「暴風雨グラフ」のシグナル早見表 Ver.2.02.1
「暴風雨グラフ」のシグナルとは・・・ カムイのパターン分析の傾向を元に、その会場の荒れ具合がわかります。

■午前で
午前で特に重要なポイント
重要なポイント
■午前で
午前で特に重要なポイント
重要なポイント
「午前のレースで
午前のレースで、
のレースで、グリーンラベルでしっかりと当
グリーンラベルでしっかりと当たるかどうか？」
たるかどうか？」
「午前のレースで
午前のレースで、
のレースで、グリーンラベルでしっかりと当
グリーンラベルでしっかりと当たるかどうか？」
たるかどうか？」
これに当てはまらない会場は注意が必要です。
これに当てはまらない会場は荒れる可能性が高まります。
午前でグリーンラベルの出現が少ない会場も注意が必要です。
午前でグリーンラベルの出現が少ない会場も注意が必要です。
■午後で
午後で特に重要なポイント
重要なポイント
■午後で
に重要なポイント
午後で
重要なポイント
「出走取消」「
」「レッドレベル
レッドレベル」
」の出現
出走取消
」「特
レッドレベル
午前中に勝率が高くても、この２つが出ると一気に勝率が悪くなる可能性を秘めています。
「出走取消」「
出走取消」「レッドラベル
」「レッドラベル」
レッドラベル」の出現
必ずチェックしましょう。
午前中に勝率が高くても、この２つが出ると一気に勝率が悪くなる可能性を秘めています。

表の見方・・・
見方・・・
荒れる度４～５は、投資を見送ったほうがいい会場に出るシグナルです。
１～３は、流れを良く見て投資を行ってください。
以下のシグナルの
以下のシグナルの当
のシグナルの当てはまる数
てはまる数が多くなるほど、
くなるほど、荒れる度
れる度は高まります。
まります。
種別

シグナル

理由

対策

荒れる度
れる度

はなから投資しない、という方
馬場がぬかるんでいるのを嫌う
法もありますが、上級者の方
馬がいます。けっこう神経質な
は、悪路に強い馬や、馬場の
馬もいるので、実力が出せず、
情報をつかんで、うまく投資し
荒れることが多いです。
ていくといいでしょう。

5

投資してはいけない、というこ
中山、東京、京都、阪神以外の
とではなく、荒れやすいことが
会場は、荒れる傾向があるの
ローカル場所のレース
過去の傾向からも明らかなの
で、投資の際はいつも以上に注
で、いつもより厳しい視点で投
意が必要です。
資してください。

1

馬番（枠番）で絞り込んでも当
たらなかった場合、その後の
レースは荒れる傾向が高いの
で、投資は避けたほうが賢明
です。

5

馬 番 （ 枠 番 ）で 絞 り 込 ん で 当
たった場合は、その後のレー
ス が 荒 れ る可 能 性 は 低 い で
す。

2

スタートダッシュの１レース目で その後の展開により、流れが
１レース目に３０００円
３０００円以上の高額配当では 好転することもあるので、午前
以上の配当ではずれ
ずれた場合は、荒れる可能性を 中の流れを慎重に見ていきま
のレース（特に枠連）
多く秘めています。
しょう。

4

雨の日
会場

馬が１頭いなくなっているので、
カムイ基本の切り方では当たり
づらくなります。その場合はマー
クではなく、検証画面を見て、軸
出走取消の馬が出た
◎の馬番（枠番）で絞り込んで
レース
投資する方法もありますが、そ
のレースが当たったかはずれた
かによって、その後のレース展
開が大きく変わります。
レース
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枠連または単勝で１万円以上
の配当が出たレースがあった場 早い段階で万馬券が出 た場
枠連または単勝で万 合は、カラーラベルに関係なく、 合は、追い上げがかさむ可能
荒れる傾向が高いです。
性が高いため、投資対象から
馬券が出た会場
単勝の結果を確認する方法は、
はずす方が賢明です。

5

このページ下方の
欄外をご覧ください。

種別

シグナル
全般

理由

対策

荒れる度
れる度

グ リ ー ンな の に 上 位
両方当て
で当たらない
カラーラベルどおりに当たらな
はまる場
い場合は、荒れています。堅い 午前中の流れを観察してくだ 合は「5
5」
グリーンと荒れるパープルの予 さい。改善されない場合は、投
想がはずれている場合は、一 資を見送ってください。
片方だけ
パープルなのに上位 番分かりやすく判断できます。
の場合は
で当たる
「3
3」
グリーン
堅い馬が来ない、という傾向
なので、午前中は様子を見て
ください。特に堅いとされてい
る「ＡＡＡ」と「ＡＢＡ」で軸◎が
来なかった場合は、その後の
グリーンラベルのレースは注
意が必要です。

1

グリーンは、軸◎（堅い馬）が来
その会場ではじめに
この傾向は、それほど危険度
やすいので、配当が低いことが
出たグリーンで、２００
は高くありませんが、年末年
多いのですが、軸◎が来ても２
０円以上の配当が
始の場合は注意する必要が
０００円以上の配当が出た場合
あった場合
あります。
は、荒れる傾向があります。

1

グリーンは、軸◎が来やすいシ
グナルですが、午前中にグリー
グ リ ーンで 軸 （◎ ）で ンで軸◎が来ない当たりが続出
当たらなかった場合 した場合は、その会場はそれ以
降も軸◎で当たりづらい傾向が
あります。

イエロー
はずれた場合は、その後の
レースが荒れる傾向があるの
で、投資を避けたほうがいい
「ＡＣＡ」というパターンは、過去 でしょう。
「ＡＣＡ」のイエローラ
の傾向から、勝率の悪くなる会
ベルが出た会場
場に出やすいパターンです。

4

当たった場合は、特に気にす
ることはありません。

1

検証画面でマージが「１－１」「１
上位１ 点切 る判 断な －２」「２－１」「２－２」以外の場 カムイの予想にズレが生じて
のに、上位１点で当た 合 は 上 位 １ 点 を 切 り ま す が 、 いる可能性があるため、その
る（枠連のみ）
切った上位１点が当ってしまう 後の流れに注意してください。
ケースがあります。

3

カラーラベル
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オレンジ
はずれが
続く場合は
オレンジラベルが多発し、なお 当たっていれば問題ありませ
オレンジラベルが多
「4
4」
か つ そ れ ら が 当 た ら な い と き んが、はずれが続いた場合は
数出現して、なおかつ
は、その後の流れが悪くなる可 危険ですので、投資会場から
当たらない会場
当たってい
能性があります。
はずしたほうが賢明です。
るときは
「0
0」
パープル
はずれた場合は午前中のレー
スの傾向を観察する必要があ
パープルは、下位の馬が来る ります。堅いレースに好転して
予想なので、スタートダッシュで い っ た 場 合 は 問 題 あ り ま せ
１レース目でパープル
パープルが出た場合は、その ん。
ラベルが出る会場
後のレースで高額配当が出や
すい、という傾向があります。 当たっていれば、カムイの予
想が当たっているので問題あ
りません。

3

1

パープルを避けて投資したり、
上位狙いで投資する方法もあ
ります。しかし、グリーンでもは
ずれている場合は、カムイの
分析が反転しているため完全
に見送る会場です。

4

このレースは、必ず見送ってく
様々な情報の分析の結果、カ
カムイの分析で見送
ださい。追い上げをしている場
ムイが予想できないレースで
り（レッド）の出た会場
合は、追い上げ回数に換算し
す。
ません。

5

下位が当たりやすいパープル
上位１・２番目で当
なのに、上位が当たっているの
たっているパープルラ
で、カムイの予想とズレがあり、
ベルが多発した場合
荒れる傾向があります。
レッド

では、次に、単勝万馬券の確認方法についてお話します。
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単勝万馬券の
単勝万馬券の確認方法
ＪＲＡ公式サイトまたはＹａｈｏｏ競馬などのＷｅｂサイトで確認できます。
結果の更新はカムイと同様にレース終了後１０分前後で反映されます。
■Ｙａｈｏｏ競馬での確認方法
http://keiba.yahoo.co.jp/
①上記リンクからＹａｈｏｏ競馬トップへ。
画面右上の「日程」をクリック。

②見たい日の会場をクリックします。

③結果を見たいレースをクリックします。

④すると、全式別の払戻一覧を閲覧できます。
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■ＪＲＡ公式サイトでの確認方法
http://www.jra.go.jp/
①上記リンクからJRAトップへ。
画面左の「払戻金一覧」をクリック。

②見たい日の会場をクリックします。

③すると、全式別の払戻一覧を閲覧できます。
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裏ワザ集
ワザ集
シミュレーションを熱心にされている方は、もう気付いています。
数限りなくある、カムイを使った投資テクニックを一部ご紹介します。
荒れたレースの次を狙う

高配当（たとえば枠連で５０００円以上など）が出たレースの
次は、堅いレースになることが多いです。

ピンポイントの馬を選んで単勝投資

カムイの軸予想はかなり精度が高いため、
堅いと思ったら単勝や複勝でも成功率が高いです。

分散投資をする

あまりにも堅いレースがあった場合、
枠連・馬連・３連複も上位で当たる確率が高いので、
定額投資でも、上位狙いで投資をして、
利益を倍増させる方法もあります。

「１－１」を狙う

荒れているときは虎の巻

会場が荒れていないという条件で、馬連の検証画面で、
軸◎の「順位」と「人気度」が「１－１」だった場合、
とても堅いレースなので、カラーラベルに関係なく、
上位４点だけ投資する方法もあります。
分散投資するときにも重要な指針になります。
明らかに荒れている会場では、
購入者特典の「虎の巻」を使うと、
通常の投資方法より的中率が上がることがあります。
必ず、流れを見てから使うようにしてください。

最後に・・・
最後に・・・
これらのシグナルや傾向は、弊社で日々行っていシミュレーションの中から、
確実性の高いものだけを公表しています。
かといって、日頃の地道なシミュレーションを怠ってはいけません。
この、高性能なカムイを、存分に活用し、常にプラス収支を生んでいただけると、嬉しく思います。

カムイサポート担当一同
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