 京都 7R・3 連単的中！！ 
お世話になってます。テクトです。今回も的中出来ましたのでご報告を。 

５月１７日（日曜）京都７Ｒ 

スカイポットさんの予想を参考にアドマイヤショットから３連単を購入し的中♪ 

予想買い目１点目の的中でしたね！お見事です。 

私が購入した時は１８倍程度オッズがついていたのですが、確定後のオッズは９倍・・・誰か大量買いしたのでしょう。 

資金配分も上手くいったのでプラスにはなりましたが。もうちょっとついてもいいのに。汗 

オークス・ダービーへ向けていい流れですね。期待してますよ～！ 

千葉県 テクトさん 

5/3 東京 11R スイートピーＳ・単勝、馬単、3 連単的中！！ 

4/26 東京 5R 未勝利戦・単勝、3 連複、3 連単的中！！ 
お世話になっています。 

昨日に継いで今日もたまバスさんの指数から、東京 5 レース、単勝、３連複、３連単当たりました！ 

ありがとうございます！後は 11 レース、単勝 7 と３連単 7-16 流しを買ってＷ的中を狙いたいです！ 

広島県 のりさん 

4/25 京都 11R ムーニーバレーＲＣ賞的中！！ 
皐月賞は残念な結果でしたが、今日はたまバスさんの指数から、京都１１Ｒ１の単勝と複勝を的中できました。 

ありがとうございます。 

明日もフローラＳと楽しみにしています。 

広島県 のりさん 

4/12 阪神 8R 忘れな草賞・阪神 10R 桜花賞的中！！ 
お世話になっております。久しぶりの報告です。 

桜花賞 馬単・３連単的中！ 

固い結果ですが堅軸ブエナビに相手は外枠からと決め、展望・番付・予想を参考にバンブー・ジェルミ・アンプレ・レ

ッドディザへ。馬単１着付、３連単１着付にて購入。見事的中！！ 

忘れな草賞 馬単・３連単的中！ 

番付上位馬でもあり私自身がお気に入りのブロードストリートから。ポットさんの予想を参考に相手をレイ 

ナクーバ・アラマンサス・ローズマリー・デリキットへ。馬単マルチ、３連単マルチにて購入。見事的中！！ 

まさかデリキットピースが１着とは・・・ 



皐月も参考にさせて頂きぜひ的中報告をしたいと思います。 

千葉県 テクトさん 

3/29 中山 3R・阪神 6R・阪神 8R 君子蘭賞的中！！ 
３戦３勝でした ありがとうございます 

今日は比較的 絞れたので報告します 

★中山 3R 

スカイポットさん推奨のエオリアンハーブ、持ったまま直線先頭で強かったですね。2 着のエリモアクアポリスも砂煙

の上がる内側でよく残しましたね。馬連、３連複は外しましたが、単勝ばっちり取りました＾＾ 

★阪神 6R 

たまバスさんが若駒診断（まぐまぐ）で取り上げていたウインシュールマンから馬券を組み立てました。ただ単や連

での感じではなかったので３連複の軸にしました。自分でリプレイ見た感じではそこまでのインパクトがなかったの

で。。。まだまだ蹄王学は未熟者。 

たまバスさんが感じ取るほどのものを見出せません(^-^; で、相手は調教時計上位馬です＾＾ 

★阪神 8R 君子蘭賞 

1 戦馬、ダート馬だらけで買うか迷いましたが、ヒカルアマランサスの前走内容が良かったので予想しました。馬連、

３連複ゲットです＾＾ 

的中額はそうでもないですが、絞れてきてるので良かったと思います。\9,400→\36,730 で回収率 390％でした＾＾ロ

ーリスク面が成長したというコトで、うまくいきました。裏目に出る日もあるかもしれないけど長い目で見て良い傾向

だと思ってます。これで、ハイリターンがくれば。。。つうか、３連単も自信もって買えるくらいに成長したいなぁ。 

千葉県 りゅうさん 

3/21 中京 11R ファルコン S・3 連複 760.7 倍大的中！！ 
みなさんこんにちは。 

３月はあまりしっかり予想できない日がつづき、馬券もうまく的中させることができずにいたのですが、土曜日のファ

ルコンＳでは三連複的中させることができました。 

メンバー的にも混戦で、ただでさえ荒れやすい中京の短距離戦ということもあり、軸をどの馬にするかものすごく迷

ったのですが、若駒ナビではおなじみのハイレベルレースだったすずらん賞を勝ったルシュクルを選びました。残念

ながら連は外れたのですが、ルシュクルからスカイポットさんの指数上位馬に三連複を広く流していたので、うまく

的中させることができました。ルシュクルは、阪神ＪＦの時に自分が本命を打った馬でもあったので、今回この馬で

馬券がとれたのも嬉しかったです。 

東京都 gachalingo さん 

3/14 中山 10R アネモネ S・3 連複 780 倍、3 連単 2473 倍大的中！！ 

3/15 阪神 11R フィリーズレビュー・3 連複 1096.1 倍的中！！ 
お世話になっております。テクトです。。 

やりました！アネモネＳで３連複・単Ｗゲット！そしてフィリーズレビューで３連複ゲットしました！！ 

アネモネＳ 

スカイポットさんの一押し馬であり、番付上位でもあり、私自身も思い入れの深いツーデイズノーチスを不動の軸と

し、展望・予想を参考にエイブルイン・デセール・レイナクーバ・グローリー・クイックメール・アンプレ・アイアムネオ

の７頭をチョイス・・・大爆発でした♪リュシオルやアイアムネオを軽視できたのが大きかったです。さすが『若駒ナ

ビ』っす！！！ 

フィリーズレビュー 

アネモネの的中により資金的な余裕から幅広く購入しました。走法展望と指数を参照に指数５９以上と走法●▲の

馬でいろいろと組み立て３連系を購入。３連単では的中がなかったが３連複で的中！レディルージュが２着以内に

くれば３連単も取れたのですが・・・汗 

今年は大きい所が結構拾えてます。これも『若駒ナビ』のおかげです。 

今後も報告出来るよう頑張ります。力を貸して下さいね。照 

千葉県 テクトさん 

3/14 中山 10R アネモネ S・3 連複 780 倍的中！！ 
はじめての的中報告です。いつも指数展望を参考にさせて頂いてます。 

3/14 中山 10R アネモネＳ 

若駒番付で大関のツーデイズノーチスとレイアンクーバのそれぞれから三連複１頭軸で紐をスカイポットさんから

の指数展望指数順８頭流しでＷ的中しました。78000×2 156000GET それとたまバスさんから種牡馬手帳も届き

本当にいい一日でした。たまバスさん手帖ありがとうございました。 

大阪府 ファンキーさん 

3/1 阪神 9R すみれ S・3 連単 875 倍的中！！ 

3/１ 阪神 9R すみれ S・3 連複 66.3 倍的中！！ 
今日は指数展望より阪神９ＲスミレＳ３連複６６３０円をゲットできました。嬉しいです。春競馬が楽しみです。 

愛知県 グラスワンダーさん 

2/28 中山 5R 未勝利戦・3 連複 72.1 倍、3 連単 674.3 倍的中！！ 

    阪神 11R アーリントン C・294.6 倍的中！！ 
こんにちは。 

2 月 28 日（土）中山 5R 

三連複  72.1 倍 

三連単 674.3 倍 的中しました！！ 

スカイポットさんの推奨馬 4 頭ボックスで的中。指数通りの決着となって気持ちよかったです。 

また、阪神 11R アーリントンカップ 

三連複 294.6 倍 的中しました！！ 

内枠を引いたダブルウェッジを軸に指数の高い馬へ流しました。三連単も買っとけばというところでしたが・・・。 

これからクラシックへ向けて若駒ナビの真骨頂が見られると期待しています。がんばってください。 

 

愛知県 東海の星さん 

2/28 中山 5R 未勝利戦・3 連複 72.1 倍、3 連単 674.3 倍的中！！ 
2/28(土)中山 5R 未勝利戦 

狙い馬：ノアブレイク！！ すごすぎる！ 

３連複、３連単２－６－１ＧＥＴです。 

富山県 タケクリークさん 

2/22 東京 8R セントポーリア賞・3 連複 95.5 倍的中！！ 

    京都 9R こぶし賞・3 連複 117.4 倍的中！！ 
こんにちは！ 

今日はスカイポットさんの展開から、東京 8 レースの 10 の複勝と 10 から流して３連複、京都 9 レースはフォーメー



ションで 1､3､9､10 から流して３連複当たりました！ありがとうございます！また来週もお願いします！ 

広島県 のりさん 

2/15 京都 11R きさらぎ賞・馬単 1 点的中！3 連単 311.8 倍的中！！ 

2/8 東京 11R 共同通信杯・3 連複 56.7 倍的中！！ 

1/31 京都 5R 未勝利・3 連複 96.9 倍的中！！ 
報告が遅れてしまいましたが、1 月 31 日の京都 5 レースを 3 連複で的中することができました。 

ボンバルリーナを軸にして 6 頭に流しました。思ったよりオッズが高かったのでよかったです。 

1 月は良い感じで終えることができました。これからもよろしくお願いします。 

広島県 たかしさん 

1/31 京都 5R 未勝利・3 連単 462.5 倍的中！！ 
たまバスさん、こんにちは。 

1/31 京都 5R 

とても難しい馬場状態で、スカイポットさんの予想コメントがとても役に立ちました。指数 1 位のボンバルリーナを軸

に、上積みリスク馬、重馬場得意血統、この組み合せで 3 連単を 終的に 30 点に絞って購入、見事 46,250 円を的

中することができました。 

余談ですが日曜の根岸ステークス 3 連単 88,500 円を的中し今週はお腹一杯です。 

神奈川県 ねぎしすてーくすさん 

1/31 京都 5R 未勝利・3 連複 96.9 倍的中！！ 

    東京 5R 馬連・17.9 倍的中！！ 

    京都 9R つばき賞馬連 22.7 倍的中！！ 
こんばんは！今日はスカイポットさんの予想から京都 5 レースの３連複、展開から京都 9 レースと東京 5 レース共

に馬連を的中出来ました！ありがとうございます！今後もよろしくお願いします！ 

広島県 のりさん 

1/24 中山 10R 菜の花賞・単勝、ワイド、3 連単的中！！ 
24 日の中山 10 レース、スカイポットさんの展開から 2､11 の単勝、ワイド、３連単の流しも買って、見事に全馬券的

中出来ました!ありがとうございます!これからもよろしくお願いします! 

広島県 のりさん 

1/24 中京 4R 未勝利・3 連単的中！！ 

    中山 10R 菜の花賞・3 連複 198.3 倍、3 連単 744.5 倍的中！！ 

    京都 10R 若駒 S・複勝的中！！ 
おかげ様で本日はスカイポットさんが展望されていたレースのうち３レースだけを購入し、楽しむことができました。 

まず、中京第 4 レース。スカイさんが抑えとしてあげておられた④のエリモアクアポリスが意外に人気していたので

⑩のロイヤルクリッパーと同格に扱い、⑪⑫ー④⑩⑪⑫ー④⑩⑪⑫の３連単フォーメーションを＠７00 円購入して

90.8 倍の大正解。 

次に中山 10 レースの菜の花賞。⑪のエストシャインの指数を信じることにして、②ディアジーナと⑪の二頭軸で３連 

複総流しを＠400 円と、②と⑪を互いに 1,2 着に固定し 3 着総流しの３連単を＠100 円購入し、結果単勝 50 倍の人

気薄⑩のザデイが３着にきてそれぞれ 198.3 倍と 744.5 倍が的中。 

３匹目のドジョウを狙って京都 10 レースの若駒 S を購入しましたが、こちらは①メイショウの複勝のみの的中でトリ

ガミ。 

今日は総流し方式の威力を実感した日でした。 

今週はこれで勝ち逃げしようと思います。明日はほんの遊び馬券で楽しみます。ありがとうございました。 

神奈川県 吉岡さん 

1/18 京成杯・馬連、3 連複的中！！ 
みなさん、こんにちは！ 

今日の京成杯は、ナカヤマフェスタ＝アーリーロブストの馬連1500円が本線で的中できた上に、スカイポットさんの

「秘密兵器」モエレビクトリーがまさかの逃げ粘りで３連複まで的中することができました！ 

ゲットフルマークスが京王杯２歳Ｓを勝った時のことが思い出されます。「逃げ先行馬の距離延長がパフォーマンス

を上げる可能性」がここでも炸裂した感じですね。モエレビクトリー、さすがに 2000m は無理だろうと思ってたんです

が、すずらん賞のあとダートで 1700、1800m 走ってますし、先日ようやく入ったグリーンチャンネルのパドック見ても

悪くない印象だったので、遊びで３連複流してみました。ラッキーでした。 

今年に入って勝っても辛勝ばかりでなんともでしたが、おかげさまでようやく心の余裕が生まれました。 

東京都 gachalingo さん 

1/11 中山 5R・単勝、複勝、3 連複、3 連単的中！！ 

    京都 11R シンザン記念・単勝的中！！ 
中山５Ｒ 

単、複、３連複、３連単 的中です。ラークキャロルの推奨おみごとです。欲を言えばもう少し単を買っておけばよか

った。 

シンザン記念は単勝的中です。 

フェアリーは無念ですが、不利がなければ・・です。アイアムネオは買っていたので。 

若駒のおかげで当たっているのですが、収支的には微妙にマイナスです。（自己馬券のせいですが。） 

こんな時もあると思いますがなんとかのりきりたいです。 

富山県 タケクリークさん 

1/11 中山 5R・単勝的中！！ 

    中山 11R フェアリーS・馬連的中！！ 

    京都 11R シンザン記念・馬連的中！！ 
★日曜日 中山 5R 

たまバスさんの予想が出てたので、ラークキャロルの単勝を買う投票を終えたあと、欲が出てレッドシャドウへの馬

単と馬連を買い足す大もうけの野望は 1 着＝3 着で儚く散ったけども単勝の当たりで昨日の負け分をほぼ取り戻す 

★日曜日 中山 11R フェアリーS 

外枠の不利の中での GⅠ好走を評価して◎ジェルミナル、相手には 3 番手評価していたアイアムネオが入って馬

連的中。3 着に残ったグッデーコパは切ったので 3 連単は不的中でした。。。 

「先行したら良い」との、たまバスさんの【回顧】は読んでいたんですが前走の惨敗を力不足と見なしてヒモからは

ずしました 

内先行有利条件でペースが遅くなることもわかっていたのになぁ。。。 

これだけ条件がそろった場合なら劇走することもあるんだな…と記憶っ！ 

★日曜日 京都 11R シンザン記念 

◎アントニオバローズ 強かったですね。この馬の未勝利戦での強さはわかりましたよ！！ 

レースを見て肌で感じ取りましたので、自信の本命でした 

人気薄ダブルウェッジもヒモで押えていたので馬連的中しました ^ ^ 



距離に対しては未知数でしたが、京都のマイルなら何とか持つかもと思い買いました 

残念ながら、3 連単はフォーメーションで 2 着にモエレ、ミッキー、タキオンクールの馬券を買っていたので当たりま

せんでした 

こんな感じで日曜日に大逆転で今週プラスにすることができました 

来週もがんばりまっす！！ 

千葉県 Ｒ・Ｉさん 

1/11 中山 6R 未勝利戦・3 連複的中！！ 
1 月 11 日の中山 6 レースを 3 連複で的中することができました。 

スカイポットさんが指数展望で書いておられた指数の高い上位 5 頭のボックスを買いました。 

今年もよろしくお願いします。 

広島県 たかしさん 

1/10 中京 10R ビオラ賞・3 連単、3 連複的中！！ 
1/10 中京 10Ｒビオラ賞 

３連単と３連複のフォーメーションで購入し、的中しました。展望からレオウィザードとありましたが、独自の理論で３

着までと考え、３連単は指数上位の２頭、ロードロックスターとラヴィンライフと上積み馬のキタサンガイセンを１着と

２着に固定し、３着は上記３頭に、指数順に３頭加えました。結果は見事に指数通りの３頭で決着し２５８００円です。

３連複も４-２，５，８－２，５，８，１０，１３のフォーメーションで３２５０円でした。 

今年は幸先のいいスタートがきれてよかったです。ありがとうございます。 

愛知県 リバティーさん 

1/5 福寿草特別・3 連単 200.1 倍的中！！ 
1/5 福寿草特別を３連単で 200 円 GET しました。 

展望から１着はかたいとみて１着にリクエストソングを固定してフォーメーションにしました。 

展望の３番手評価が横一線だったので２着もあるかもと想定し、２着３着に１，４，６，９，１０，１１と流し、３－４－９

で的中です。９は上積みリスク馬だったので念のため押えました。これも指数上の裏付けがあったから押えられた

のだと思います。展望だけでも想像力で当たったりするもんですね。これも若駒のおかげです。 

富山県 タケクリークさん 

1/4 中山 5R 未勝利戦・3 連複 4030.2 倍大的中！！ 

1/5 京都 5R 未勝利戦・3 連単 265.6 倍的中！！ 

   福寿草特別・単勝 1 点 4 倍的中！！ 
明けましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い致します。。 

新年一発目から大花火です。 

１月４日中山５Ｒ 

展望を参照にトップキングダムとヴィーヴァミラコロから上積リスク馬含む８頭へ三連複フォーメーションで購入。１

着入線のトップが失格となり大万馬券炸裂！！ 

京都５Ｒ 

予想を参照にデイブレイクスベルから三連単を的中！！ 

１月５日 

京都９Ｒ〔福寿草特別〕展望を参照にリクエストソングの単勝を大人買い♪的中！！ 

今回は出来すぎ感が強いですが、まさに『若駒ナビ』は私の予想する上で欠かせなくなっております。 強ツール

ですね！今後も報告は続くでしょう！笑 宜しくお願い致します。 

千葉県 テクトさん 

1/5 京都 9R 福寿草特別・馬単 20.8 倍的中！！ 
1/5 京都 9R 福寿草特別 

指数 1 位のリクエストソングが単勝 4.0 倍と結構高かったので馬単で 5 点購入してみました。結果見事 1 着に入り

2080 円を的中することができました。初日といい、指数 1 位馬の成績は今年も絶好調ですね。 

埼玉県 ねぎしすてーくすさん 

1/4 京都 5R・馬単、3 連複的中！！ 
京都５Ｒ 

馬単、３連複的中です。 

予想のすごいところは、１倍台の１番人気が（１着に）こないだろうとバッサリと自分の予想軸から入っているところ

です。今回は裏を買わずに素直に買い目を買いました。結果は非常にきわどかったですが、予想が的中し馬単

GET です。欲を言えば、３連単の２着の裏は買い目として押えるべきだったかと。。。なんにしろ、お年玉、ありがと

うございます。 

あと、指数レポート読みました。見たいものがそこにあるという感じです。 

読み返して２０位までの全馬の情報を覚えるくらいになりたいですね。幸い今の時代はレーシングビュワーがある

ので見返すことも時間さえあればできますし、各馬の自分なりの解釈もできそうです。（子どもたちをお風呂に入れ

て寝てしまった後の時間を有効に活用して、、、調度今みたいに(笑)） 

若駒ナビのみなさん今年もよろしくお願いします。 

富山県 タケクリークさん 

12/28 ホープフル S・3 連単、阪神 7R500 万下・馬単、3 連複的中！！ 
みなさん、こんにちは！ 

ラジオ NIKKEI 杯 2 歳 S、ロジユニヴァース強かったですね。 

いろいろ考えても買いづらいメンバーでありオッズでしたので、たまバスさんの「リスクを考えると買わない方がい

い」というアドバイス通り、馬単１点軽く賭けてレースを楽しみました。 

リーチザクラウンはまさかの２着でしたが、「使い詰め」や「武豊の騎乗ミス」といった敗因がメディアでは挙げられて

います。実際のところどうだったのでしょうか？レース回顧をお待ちしております。 

さて、28 日は有馬記念を観戦しに中山競馬場に行ってきました。ホープフル S も行われるので、事前に考えて以下

のような印を打ちました。 

◎トーセンジョーダン 

○セイクリッドバレー 

▲タイフーンルビー 

△ロイヤルダリア 

△アラシヲヨブオトコ 

注サクラルーラー 

注カノンコード 

パドックに行ってじっくり各馬を観察すると、トーセンジョーダンは文句なしに元気がよくて覇気が感じられるのに対

し、タイフーンルビーは厩舎の馬の間でいじめの対象にでもなっているのかと心配してしまうくらい元気がなく、終始

うなだれたまま周回しており、買い目から外すことにしました。セイクリッドバレーはものすごく落ち着いており、なん

ともいえない高貴な品格が感じられました。 



髪型もおしゃれで男前（笑）。 

レーシングビュワーだと細かいところまで見えませんが、パドックではいろいろな発見がありますね。 

終的に、タイフーンルビーをたまバスさんが単複勝負されていたハギノバロンドールに差し替え、◎○→他の印

の三連単マルチと、◎→他の印への三連単で勝負。結果、三連単 200 円的中できました。 

また、たまバスさんが当日予想に挙げられていた阪神７R は、有力馬３頭の馬単表裏、それにコパノマユチャンか

らその３頭に三連複を流し、運よく的中できました。 

稼いだ軍資金はメインの有馬記念に投入。ダイワスカーレットから印をつけた馬に馬単を払い戻しが均等になるよ

うに配分して勝負。もちろんアドマイヤモナークには印を打っていませんでしたので惨敗（笑）。 

若駒ナビのみなさんには今年はほんといろいろお世話になりました。これから死ぬまで本気で取り組むに値する素

晴らしい趣味を見つけることができて、僕にとっては 高の一年となりました。来年はいよいよクラシック。 

頑張って的中させましょう！ 

東京都 gachalingo さん 

12/27 ラジオ NIKKEI 杯 2 歳 S・馬単、3 連複、3 連単的中！！ 

12/27 ラジオ NIKKEI 杯 2 歳 S・3 連単万馬券的中！！ 

12/27 ラジオ NIKKEI 杯 2 歳 S・3 連単万馬券的中！！ 
毎度ど～も。テクトです。今日もラジオ NIKKEI 取れましたのでご報告。たまバスさん・スカイポットさんの押すリーチ

とロジユニを１・２着固定の三連単で万券的中！三連単は固定出来る馬がいると回収効率は高いですね！ 

いつもお世話になりっぱなしで・・・。有り難う御座いました。 

千葉県 テクトさん 

12/21 朝日杯 FS・単勝、馬連的中！！ 
いつもお世話になってます。先日の朝日杯です。はじめての現地観戦でかなり楽しめたと思います。 

しかも馬券は大的中！単勝・馬連を的中させ、合計８万ほど儲かりました。スカイポットさんの指数を信じた結果だ

と思います。 後の直線では思わず声が出るほど興奮していました。生で見るのは本当にいいですね。地方に住

んでいるのでなかなか機会がないですがまた行きたいです。 

これからも精度の高い予想を期待しています。頑張ってください！ 

愛知県 東海の星さん 

12/21 朝日杯 FS・単勝、馬単、3 連単的中！！ 
毎度ど～も。テクトです。昨日はお疲れ様でした。もの凄く楽しかったッス♪ 

さて本題です。昨日は朝日杯のみ購入し大幅回収出来ました。 

出走馬中番付 上位のセイウンワンダーを一着固定にし、二着候補をフィフス・パンプキン・ブレイク、三着候補を

二着候補＋シェーン・エイシン・タキオンのフォーメーション。 

セイウンワンダーの単勝。セイウンワンダーからの馬単。以上を購入し大的中！！ 

若駒ナビさんのおかげ以外の何者でもありません。今後とも宜しくお願い致します。 

千葉県 テクトさん 

12/21 朝日杯 FS・単勝、馬連、3 連単的中！！ 
今日の朝日杯どうでしたか？僕はばっちり的中できました 

今回の的中はレースを見まくって自分出考えに考えての的中で 

今までにないホント衝撃的なゴール前でした 

まだまだ たまバスさんの言ったような「開眼」レベルではなく 

「なんとなく」だらけの状態ではありますが... 

前後差 2.0 秒あたりといったラップ差 見事に 2.0 秒ピッタリでしたね。本当にすごい 

このあたりの読み というか 推測が自分でもできるようになりたいです 

この言葉で今日は差しから入ろうと決心がついたので... 

で、週始めに気になっていたフィフスペトルと横綱セイウンワンダー、ペリエのミッキーパンプキン、マイルに戻り、

唯一横綱に土をつけたツルマルジャパンのどこからいくか、 後まで悩んだあげく、軸を差し側に持っていくことが

できました 

それから、「ハイペース経験のない」ミッキーパンプキン というたまバスさんの記事も参考になり、後押しをしてくれ

ました 

今日の的中は単勝、馬連、三連単です（三連複は三連単の押さえだったため不的中）かなりのプラスでした。（ホッ

コータキオンが残っていれば…） 

一生 思い出に残るレースになりそうです 

感動のあまり、だらだらと書いてしまいました すいません 

今日はレースを見て 根拠のある馬券を買うことの大切さを知りました 

たまバスさんと 若駒ナビのおかげです ありがとうございました 

千葉県 Ｒ・Ｉさん 

12/21 朝日杯 FS・単勝、馬連的中！！ 
みなさんこんにちは！朝日杯ＦＳ、無事的中できました！ 

本命はセイウンワンダー、20000 円投資して、単勝 10000 円と馬連 1000 円的中で、53600 円回収できました！ 

出走馬が発表された段階でセイウンワンダーと決めてはいたものの、蹄球炎を発症しての休み明け、出遅れ率と

いった懸念材料もあり、それらを考慮した上で他の有力馬との能力差を見積もるのもたいへんむずかしく、朝の４

時まで悩みました。 

レースレベルの高そうなデイリー２歳Ｓ組の１、２着馬は、キングスレガリアとの着差 0.1 秒というのがどうしても気に

なりました。 

京王２歳Ｓ組も、基本的にそれほど厳しいラップではなかったレースで前にいた馬たちですし、１番人気のブレイク

ランアウトは、展開次第ではダノンカモンやケイアイアライジンに先着を許しているわけですし、突き抜けて強いと

は思えませんでした。 

新潟２歳Ｓはどうかといえば、不良馬場で時計はかかっていますが、同日の３歳未勝利 1800m の時計を良馬場の

同距離レースの時計と比べると、ざっくり２秒はかかっており、それを差し引いて考えればそこそこレベルの高いレ

ースだったんじゃないかと考えました。 

セイウンワンダーはそのレースで出遅れて 後方から全頭差し切っており、強さのインパクトは額面通り受け取っ

ても良いと結論しました。 

仮に運悪く懸念材料のすべてがこの馬に降りかかってきたとしてもなお勝機はあるんじゃないかと。 

血統のことはまだぜんぜんわかりませんが、父グラスワンダーのレース映像も自分に自信をもってこの馬に本命を

打たせてくれました。 

とはいえ、ＴＶでパドックの様子を見たときはちょっとぎこちない感じがしてひやひやしましたが、見事勝ってくれまし

たね！ 

若駒ナビのみなさんはもちろん、会員のみなさんも、朝日ＦＳは大的中完全勝利だったのではないでしょうか？ 

来週はラジオＮＩＫＫＥＩ杯ですね。 

こちらもみなさんの展望を楽しみにしております。 

12/21 朝日杯 FS・3 連複的中！！ 



久しぶりの的中報告です。朝日杯 FS を 3 連複で的中することができました。 

ホッコータキオンは消していたので、ちょっとはらはらさせられました。 

年末のレースを的中することができてよかったです。 

今年は、若駒ナビのおかげで、これまでになく、競馬を楽しむことができました。これからも応援しています。 

広島県 たかしさん 

12/21 朝日杯 FS・単勝 1 点勝負で的中！！ 
中山ＦＳ、セイウンワンダーの単勝 6000 円一点勝負で当たりました。ありがとうございます。 

今日は仕事が休みだったのでＴＶ観戦しましたが、やはり当たれば気持ちいいです！ 

今はたまの休みしか競馬できませんが、これからもよろしくお願いいたします。 

広島県 のりさん 

12/21 朝日杯 FS・単勝、馬連、3 連単的中！！ 
朝日杯 FS！セイウンワンダー強かったですねぇ（＾＾）おかげさまで、単勝、馬連、３連単と完全的中です！ 

パドックでは落ち着きもなく、太め残りにも思えて心配でしたが、すばらしいレースでした(^^） 

みなさまの予想もすばらしかったです。番付の精度もすばらしいと思います。ありがとうございました。 

愛知県 リバティさん 

12/13 黒松賞・3 連単８６．２倍、６点で的中！！ 
お世話になります。 

先週末に入ったばかりで恐縮なんですが、土曜日中山 9Ｒ黒松賞 3 連単を 6 点だけでゲットできました（笑） 

元々このレースはエイシンタイガーで固いと思っていたので、指数展望を拝見しアイアンデュークとの 1・2 着固定、

3 着に指数上位の 3 頭で決め打ちし少点数で的中する事ができました（ちょっと危なかったですが笑） 

本当にありがとうございました。 

千葉県 ぴるろさん 

11/30 ベゴニア賞・3 連単 65.2 倍的中！！白菊賞・ワイド 15.5 倍的中！！ 
こんばんは！ 興奮冷めやらぬまま今帰宅しました。的中報告を立川のホテルから送ったあとはメールチェックして

なかったので、競馬場でお会いすることができず残念です。 

今日は生まれて初めての競馬場。もう感動の連続でしたよ。すぐパドックに直行したのですが鳥肌が立ってしまい

ました。あと東京競馬場は思ってた以上に綺麗だったのでびっくりしましたね。 

とりあえずパドックのあとすぐにベゴニア賞の３連単馬券を購入。 

パールシャドウ→５，１，２，７（６００円） 

パールシャドウ・ナンヨーアイドル→１，２，７（３００円） 

いきなりナンヨーアイドルが出遅れて「あちゃ～」と思ってたら、 後大外から伸びてきて２着！ ３着が７か 10 で写

真判定。４，５分も経ってないと思うのですが、これがまた体感としては３倍くらいに感じられ、彼女と「７，７，７，７，

７，７，７，７…」と念じ続けた末に掲示板の３着に「７」が光ったときの興奮！ 

また、競馬が初めての彼女が「ちょっとだけ何か買ってみたい」というので、白菊賞にチャレンジしました。「若駒ナ

ビ的には順当に行けばシルクナデシコとレディルージュみたいだよ」ということで 9-10 のワイドを 100 円購入。 

これも的中！ 

ＪＣは二人とも好きな馬なのでマツリダゴッホの単勝を中心にちょこっと買って、ものすごい数の人の声援と怒号の

なかでレースを楽しみました。 

帰りはベゴニア賞の配当で飲んで食べてもおつりがくるという充実ぶり。 

なんか運を全部使い果たしたのではないかと心配になる２日間でした。 

東京都 gachalingo さん 

11/30 ベゴニア賞・3 連単 65.2 倍、3 連複 15.1 倍的中！！白菊賞・３連複

159.5 倍的中！！ 
本日もお世話になりました。 

まずベコニア賞。スカイポットさんの買い目通りに購入しました。ゴール際ではドキドキしましたね。結果は人気どこ

ろでの決着でしたが、厚めに買っていて正解でしたね。 

次いで、京都の白菊賞。指数が載っていましたので、⑨のレディルージュと⑩のシルクナデシコの指数上位２頭を

軸に３連複は総流し（13 点）で 159.5 倍を 300 円的中できました。３連単は同じ２頭軸マルチで流しましたが、相手を

５頭に絞ったために⑤のチャームポットまで拾えず 11 万馬券は獲れませんでした。でも満足な結果で、昨日の京都

第５レースの大当たりと併せて、いい週末になりました。ありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。

13 日が楽しみです。 

神奈川県 吉岡さん 

11/30 東京 7R ベゴニア賞・3 連複 15.1 倍的中！！ 
お世話になっています。 

今日もスカイポットさんの予想と過去の回顧から、東京７レース三連複５－１１から 1,4,6,7 に絞り的中しました！ 

ありがとうございます。 

ＪＣは 13 の単勝に期待しつつ、また歴史に残りそうなレースを楽しみたいと思います。 

広島県 のりさん 

11/29 京都 5R 未勝利戦・3 連単 870.4 倍、3 連複 98.6 倍大的中！！ 
たまバスさん、お久しぶりです。会員の、●●●●です。 

以前は、馬券で２頭軸の３連単のマルチを教えていただきありがとうございます。 

確か、応募のとき、ニックネームの存在がありましたので、『イッツミー』で今後お願いします。 

本当に、３連単は買わないものでして、その後馬券の買い方（予想でなく純粋な買い方、笑）も勉強しました。 

未勝利戦に関しては、スカイポットさんの考え方にかなり信頼をしていました。 

今回、予想をそのまま買ったら、予感はありましたがビックな配当を当てることができました。 

自分には、とてもできない予想で本当に凄いと思っています。感謝いたします。 

 

また、本日は他の予想レースも的中となりありがとうございます。 

埼玉県 イッツミーさん 

11/29 京都 5R 未勝利戦・3 連単 870.4 倍、3 連複 98.6 倍大的中！！ 

     京都 2 歳 S・単勝 5.3 倍、3 連複 14.4 倍的中！！ 
みなさん、こんにちは！ 

今日は朝早く紅葉を見に高尾山へ行ってきました。天狗を見ながら携帯で若駒ナビをチェックするとスカイポットさ

んの京都５Ｒの予想が上がっていました。 

ちょっと前に矢作調教師の著書『開成調教師』を読みました。その中で、減量騎手を使って馬格のない馬を好走さ



せるというくだりがあり、「へぇ～、けっこう細かい戦略をたてているんだなぁ」と感心しつつも、半信半疑で矢作厩舎

の馬をチェックしていたのです。 

すると、スカイポットさんの展望で指数トップのキンセイポラリスが、前走の蛯名騎手から田村騎手へ鞍替でだいた

い 4kg 減、しかも今回斥量も 3kg 減。指数トップで内枠を引き 7kg も軽い状態！ これは狙うしかない！と注目して

たのですが、京都２歳Ｓの分析だけで疲れてしまっていつの間にか寝てしまいました。 

さて、スカイポットさんの予想ですが、そのキンセイポラリスを完全に狙っており、オッズをチェックしたら、キンセイ

ポラリス人気薄！ 他の馬の分析ぜんぜんできてなかったので、今回は完全にスカイポットさんの買い目にそのま

ま乗らせていただきました。少ない買い目で３連複・３連単を的中、合計 96900 円の高配当！でした。 

下山してから立川のウインズにて京都２歳Ｓの馬券を購入。 

◎９．イグゼキュティヴ 

○５．キングスレガリア 

▲２．アンライバルド 

△６．ファミリズム 

△８．ピエナファンタスト 

△３．ベストメンバー 

●単勝 

9（３０００円） 

●馬単マルチ 

9→5、2（４点＠１０００円） 

●三連複軸２頭ながし 

9・5→2、3、6、8（４点＠５００円） 

9・2→3、5、6、8（４点＠５００円） 

計１１０００円 

当然若駒ナビ推奨のイグゼキュティヴを本命にしました。相手は迷ったのですがキングスレガリアに。結果、イグゼ

キュティヴ１着、アンライバルドは３着で馬券は的中（ちょっと前に、たまバスさんに「ファミリズムが気になる」という

ようなメールを書いたのですが、その直観を信じてもう少し馬連馬単に含めておけばとちょっと後悔）。11 万円近く

勝った今日は競馬を始めて も思い出深い日になりそうです。というのも、明日は人生初めての競馬観戦、ＪＣを

現地で観戦するのですから！ 

東京都 gachalingo さん 

11/29 京都 5R 未勝利戦・3 連単 870.4 倍大的中！！ 
本日の京都 5R、さすがです。おかげ様でまたも勝ち逃げの快感を味わわせて頂きました。矢作厩舎は僕自身ずっ

と追いかけている厩舎なんですが、それにしても単勝３３倍の馬を本命に抜てき出来るとは・・・。お見事です。 

これから若駒の重賞レースが続きますが、ますます楽しみです。今後ともよろしくお願いします。 

神奈川県 吉岡さん 

11/29 東京 1R 未勝利戦・単勝 7.8 倍的中！ 

京都 5R 未勝利戦・単勝 35 倍、ワイド 14.6 倍大的中！！ 
お世話になっています。今日 29 日、東京 1 レース単勝 8、京都 5 レース単勝 3 ともに的中できました。 

5 レースはワイド 2-3 も取りました。ありがとうございます！ 

あとは 9 レースの 9 がどんな走りを見せてくれるのか楽しみにしています。 

広島県 のりさん 

11/29 京都 5R 未勝利戦・3 連単 870.4 倍大的中！！ 
スカイポットさん おめでとうございます。２，３，８，12，14 のボックス ３連複のところを３連単にして勝負してみまし

た。キンセイポラリス軸の勝負馬券 おみごとです。８万馬券をとることができました。 

これからも展望、予想ともによろしくです。 

富山県 タケクリークさん 

11/23 東京 7R500 万下・複勝 2.3 倍、ワイド 9.1 倍的中！ 

11/24 福島 2 歳 S・複勝 1.7 倍的中！ 
たまバスさん、こんにちは。●●です。いつもお世話になっています。 

先週の日曜日、複勝 9 とワイド 4-9、月曜日は福島 10 レース複勝 15 的中しました。ありがとうございます。 

単勝狙いでと思っていたのですが、かなりレースが絞られてしまうので、我慢がきかないので上手く馬券を使いこな

せたらと思い、今のところは単中心で、頭危険かなとおもったら複勝ワイドに手を広げています。 

東京、福島は、皆様の過去戦の回顧をにらめば、スカイポットさんの指数上位からでも結構ヒモは絞れやすいと感

じた先週でした。あまり稼ぎはなかったのですが、とても競馬を楽しめるようになりました。 

広島県 のりさん 

11/22 東京スポーツ杯 2 歳 S・3 連複 92.6 倍的中！！！ 
みなさん、こんにちは！ 

今週も東京スポーツ杯２歳Ｓの三連複（購入２００円）を的中することができました！ 

本命◎はメイショウドンタクに打ちましたが、残念ながら 10 着でしたね。馬券がとれたのはやっぱり若駒ナビで展開

やペースの予想を鍛えられているおかげだとほんと思います。以下自分の予想メモです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◎３．メイショウドンタク（藤田） 

○２．ブレイクランアウト（武豊） 

○６．サンカルロ（吉田豊） 

○９．ダノンカモン（福永） 

▲４．スズカワグナー（安藤） 

▲５．ナカヤマフェスタ（蛯名） 

△１．マッハヴェロシティ（柴田） 

△７．バックハウス（ルメール） 

△14．セイクリッドバレー（柴山） 

先週に引き続きやはり混戦模様。メイショウドンタクに◎を打ったが、軸にするならブレイクランアウト。メイショウド

ンタクはパドックの様子も落ち着いており、ここは突き抜けてほしいところ。ブレイクランアウトの３着以内は確実に

思える。買い目はまず、◎の単複、◎から○以下に馬連総流し。３連複は、◎軸で○以下に流す。また、◎が馬券

に絡まないことも想定して、○ブレイクランアウト軸でそれ以外に流す。さらに、Ｓペースで差し・追い込み馬が届か

ないことも想定して、評価した先行馬に、極端なＳペースでなければ３着には入ってきてもおかしくないブレイクラン 

アウトを加えた６頭ＢＯＸもおさえておく。 

●単勝 

3（１５００円） 

●複勝 

3（２０００円） 



●馬連 

3＝1、2、4、5、6、7、9、13、14（９点＠１００円） 

●三連複１頭軸流し 

3→1、2、4、5、6、7、9、14（２８点＠１００円） 

6→1、2、4、5、6、7、9、14（２８点＠１００円） 

●三連複ＢＯＸ 

1、2、3、4、5、6（２０点＠１００円） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

馬券の買い方が下手でした。「軸にするならブレイクランアウト」とわざわざ書いているのだから、馬連は素直にブレ

イクランアウトから流すべきでした。そうすれば３６６０円もとれていましたね。三連単は８１６４０円もつきました。こ

れも三連複６頭ＢＯＸを三連単ＢＯＸにしていれば、とは思いましたが、軸にできる先行馬がいなかったので冷静に

考えればやっぱり無理でしたね。 

馬券の買い方、本当に奥の深いテーマです。 

今週は３日あるので残りの２日も頑張ります！ 展望も楽しみにしています。 

東京都 gachalingo さん 

11/15 京王杯 2 歳 S・3 連複、181.5 倍的中！！！ 

みなさん、こんにちは。京王杯２歳Ｓ、三連複を的中することができました！ 

若駒ナビは、競馬に費やす時間のショートカットをメリットとして挙げられていますが、僕にとってはぜんぜん逆で、

ますます競馬に没頭する時間が多くなりました。競馬新聞を離れ自力で勝ちたいという思いが強いのか、現在はス

カイポットさんの指数やみなさんの展望がアップされるまでに、狙ったレースの分析を自分なりに済ませ、各馬の能

力を格付けしておき、枠順が出たら展開も予想しておきます。その後、若駒ナビの展望や予想を参考に、買い目に

入れるか切るか迷っていた馬を取捨してから馬券を買う、という感じで利用させていただいています。忙しくてしょう

がないですが、僕にとってはこれでいいのだと思います。毎日濃密な時間を過ごせてむしろ嬉しいくらいです。 

今回、大穴のゲットフルマークスが１着でしたが、これはスカイポットさんの指数とぶぎーさんの「逃げ先行馬の距

離延長はパフォーマンスを上げる可能性」についての指摘がなければ拾えていなかっただろうと思うので、自分とし

てはまだまだです。ただ、今回馬券を当てたことも嬉しかったのですが、もっと嬉しかったのは、実際のレースの展

開がかなり自分が予想したのに近い流れだったことです。競馬始めて４か月くらいですが、おかげさまで力がつい

てきているのが実感できました。これからも楽しみにしております！ 

東京都 gachalingo さん 

11/15 京王杯 2 歳 S・3 連複 181.5 倍的中！！！ 

京王杯 2 歳ステークス 

展望対談を参考にしましたが、絞れないので 3 連複を６頭 BOX で購入し、見事的中できました。 

ただ、フィフスペトル軸の 3 連単も購入しておけば良かったと、少し後悔しております（泣） 

しかし、ブービー人気のゲットフルマークスを買えるのは若駒ナビのおかげです。本当にありがとうございます。 

先週は大きくマイナスだったので、なんとか赤松賞の軍資金ができました。 

愛知県 リバティーさん 

11/15 京王杯 2 歳 S・3 連単 1564.3 倍大的中～！！！ 

スカイポットさんの展望から「買うならボックスで波乱を期待するほうが楽しいかなと思っています。選ぶとしたら前

残りの展開になった場合のゲットフルマークス・・・」に乗っかりました。指数上位の 

ゲットフルマークス（父マイネルラヴ） ６１．０↓（先行◎） 

ナンヨーアイドル（父キングカメハメハ警） ６２．５（末脚◎） 

フィフスペトル（父キングカメハメハ警） ６６．５☆↓≠（末脚◎） 

エイシンタイガー（父コロナドズクエスト、母父ＳＳ警） ６１．３ 

アイアンデューク（父スウェプトオーヴァーボード、母父ＳＳ警） ５９．９（末脚○、切れ○） 

の５頭ボックス 100 円×60 点で２－６－７的中です。 

払い戻し 156340 円です。これでしばらく楽しめます。今後の展望も期待しています。 

富山県 タケクリークさん 

11/9 福島 2R・3 連単 679.3 倍 

    京都 3R・3 連単 367.5 倍、 

    東京 8R・単勝 3 倍、馬単 20.9 倍、3 連単 352.3 倍的中！！！ 
お世話になっております。また大きいところを拾えたので報告させていただきます！ 

11/9 福島２Ｒ 三連単的中！！ 

スカイポットさんの展望よりエイシンウォーマンとラップミュージックより三連単１頭軸マルチ。荒れると感じて購入し

的中！ 

京都３Ｒ 三連単的中！！ 

こちらもスカイポットさんの展望より名前の上がっていた４頭の三連単ボックス。テイエムダイアナの人気のなさに

妙味を感じ購入し的中！！ 

東京８Ｒ 単勝・馬単・三連単的中！！ 

たまバスさんの新馬戦時の回顧と当日の予想を参考に単勝・馬単を購入。さらにオオトリオウジャを一着固定 に

したまバスさんの予想プラス当日乗れていた後藤騎手(人気も無かったので)を加え三連単を購入し的中！！ 

毎回購入出来ないのですが、購入時にはかなりの恩恵を受けております。有り難う御座います。 

今後も目が離せません♪ 

千葉県 テクトさん 

11/1 福島 1R・3 連複 9.8 倍、東京 3R3 連複 17.6 倍的中！！！ 
11 月 1 日の福島 1 レースと東京 3 レースをスカイポットさんの予想を参考にさせていただき、いずれも 3 連複で的 

中することができました。11 月は幸先のいいスタートをすることができました。これからもよろしくお願いします。 

広島県 たかしさん 

11/1 福島 1R・3 連単 96 倍 

11/2 福島 9R・馬連 5.6 倍、3 連単 22.4 倍的中！！！ 
きんもくせい特別で馬連と三連単を当てさせてもらいました。土曜日も福島１R を三連単を当てさせてもらいました。

金額は少ししか投入できませんが・・・。指数だけじゃなくスローリスクやうわずみリスクなども凄く参考になります。

勝負度合いや買い目もこんな買い方があるんだと凄く参考になり時間やコズカイが少ないので凄く助かりますし週

末の競馬が楽しみです。引き続き会員でいられるように地道に馬券を当てて楽しみたいです。 

愛知県 グラスワンダーさん 



11/1 福島 1R・単勝 7 倍・馬単 32 倍 

11/2 福島 2R・単勝 2.7 倍、福島 9R 馬連 5.6 倍大的中！！！ 
こんばんは！ 

スタンダードの会員ですので、展望と過去のレース内容などにらめっこで我がで馬券を予想して購入しています。

昨日は福島１R 単 9 と馬単 9-11、今日も福島２R 単 11 と９R 馬連 3-8 的中し、ついでに天皇賞も馬単で取れプラ

ス計上となりました。ありがとうございます！ 

若駒ナビはじめてよく当たるようになってきたので、週末がいつも待ちどうしくなります。 

何より楽しみなのが、新馬から見てきた注目馬が、ダービーで活躍してくれることですね。それを生で府中で鑑賞し、

なおかつ馬券を当てることが今の目標となりました。来週もまたよろしくお願いします！ 

広島県 のりさん 

10/25 京都３Ｒ・未勝利戦三連単１８点で１７７．５倍大的中！！！ 
スカイポットさんの予想を参考に１０月２５日京都３R の未勝利戦を的中できました。 

スカイポットさんが評価されていた５頭の中からマルタカアンデス、タニノネグローニ、ドリームリフレクト、トーコータ

カシをピックアップして、トーコータカシのみ２着付けの３連単フォーメーションを組んで１８点で購入しました。 

普段午前中のレースは買わないのですし、今回のレースもどの馬も知らない馬ばかりでしたが、ここの分析のお陰

で少ない点数で時間をかけずに的中できました！ 

ありがとうございます。期待してますので、これからも頑張ってください！ 

千葉県 ワックスムーンさん 

10/18 京都 11R・デイリー杯 2 歳 S、三連単 6 点で 156.8 倍的中！！ 
おかげさまでスカイスポットさんのＤ杯の展望を参考にさせていただき３頭の３単ＢＯＸで取ることが出来ました。こ

んな事は初めてです。 

で、やっぱり皆様の予想を拝見したいので中途ですがスペシャルプランに変更したいのですがよろしいでしょうか？  

支払い方法などよろしくお願いします。 

奈良県 サノボンさん 

10/18 東京 2R・未勝利戦三連単 34.8 倍 

10/19 東京 2R・未勝利戦三連複 92.1 倍的中！！ 
お世話になっております。 

土曜日の東京 2Ｒの 3 連単が的中しましたのでご報告します。グリーンチャンネルで観戦していたのですが、ツーデ

イズノーチス強かったですね。直線に入ってもなかなか追い出さないので届くのかな？と思ったぐらいです。今後も

注目したい馬になりました。 

また、日曜日の東京 2Ｒも 3 連複（8-10 の 2 頭軸）で的中しました。3 連単が 10 万馬券だっただけに買えばよかっ

たかなとも思いましたが・・・。 

若駒ナビのおかげでよい週末を迎えることができました！今後も頑張ってください。 

愛媛県 東海の星さん 

10/18 東京 2R・3 連単 34.8 倍 2000 円 

10/19 東京 2R・単勝 41.7 倍 2000 円大的中！！！ 

近”若駒分析”様のおかげで競馬馬券買うのが楽しみになっています。 

負け組馬券から勝ち組へ偉功できそうな気がします。プロの方の予想をみてから、また自分の予想を見直す事も

できかなり役にたってます。やっぱり情報が多く、わかりやすいほうがいいですからね。 

週中から展望がみれると予想に時間の余裕もできますからいいですね。 

直前に予想して馬券外れるとほかのレースにもどんどん手をだしていき自滅するなんて日々ありますからね。 

先日も 

10/18 東京 2R ツーデイズノーチス ３連単 3480 円 

10/19 東京 2R スズカケ     単勝 4170 円  

獲らせてきただきありがとうございます・ 

今後もどうかよろしくお願いします。 

 

神奈川県 ウルフマンさん 

10/18 東京 2R・3 連単本線 34.8 倍 2000 円、京都 2R・3 連複 41.9 倍 

     デイリー杯 2 歳 S・3 連複 36.9 倍、3 連単 156.8 倍、大的中！！！ 
土曜日のスカイスポットさんの予想をそのまま使って、３連勝できました。ありがとうございます☆ 

いままで、３連単を使ったことがなかっただけに、凄いなあと感じました。また、２歳戦は、怖い気持ちがあって馬券

をほとんど買わないだけに、レース回顧は役立ちます（２歳戦を勉強したい）。 

特に、黄菊賞の評価を自分の見方と比べてみたかったので。未勝利戦で、少しづつ知識をつけて、年末を迎えた

いと思っています。 

埼玉県 ●●さん 

10/12 東京 2R・3 連複 120.4 倍、3 連単 1031.4 倍 

     京都 2R・3 連複 146.7 倍、3 連単 423.9 倍 

     京都 3R・3 連複 6.8 倍、3 連単 45.5 倍大的中！！！ 
いつもお世話になっております。おかげさまで的中する事が出来ましたので報告させていただきます。 

10/12(日)東京２R 

たまバスさん推奨のロラパルーザを１着固定にし相手をスカイポットさんの展望でピックアップされていたキングオ



バマ・カシノブシオー・コスモジブリル・サザンスターディ・ディアトウシロウ。三連複・単を購入しダブルゲット！！ 

京都においても２R 

こちらもスカイポットさんの展望よりアディアフォーンを頭に相手も文章中の６頭をピックアップし、三連複・単ダブル

ゲット！！３R も同様にダブルゲット！！ 

この的中は若駒ナビの分析力のおかげです。有り難う御座いました。 

今後も期待しております。頑張って下さい。 

千葉県 テクトさん 

10/11 東京 1R・馬連 446.9 倍、3 連複 605.4 倍的中！！ 

本日の「指数展望」より示唆を受け、東京第１レースの馬連（４４６．９倍）、３連複（６０５．４倍）を的中できました！ 

「人気薄３頭で決まる可能性もないとは言えない。」との結びに触発されてオッズを拾い出しました。 

その結果、文中にあげられていた各馬から人気薄４頭、③⑤⑭⑰を、人気サイドから５頭、⑧⑮⑪⑥⑨を選んで、

クロスさせました。馬連２０点、３連複４０点買いでした。 

いつもながらありがとうございました。今日はこの後、スカイポットさんの予想による京都９レースだけ楽しもうと思っ

ています。明日もまた楽しみです。 

神奈川県 吉岡さん 

10/5 札幌 2R・単勝 15.7 倍 1 点、馬連 20 倍 1 点、3 連単 343.7 倍 24 点で的

中！！！ 
こんばんは。いつもお世話になっております。神奈川の●●●●と申します。 

スタンダードからスペシャルコースに変更を希望します。 

先日の札幌２Ｒラヴィンライフ 1 着。さすがです。勝ち馬の前走、前々走の映像をみましたが◎馬にする事。 

予想前までに私にはまださっぱりわかりませんでしたが。レースが始まると２～３コーナーでこれはいけると確信 

スカイポットさんの指数どおりで万馬券ＧＥＴできました。単勝 1 点。馬連 1 点。３連単 24 点。 

ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

 

 

神奈川県 ウルフマンさん 

10/5 札幌 2R・単勝 15.7 倍、馬連 20 倍、ワイド、3 連単 343.7 倍的中！！！ 

こんにちは、リバティです。ロジユニバース強かったですねぇ 

Ｔシャツは HIGHPACE のブラックでお願いします。 

それでは的中報告ですが、先週は購入できなくて残念でしたが、今週は休みがとれて、ゆっくり研究できました。 

まず土曜日、札幌２Ｒでスカイポット氏の展望より、3 連単フォーメーションで７万馬券ゲットしました。 

さらに日曜日、同じく札幌２Ｒで、単賞、馬連、ワイド、３連単と完全的中です。どうもありがとうございます。 

Ｔシャツまで当選して言うことなしです。 

愛知県 リバティーさん 

10/4 札幌 2 歳 S・3 連複 31.1 倍的中！！ 

9/21 札幌 2R・3 連単 205.9 倍的中！！ 
こんにちはリバティです。 

私は土日でも出張が多いため、なかなか馬券が買えません。 

またネット環境が整ってなかったり、圏外の時もあり、小倉のノアウイニングの時は本当にくやしかったです。 

9/21 の札幌 2R の報告です。ひさしぶりに馬券が買えました。 

予想では３連単５頭 BOX（５０点）でしたが、私は独自の理由で１番の１，２着はないとしてフォーメーション(３６点）

にして的中できました。 

それは出目というのかなんなのか、前レースで３着に来た枠は次レースで連対しないというものです。 

何の根拠もありませんが、点数を絞る時に活用してます。 

ただ、スカイポット氏の言うように、３連単では１０万馬券以上を取り損ねる危険もありますね。 

今回の的中で資金に余裕ができたので、荒れそうなレースは手広くいこうと思ってます。 

愛知県 リバティーさん 

9/21 札幌・中山・阪神 2R・3 連単 205.9 倍、単勝 5.3 倍、5 倍、馬連 31 倍的

中！！！！ 
ありがとうございました。 

本日は朝方の３連勝で勝ち逃げです。スカイポットさんの展望と予想に基づいて、札幌、中山、阪神の各第２レー

スに挑みました。札幌で 205.9 倍が的中したのに気をよくして、中山の単勝は２頭に各 5000 円ずつ投資し、高めの

5.3 倍が的中。 

阪神も 7 の単勝を 5000 円、馬連も 5000 ずつでそれぞれ 5 倍と 31 倍が的中。阪神は写真判定になり、ヒヤヒヤし

ましたが・・・。 

（もちろんはずれた買い目もそれなりに増額して買っておりましたが。） 



これで思いのほかの収益になりました。これで今日は店じまいです。 

（午後の重賞だけ、セントライトは 17 と 12 の、ローズは 1 と 5 のそれぞれ２頭軸の３連単マルチを１点 100 円で遊

んでみますが） 

本日もデータに基づいた素晴らしいレース分析と推理に接することができ、感謝とともに大いに勉強になりました。 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

神奈川県 吉岡さん 

9/6 札幌 1R・馬連 21.7 倍、3 連単 220.6 倍的中！！ 
9/6(土)札幌 1R 未勝利戦＠スカイポット氏の指数展望を参考に馬連 2,170 円、3 連単 22,060 円的中しました。 

このところずっと長い間不調だったのでとてもうれしかったです。ありがとうございました。 

福岡県 みずはるのさん 

8/30 小倉 2R・3 連単 111.6 倍×200 円分的中！！ 
こんにちは。いつも御世話になっています。今週も万馬券的中させていただきました。8/30（土）小倉 2Ｒ スカイポ

ットさんのコメントどおりの１，２着一騎打ち決着でした。馬連１点勝負でも良かったのですが３連単を少々買ってみ

ました。ありがとうございました。神奈川の●●でした。 

 

 

 

 

 

神奈川県 ウルフマンさん 

8/31 小倉 1R・3 連単 43.8 倍×2000 円分的中！！ 

横浜の吉岡です。入会して３週間ほどが過ぎました。 

なかなかまとまった時間が取れず、せっかくのコンテンツも十分には読み込めないままになっております。 

昨日は珍しく朝９時ちょっと過ぎにパソコンに向かえましたので、一通り全ページに目を通して、初めて「予想」のペ

ージを見ました。 

３場の第１レースについて分析と買い目が載っておりましたので、急いで JRA-VAN を立ち上げ検討してみました。 

（今まで第１レースから始めることはなかったんですが。） 

その結果、新潟は様子見とすることにして、「本気モード」一杯に書いておられた小倉を⑥を頭に３頭 BOX 流し（６

点）をあの通りに買うことにしました。（金額は 2000 円でしたが。） 

さすがでした！昨日はこれで「勝ち逃げ」です。（重賞２鞍を遊び程度に買いましたが、大荒れで完敗。） 

昨日の経験で、御サイトのすべてのコンテンツを真剣に読もうと強く思いました。 

皆さんが本気で真剣に研究、分析されていることが実感として感じ取れたからです。 

いいサイトにめぐり合えたと思っております。 

小生も一生懸命になろうと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

神奈川県 吉岡さん 

8/24 小倉 1R・3 連単 224.7 倍×200 円分的中！！ 
こんにちは。先日からお世話になっています。いつもは馬券へたくそな自分です。 

今年はなんとか２歳戦からこつこつ研究？していこうかなとおもい8/24（日）普段は未勝利戦など馬券手出しはしな

いんですが・・。小倉 1R 馬単＋３連単で 21 点でしとめました。 

◎がきまらず 12.4.7 を３頭アタマにすえて考えました。万馬券当たってしまいました。ありがとうございます。 

一応万馬券証明書添付しました。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 ウルフマンさん 

8/14 新潟９Ｒダリア賞的中！！ 

スカイポット氏の展望より３頭立てのレースかと。ナンヨーエンゼルの指数と、＋１４kg の馬体重から３着固定とし、

３連単を購入。またクリノスレンダーとパドブレの馬単表裏を購入。金額はたいした事ありませんが、少ない買い目

で的中できました。ありがとうございます。 

愛知県 リバティーさん 

8/9 小倉 11R フェニックス賞的中！！ 
フェニックス賞を的中することができました。少額でも的中すれば嬉しいですね。新馬戦や未勝利戦まで詳細に回

顧していただきとても参考になっています。デビュー当初から注目していると、若駒にも愛着がわいてきます。 

今後ともよろしくお願いします。 

広島県 たかしさん 


