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EZ-WINで特大馬券を狙い撃ち 

 

少ない投資で BIG リターンを狙う 

 

これが血統馬券の醍醐味でございます。 

 

それを EZ-WINの 

「ある３項目」 

を使うだけで現実のものに出来る。 

としたら、興味が湧きませんか？ 
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上の EZ-WINは、 

３月２８日土曜日中京１１R の EZ-WIN です。 

 

このレース拙者の予想はダメでしたが・・・ 

 

このレースの結果は 

 

１着 ２番ペプチドバンブー（１０人気） 

２着１４番フォーテ（８人気） 

３着 １番ヒラソール（１４人気） 

 

馬連   ２－１４  ２万４０６０円 

ワイド   ２－１４     ６４６０円 
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      １－２    １万３４９０円 

      １－１４  １万３１００円 

３連複  ３４万１０円 

３連単 １７１万８７４０円 

 

という大波乱でございました。 

 

普通はまず獲れない馬券だと思いますが・・・ 

 

 

EZ-WIN の中の 

 

・馬名背景色あり 
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・坂路ラップ評価（Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄ） 

・血統複勝回収値（赤背景） 

 

この３項目に注目してみて下さい・・・ 

 

３項目すべてに該当するのは 

 

２番ペプチドバンブー 

１１番メイショウウズマサ 

１４番フォーテ 

 

この３頭でございました。 

そこで例えば、馬連とワイドの３頭ボックス（計６点）を 
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１００円ずつ購入した場合・・・ 

 

・馬連２－１４ ２万４０６０円 

・ワイド２－１４    ６４６０円 

 

６００円の投資で３万円の回収。 

つまり５０倍返しでございますな。 

 

そしてさらに・・・ 

「血統複勝回収値」のみに注目してください。 

 

「血統複勝回収値」というのは、 

予想人気をベースに、その血統の馬の複勝を 
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買い続けた場合の１００円購入に対する 

回収見込みの数値でございます。 

 

そして、赤い背景色が付いているのは 

全買いでも黒字回収になる見込みの血統馬。 

という意味を持っております。 

 

このレースでは血統複勝回収値に赤い背景色が 

ついている馬は８頭おりますので、３連複を 

ボックスで組みますと、買目が５０点を超え、 

拙者のような貧困層の者が、 

スクラッチくじ感覚で遊びでちょっと・・・ 

という枠を超えてしまいます。 
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そこで、前出の３項目該当馬３頭を組み合わせた 

３連複２頭軸流し３通りで馬券を組みます。 

 

２・１１―１・６・９・１３・１４・１５ 

２・１４―１・６・９・１１・１３・１５ 

１１・１４－１・２・６・９・１３・１５ 

 

これで買目は６通り×３パターンで１８点となります。 

 

※赤文字部分は買目が被っているところです。 

被る２点を削って、買目を１６点まで減らすことも可能ですが 

この買い目で決着した場合は、３倍ベットしている事になり 
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莫大な返りを期待できます。 

 

１点１００円購入で、１８００円の投資。 

払い戻しは３４万円ということになり、１８８倍の回収となります。 

 

つまり１８８レースで１度でも当たればチャラ。 

 

ですが、このパターンで３連複がハマるのは 

実は月に１度くらいはあるのですな。 

 

無論、全てが１０万馬券という訳には参りませぬが、 

近い所の大型馬券では、２月６日の東京１０R で 

３連複７万７４７０円が当たっておりました。 
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馬連なら、月に５回前後は的中があり、 

無論、大きな万馬券も取れておりました。 

↓↓↓ 

１月９日 

中山１１R ニューイヤーS 馬連４万７４０円的中 

 

１月１０日 

シンザン記念 馬連１万１９８０円的中。 

 

などなど 

 

ワイドならば１日に数鞍は的中しております。 
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機械的に馬券を買っても安定して利益を狙える。 

 

EZ-WIN恐るべし・・・ 

 

 

血統のもつ「真の力」を活かせておるのは、 

実は拙者ではなく EZ-WINなのやも知れませぬなぁ(/ω＼) 

 

そこに気づいた時は少なからずショックでございました・・・(;・∀・) 

 

ですが、 



ページ 12 

我が子よ、よくぞここまで( ；∀；)ええ子や 

 

と言う気持ちも大きなものでございました。 

 

もともと EZ-WIN を作ったきっかけは、 

予想時間の短縮と、機械的な馬券購入で 

利益を確保したい！ 

 

馬券で負けたお金と、 

情報会社にしてやられたお金を 

競馬で倍返しにして取り戻したるわい！ 

（家買えるほどやられました・・・） 
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と言う「よこしまな」で「ふらち」な考えからでした。 

 

まあ、つまりは俗に言う 

「怠惰を求めて勤勉になる」 

という事でございますな。 

 

２０１６年に最初の EZ-WIN を 

作って以来早いもので５年が過ぎました。 

 

その間、EZ-WIN の内容を検証し、 

 

この項目は役に立ってないなぁ・・・ 
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これを付け加えてみたらどうなるやろ？ 

 

馬名の背景色に使用するデータは、 

牡馬と牝馬で分けた方が段違いに精度が上がるやん♪ 

 

騎手のコース成績は、直近１年より 

３年間の成績データを使う方が精度が上がるな・・・ 

 

 

などなど、試行錯誤を重ね、 

３歩進んでは２歩下がり、 

１歩進んでは３歩下がったり・・・(;・∀・)あかんあかん 
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そして・・・ 

EZ-WIN作成用のマクロプログラムを開発し、 

ようやく「これは使える！」 

と思える域に到達できたと自負しております。 

 

あとは、どう使うか？ 

どこに着目すれば、投資効率が高まるか？ 

 

これが最大の課題でございましたが、 

最新内容の EZ-WIN を使用していた 

今年１月からの３か月間結果を検証し、 

ようやく・・・ 
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「この武器は稼げる！」 

 

と思えるようになりました。 

 

 

あとは、EZ-WIN を、多くの方にご利用頂き、 

自分自身も馬券で稼ぎ、その資金でコンピュータープログラムを作り 

EZ-WIN の完全自動制作を可能にすれば、 

EZ-WIN の全レース提供と低価格化が実現できます。 

 

 

え？ 

ほんならそれまで待つわ？ 
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堪忍してください(*_ _)汗 

 

 

「袖すりあうも他生の縁」と申します。 

 

数え切れぬほどの競馬ブログの中から 

「血統馬券の参考書」にお越し頂き 

あまつさえメルマガにまでお付き合い頂けるなど 

拙者には望外の喜びでございまする。 

 

その感謝の気持ちを忘れずに 

１日でも長く、一人でも多くの方に 
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お付き合い頂きたいと心より願っております。 

 

そして、少しでも安価で、価値の高い内容を 

お届けしていきたいと考え、今回のご提案となりました。 

 

 

 

血統馬券倶楽部 募集要項 

 

さて、前置きが長くなりましたが・・・ 

 

EZ-WIN との付き合い方がようやく掴め、 

新年度を迎えるにあたりまして、これまでの血統馬券倶楽部から 
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少々配信内容を変更させて頂こうと考えております。 

 

拙者の予想見解や予想印につきましては 

重賞レースと、特に狙いたい「血統馬券レシピ該当馬」が 

出ているレースに限定させて頂きます。 

 

代わって、先にご覧頂きました 

EZ-WIN の「３項目該当」が使用可能で、好配当が見込める 

レースに限定して、「参考買目」「神の見解」付きで EZ-WIN をご提供いたします。 

（ローカル開催場の「神の見解」はメインと最終レースのみになります） 

 

例えば、該当馬の頭数が多すぎるレースや、 

予想人気１人気から３人気までが該当馬になりそうな 
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レースは割愛致します。 

 

そのため、EZ-WIN配信レース数は、 

爆穴の激走が期待出来そうなレースを選んだ上で 

おそらくは従来よりも増えることになります。 

（減る事はないと思っております） 

 

新生「血統馬券俱楽部」の配信内容をまとめますと・・・ 

 

１． 重賞 EZ-WIN予想（予想見解・予想印・神の見解付き） 

２． 血統馬券レシピ該当馬出走レース EZ-WIN予想（予想見解・予想印・神の見解付き） 

３． EZ-WIN３項目使用可能レースの EZ-WIN（参考買目・神の見解付き） 

４． 日曜日の中央開催場の１０R と重賞以外の全場メインレース EZ-WIN（神の見解付き） 

５． 全開催場の最終レース「神の見解予想印」（メンバー専用ページにて公開） 

６． G１レース限定「調教捜査官（井内氏）の調教見解」 
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以上になります。 

 

血統馬券俱楽部 募集要項 

 

保証制度の復活 

過去に「返金または配信期間１ケ月延長」 

という保証制度をお付けしていた時期がございました。 

 

その分、購読料金は今よりも大幅に高額でしたが、 

今年度より「購読料据え置き」で保証制度を復活いたします。 

 

競馬の情報商材としては異例な保証制度です。 
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（さすがに馬券代までは保証いたしかねますが・・・） 

 

少しでも安心して EZ-WIN を 

ご利用頂けますよう、心ばかりの対応でございます。 

 

保証の内容は以下のようなものになります。 

 

・保証の発動条件 

「EZ-WIN３項目該当馬」同士の 

ワイド又は馬連ＢＯＸ馬券、３連複推奨買目の 

全てが「回収率９０％未満」 

となった場合には、以下の保証から 

どちらかお好きな方をお選びいただけます。 
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（回収率計算は、買目１点につき１００円購入で計算します） 

保証１：全額返金（振込手数料はご負担願います） 

 

保証２：翌月の無料配信 

 

 

 

４月会員（新規ご入会）募集 

 

配信期間 ４月３日～４月２５日（４週８日間） 

購読料   月額４８００円（消費税不要） 
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３月２８日の配信をお受け取り頂いていた有料会員さまは 

ご継続のお得意様価格「月額４０００円」でご利用いただけます。 

（配信期間が残っておられる場合は、１週当たり１２００円を割引いたします） 

 

（例） 

配信期間が４月１１日までのお得意様の場合 

１２００円×２週＝２４００円 

を割引かせて頂き「１６００円」でご継続頂けます。 
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春の G１会員（新規ご入会） 

 

配信期間 ４月３日～６月２７日（１３週２６日間） 

購読料  通常価格１３８００円のところ 

       ↓↓↓ 

      ２０％オフの「１１０００円」にてご利用頂けます。 

 

ご継続のお得意様には 

「９９００円」の特別価格で 

ご提供させて頂きます。 

 

配信期間が残っているお得意様の場合は 

４月会員と同様に、１週につき１２００円を割引させて頂きます。 
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なお、Ｇ１会員の保証発動は、 

３か月の配信期間終了後に算定いたします。 

 

単月で回収率９０％未満の場合でも、３か月トータルで 

回収率が９０％以上の場合は保証の対象外となります。 

 

また、３か月トータルで回収率が９０％未満の場合でも 

単月で回収率が９０％を超えた月がある場合、 

回収率が９０％以上だった月は保証の対象外となります。 

新規ご入会の中途入会について 
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月の途中からのご入会も承ります。 

その場合は、初月分の週割り（１週１２００円×残り週数）と、 

翌月分の４０００円を合計した金額のお支払いをお願い致します。 

 

例）４月１７日からのご参加の場合。 

４月の残り週数２週×１２００円＝２４００円 

５月のご継続料金４０００円 

合計６４００円のお支払いとなります。 

 

なお、月の途中での参加となった初月は 

保証の対象外となりますのでご注意ください。 
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お支払い方法 

 

銀行振込またはＹａｈｏｏ！かんたん決済がご利用いただけます。 

 

かんたん決済は、コンビニ払い・ネットバンク決済のみとなります。 

※クレジット決済は商品のカテゴリー上、 

Yahoo！の規定により使用できないそうです(*_ _) 

 

 

 

お振込みにご利用頂ける銀行は以下の通りです。 

 

・ジャパンネット銀行（PayPay銀行） 
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・楽天銀行 

・じぶん銀行 

・ゆうちょ銀行 

・三菱ＵＦＪ銀行 

・みずほ銀行 

 

なお、応募の締め切りは 

４月２日金曜日１９時までとなります。 

（ご入金・決済が確認できている場合に限ります） 

 

 

ただし、ご継続のお得意様に限りまして、 

事前にお知らせ頂けましたら、 
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４月５日（月曜）～６日（火曜）の 

着金お約束でも承りますので、 

「あ！継続するの忘れてた！」 

と言う場合には、お気軽にご一報くださいませ。 

 

 

お申し込み手続きの流れ 

 

１． メールで「お名前」「参加希望コース」とご希望の「決済方法（銀行名）」をお知らせください。 

２． 折り返し（１２時間以内に）口座番号またはヤフーオークションＵＲＬをお知らせします。 

３． ご入金・決済確認後、登録用のＵＲＬをお送りします。 

４． ＵＲＬより登録フォームにお進み頂き、必要事項をご記入の上 

配信先アドレスのご登録をお願い致します。 

 



ページ 31 

ご継続のお得意様は、お手続きの１と２のみをお願い致します。 

登録フォームからのご登録手続きは必要ありません。 

また、振込口座をご存知の場合は、 

「振り込んだよ」とだけご連絡いただければ結構です。 

 

 

 

その他ご不明な点は、 

どんな事でもお気軽にお問い合わせください。 

 

それでは拙者と一緒に、EZ-WIN で馬券を楽しみましょう。 
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血統馬券俱楽部 くまもん 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

血統馬券倶楽部 

運営責任者  熊谷 宜明（くまもん） 

〒567-0818 

大阪府茨木市本町１－１６ 

090-2194-8007（直通携帯） 

E-mail    ezwin.kmax@gmail.com 

ブログＵＲＬ https://kmax-jp.net/ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆   


