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レポートスタンドレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンド「「「「メルメルメルメルぞうぞうぞうぞう」」」」競馬系無料競馬系無料競馬系無料競馬系無料レポートレポートレポートレポート上位上位上位上位２５２５２５２５冊冊冊冊をををを    

田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平がぶったがぶったがぶったがぶった斬斬斬斬りりりりレビューレビューレビューレビュー    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



                          ニッカンコンピ激勝馬券倶楽部 2 

    

【【【【著作権著作権著作権著作権についてについてについてについて】】】】    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートはははは著作権法著作権法著作権法著作権法でででで保護保護保護保護されているされているされているされている著作物著作物著作物著作物ですですですです。。。。    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートのののの著作権著作権著作権著作権はははは田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平にににに属属属属しますしますしますします。。。。    

    

著作権者著作権者著作権者著作権者のののの許可許可許可許可なくなくなくなく、、、、このこのこのこのレポートレポートレポートレポートのののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をいかなるをいかなるをいかなるをいかなる手段手段手段手段においにおいにおいにおい

てもてもてもても複製複製複製複製、、、、転載転載転載転載、、、、流用流用流用流用、、、、転売等転売等転売等転売等することをすることをすることをすることを禁禁禁禁じますじますじますじます。。。。    

    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートにににに書書書書かれたかれたかれたかれた情報情報情報情報はははは、、、、作成時点作成時点作成時点作成時点でのでのでのでの著者著者著者著者のののの見解等見解等見解等見解等ですですですです。。。。    

著者著者著者著者はははは事前許可事前許可事前許可事前許可をををを得得得得ずにずにずにずに誤誤誤誤りのりのりのりの訂正訂正訂正訂正、、、、情報情報情報情報のののの最新化最新化最新化最新化、、、、見解見解見解見解のののの変更等変更等変更等変更等をををを行行行行うううう

権利権利権利権利をををを有有有有しますしますしますします。。。。    

    

    

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートのののの作成作成作成作成にはにはにはには万全万全万全万全をををを期期期期しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、万一誤万一誤万一誤万一誤りりりり、、、、不正確不正確不正確不正確なななな情情情情

報等報等報等報等がありましてもがありましてもがありましてもがありましても、、、、著者著者著者著者・・・・パートナーパートナーパートナーパートナー等等等等のののの業務提携者業務提携者業務提携者業務提携者はははは、、、、一切一切一切一切のののの責任責任責任責任をををを

負負負負わないことをごわないことをごわないことをごわないことをご了承願了承願了承願了承願いますいますいますいます。。。。    

    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートをををを利用利用利用利用することによりすることによりすることによりすることにより生生生生じたいかなるじたいかなるじたいかなるじたいかなる結果結果結果結果につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、

著者著者著者著者・・・・パートナーパートナーパートナーパートナー等等等等のののの業務提携者業務提携者業務提携者業務提携者はははは、、、、一切一切一切一切のののの責任責任責任責任をををを負負負負わないことをごわないことをごわないことをごわないことをご了承了承了承了承

願願願願いますいますいますいます。。。。    

    

    

【【【【推奨環境推奨環境推奨環境推奨環境】】】】    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートにににに記載記載記載記載されているされているされているされているURLURLURLURLははははクリッククリッククリッククリックできますできますできますできます。。。。    

できないできないできないできない場合場合場合場合はははは最新最新最新最新ののののAdobeReaderAdobeReaderAdobeReaderAdobeReaderをををを下記下記下記下記ののののページページページページよりよりよりより    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしてくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（無料無料無料無料））））    

hthththttp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.htmltp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.htmltp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.htmltp://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html    

    

    

    

    

    

    

    

    



                          ニッカンコンピ激勝馬券倶楽部 3 

●●●●自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    

    

●●●●本名本名本名本名：：：：田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平    

●●●●職業職業職業職業：：：：競馬情報競馬情報競馬情報競馬情報プレナープレナープレナープレナー    

●●●●出身地出身地出身地出身地：：：：奈良県奈良県奈良県奈良県    

●●●●１９７６１９７６１９７６１９７６年生年生年生年生まれまれまれまれ    

    

    

●●●●略歴略歴略歴略歴：：：：    

2008200820082008 年年年年 04040404 月月月月    インターインターインターインターネットネットネットネットでででで投資競馬投資競馬投資競馬投資競馬をををを知知知知りりりり、、、、研究研究研究研究をををを始始始始めるめるめるめる    

2009200920092009 年年年年 04040404 月月月月    逃逃逃逃げげげげ馬馬馬馬にににに特化特化特化特化したしたしたした馬券法馬券法馬券法馬券法がががが雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「競馬最強競馬最強競馬最強競馬最強のののの法則法則法則法則」」」」にににに掲載掲載掲載掲載。。。。    

2009200920092009 年年年年 08080808 月月月月    以前以前以前以前からからからから行行行行っていたっていたっていたっていた、、、、日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数のののの研究研究研究研究にににに本腰本腰本腰本腰をををを入入入入れるれるれるれる。。。。    

2010201020102010 年年年年 04040404 月月月月    日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数ででででレースレースレースレースのののの波乱度合波乱度合波乱度合波乱度合いをいをいをいを分析分析分析分析するこするこするこすることをとをとをとを可能可能可能可能

にしたにしたにしたにした「「「「コンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズ」」」」がががが雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「競馬最強競馬最強競馬最強競馬最強のののの法則法則法則法則」」」」でででで巻巻巻巻

頭掲載頭掲載頭掲載頭掲載。。。。    

2010201020102010 年年年年 12121212 月月月月    コンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズのののの簡易版簡易版簡易版簡易版【【【【コンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズコンピアナライズ・・・・ゼロゼロゼロゼロ】】】】をををを発発発発

売売売売しししし累計累計累計累計 300300300300 名以上名以上名以上名以上がががが手手手手にしにしにしにし、、、、各各各各レビレビレビレビューサイトューサイトューサイトューサイト等等等等でもでもでもでも高高高高いいいい

評価評価評価評価をををを得得得得るるるる。。。。    

メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンでででで積極的積極的積極的積極的ににににユーザーユーザーユーザーユーザーさんとさんとさんとさんと交流交流交流交流をををを行行行行いいいい、、、、多多多多くのくのくのくの馬券勝者馬券勝者馬券勝者馬券勝者をををを輩出輩出輩出輩出

しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    



                          ニッカンコンピ激勝馬券倶楽部 4 

●●●●レポートスタンドレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンド「「「「メルメルメルメルぞうぞうぞうぞう」」」」競馬系無料競馬系無料競馬系無料競馬系無料レポートレポートレポートレポート上位上位上位上位２５２５２５２５冊冊冊冊をををを

田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平がぶったがぶったがぶったがぶった斬斬斬斬りりりりレビューレビューレビューレビュー    

    

    

無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートのののの中中中中にはにはにはには役役役役にににに立立立立つものからつものからつものからつものから、、、、紙紙紙紙くくくくずずずずレベルレベルレベルレベルのものまでのものまでのものまでのものまで、、、、無料無料無料無料なだなだなだなだ

けにけにけにけに混在混在混在混在していますしていますしていますしています。。。。    

    

タイトルタイトルタイトルタイトルにににに惹惹惹惹かれてかれてかれてかれてダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしたはしたはしたはしたは良良良良いがいがいがいが、、、、中身中身中身中身がまったくがまったくがまったくがまったく無無無無かったかったかったかった！！！！なななな

どというどというどというどという経験経験経験経験をををを一度一度一度一度はされているとはされているとはされているとはされていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

そこでそこでそこでそこで私私私私ががががレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンド「「「「メルメルメルメルぞうぞうぞうぞう」」」」ででででトップトップトップトップ３０３０３０３０ににににランクインランクインランクインランクインしているしているしているしている

競馬系無料競馬系無料競馬系無料競馬系無料レポートレポートレポートレポート２５２５２５２５冊冊冊冊すべてにすべてにすべてにすべてに目目目目をををを通通通通しししし、、、、００００～～～～６６６６点点点点のののの６６６６段階段階段階段階でででで評価評価評価評価しておしておしておしてお

りますりますりますります。。。。    

    

私私私私のののの独断独断独断独断とととと偏見偏見偏見偏見でででで評価評価評価評価していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、酷評酷評酷評酷評しているしているしているしているレポートレポートレポートレポートもありますもありますもありますもあります。。。。    

特特特特にににに有料商材有料商材有料商材有料商材をををを紹介紹介紹介紹介しているだけのしているだけのしているだけのしているだけの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートはまったくはまったくはまったくはまったく意味意味意味意味がないとがないとがないとがないと思思思思わわわわ

れますのでれますのでれますのでれますので、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど００００点点点点をををを付付付付けておりますけておりますけておりますけております。。。。    

    

多少多少多少多少ななななりりりり、、、、勉強勉強勉強勉強になるとになるとになるとになると思思思思ったものにはったものにはったものにはったものには３３３３点以上点以上点以上点以上をををを付付付付けていますのでけていますのでけていますのでけていますので、、、、ぜひぜひぜひぜひダダダダ

ウンロードウンロードウンロードウンロードしておしておしておしてお読読読読みになってくださいみになってくださいみになってくださいみになってください。。。。    
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１１１１位位位位    目目目目からからからからウロコウロコウロコウロコのののの【【【【単勝単勝単勝単勝 2 2 2 2 点点点点でででで回収率回収率回収率回収率 200200200200％】％】％】％】    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和    

評価評価評価評価    ★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆    １１１１点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=21210&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=21210&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=21210&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=21210&M=17562    

    

レポートレポートレポートレポートもももも日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数をををを使使使使ってってってって、、、、午前中午前中午前中午前中レースレースレースレースのののの結果結果結果結果からからからから、、、、午午午午後後後後ののののレースレースレースレース

のののの勝利馬勝利馬勝利馬勝利馬をををを予測予測予測予測するするするする方法方法方法方法ですですですです。。。。    

実際儲実際儲実際儲実際儲かっているのかもしれませんがかっているのかもしれませんがかっているのかもしれませんがかっているのかもしれませんが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら根拠根拠根拠根拠がががが見当見当見当見当たりませんたりませんたりませんたりません。。。。    

出目出目出目出目にににに近近近近いいいい理論理論理論理論ですのでですのでですのでですので、、、、私私私私としてはおとしてはおとしてはおとしてはお薦薦薦薦めできませんめできませんめできませんめできません。。。。    

    

２２２２位位位位    目目目目からからからからウロコウロコウロコウロコのののの「「「「日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ攻略攻略攻略攻略のののの法則法則法則法則」」」」    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=3003&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=3003&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=3003&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=3003&M=17562    

    

日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数のののの４４４４つのつのつのつの順位順位順位順位のののの指数値指数値指数値指数値のののの順順順順位位位位をををを見見見見てててて、、、、本命本命本命本命レースレースレースレースとととと波乱含波乱含波乱含波乱含みみみみレレレレ

ースースースースのののの２２２２つをつをつをつを判断判断判断判断するするするする方法方法方法方法がががが掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。    

本命本命本命本命レースレースレースレースのののの場合場合場合場合、、、、コンピコンピコンピコンピ２２２２位位位位からからからから攻略攻略攻略攻略するするするする方法方法方法方法をををを解説解説解説解説していますがしていますがしていますがしていますが、、、、私私私私がががが１１１１

年間年間年間年間ののののコンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数データデータデータデータでででで検証検証検証検証したところしたところしたところしたところ、、、、コンピコンピコンピコンピ１１１１位位位位のののの単勝回収率単勝回収率単勝回収率単勝回収率がががが１０１０１０１０

００００％％％％をををを超超超超えていますえていますえていますえています。。。。    

今後今後今後今後、、、、再現再現再現再現するかするかするかするか？？？？わかりませんがわかりませんがわかりませんがわかりませんが、、、、多少多少多少多少のののの勉強勉強勉強勉強にはなるかもしれませんにはなるかもしれませんにはなるかもしれませんにはなるかもしれません。。。。    

    

３３３３位位位位    日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ攻略攻略攻略攻略シリーズシリーズシリーズシリーズ「「「「ワイドワイドワイドワイド馬券馬券馬券馬券でごっそりでごっそりでごっそりでごっそり儲儲儲儲けるけるけるける法則法則法則法則」」」」    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和    

評価評価評価評価    ★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆    １１１１点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=15696&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=15696&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=15696&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=15696&M=17562    

    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートもももも１１１１位位位位のののの「「「「目目目目からからからからウロコウロコウロコウロコのののの【【【【単勝単勝単勝単勝 2 2 2 2 点点点点でででで回収率回収率回収率回収率 200200200200％】％】％】％】」」」」とととと同同同同

様様様様にににに、、、、午前中午前中午前中午前中ののののレースレースレースレースがががが荒荒荒荒れていたられていたられていたられていたら、、、、午後午後午後午後ののののレースレースレースレースもももも荒荒荒荒れるのではないかれるのではないかれるのではないかれるのではないか？？？？

というというというという類類類類ののののレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

確確確確かにそのかにそのかにそのかにその様様様様ななななことはあることはあることはあることはある様様様様なななな感覚感覚感覚感覚にににに陥陥陥陥ることもあるとはることもあるとはることもあるとはることもあるとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、残念残念残念残念なななな

がらがらがらがら根拠根拠根拠根拠がががが書書書書かれていませんかれていませんかれていませんかれていません。。。。    

私私私私としてはおとしてはおとしてはおとしてはお薦薦薦薦めできないめできないめできないめできないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

    

    



                          ニッカンコンピ激勝馬券倶楽部 6 

    

４４４４位位位位    日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ攻略攻略攻略攻略「「「「馬連馬連馬連馬連 1111 点買点買点買点買いいいいレースレースレースレース」」」」のののの見見見見つけつけつけつけ方方方方    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和        

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=26309&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=26309&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=26309&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=26309&M=17562    

    

レポートレポートレポートレポート内内内内でででで紹介紹介紹介紹介されているされているされているされている日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数のののの条件条件条件条件でででで検証検証検証検証しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、再現再現再現再現しししし

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。    

馬連馬連馬連馬連１１１１点点点点をををを購入購入購入購入するするするする際際際際にににに、、、、コンピコンピコンピコンピ１１１１位位位位のののの相手相手相手相手ををををコンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数３３３３位位位位かかかか？？？？４４４４位位位位かかかか？？？？をををを

選選選選ぶのですがぶのですがぶのですがぶのですが、、、、そのそのそのその選選選選びびびび方方方方はははは常識的常識的常識的常識的なななな方法方法方法方法でででで理理理理にににに適適適適っておりっておりっておりっており勉強勉強勉強勉強になるかもしになるかもしになるかもしになるかもし

れませんれませんれませんれません。。。。    

このこのこのこの作者作者作者作者さんのさんのさんのさんのレポートレポートレポートレポートはははは全体的全体的全体的全体的にににに、、、、長期長期長期長期スパンスパンスパンスパンでのでのでのでの検証検証検証検証データデータデータデータがががが示示示示されておされておされておされてお

らずらずらずらず、、、、今後再現今後再現今後再現今後再現するのかするのかするのかするのか？？？？信憑性信憑性信憑性信憑性にににに欠欠欠欠けるけるけるける部分部分部分部分がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

５５５５位位位位    『『『『プロプロプロプロ馬券師浅田真人馬券師浅田真人馬券師浅田真人馬券師浅田真人のののの【【【【年間回収率年間回収率年間回収率年間回収率１３７１３７１３７１３７％】％】％】％】日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピでででで競馬競馬競馬競馬をををを投投投投

資資資資にににに変変変変えるえるえるえる必勝法必勝法必勝法必勝法をすべてをすべてをすべてをすべて公開公開公開公開！』！』！』！』    

作者作者作者作者    浅田真人浅田真人浅田真人浅田真人    

評価評価評価評価    ★★★★☆★★★★☆★★★★☆★★★★☆    ４４４４点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=23812&M=17562    

    

雑誌雑誌雑誌雑誌「「「「競馬最強競馬最強競馬最強競馬最強のののの法則法則法則法則」」」」でもでもでもでも有名有名有名有名なななな同同同同氏氏氏氏がががが過去過去過去過去にににに書書書書かれたかれたかれたかれた無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート。。。。    

得意分野得意分野得意分野得意分野であるであるであるである日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数ととととオッズオッズオッズオッズをををを併用併用併用併用したしたしたした理論理論理論理論でででで、、、、三連複三連複三連複三連複のののの買買買買いいいい方方方方をををを

紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。    

軸馬軸馬軸馬軸馬のののの選定選定選定選定にはにはにはには日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数をををを使使使使いいいい、、、、紐馬紐馬紐馬紐馬のののの選定選定選定選定はははは主主主主ににににオッズオッズオッズオッズをををを使使使使ってってってっていまいまいまいま

すすすす。。。。    

手順手順手順手順もももも簡単簡単簡単簡単ですしですしですしですし、、、、初心者初心者初心者初心者のののの方方方方にはにはにはには軸馬軸馬軸馬軸馬のののの絞絞絞絞りりりり方方方方などもなどもなどもなども参考参考参考参考になるでしょうになるでしょうになるでしょうになるでしょう。。。。    
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６６６６位位位位    『『『『蘆口真史蘆口真史蘆口真史蘆口真史がががが教教教教えるえるえるえる！！「！！「！！「！！「超超超超」」」」鉄板馬鉄板馬鉄板馬鉄板馬のののの見見見見つけつけつけつけ方方方方！！』！！』！！』！！』    

作者作者作者作者    蘆口真史蘆口真史蘆口真史蘆口真史    

評価評価評価評価    ★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆    ３３３３点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=24431&M=17562    

    

上記上記上記上記レポートレポートレポートレポートのののの浅田真人氏浅田真人氏浅田真人氏浅田真人氏がががが師事師事師事師事しているしているしているしている方方方方のののの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポート。。。。    

朝一朝一朝一朝一オッズオッズオッズオッズのののの書籍書籍書籍書籍をををを出版出版出版出版しているだけあってしているだけあってしているだけあってしているだけあって、、、、オッズオッズオッズオッズをををを使使使使ってってってって超鉄板馬超鉄板馬超鉄板馬超鉄板馬のののの選出選出選出選出

のののの仕方仕方仕方仕方ををををレポートレポートレポートレポート内内内内でででで紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。    

なるほどなるほどなるほどなるほど、、、、とととと思思思思わせるわせるわせるわせる部分部分部分部分もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、オッズオッズオッズオッズをををを使使使使ってのってのってのっての紐馬紐馬紐馬紐馬のののの選出基準選出基準選出基準選出基準がががが

曖昧曖昧曖昧曖昧なことがなことがなことがなことが残念残念残念残念ですですですです。。。。    

これぐらいこれぐらいこれぐらいこれぐらいオッズオッズオッズオッズ差差差差があるとがあるとがあるとがあると良良良良いといういといういといういという部分部分部分部分がががが明記明記明記明記されていないのでされていないのでされていないのでされていないので、、、、評価評価評価評価はははは

３３３３点点点点にしましたにしましたにしましたにしました。。。。    

朝一朝一朝一朝一オッズオッズオッズオッズにににに興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方にはおにはおにはおにはお薦薦薦薦めですめですめですめです。。。。    

    

    

７７７７位位位位    目目目目からからからからウロウロウロウロココココのののの「「「「続続続続、、、、日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ攻略攻略攻略攻略のののの法則法則法則法則」」」」    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和        

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=5649&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=5649&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=5649&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=5649&M=17562    

    

もうおもうおもうおもうお馴染馴染馴染馴染みのみのみのみの作者作者作者作者さんのさんのさんのさんの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートですがですがですがですが、、、、日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数をををを使使使使ってのってのってのってのレレレレ

ースースースースのののの選択選択選択選択、、、、資金配分資金配分資金配分資金配分、、、、追追追追いいいい上上上上げげげげ、、、、勝勝勝勝ちちちち逃逃逃逃げをげをげをげを推奨推奨推奨推奨したしたしたした方法方法方法方法がががが載載載載っていますっていますっていますっています。。。。    

資金配分方法資金配分方法資金配分方法資金配分方法のののの計算式計算式計算式計算式などはなどはなどはなどは参考参考参考参考になるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれませんになるかもしれません。。。。    

ただただただただ毎回毎回毎回毎回ですがですがですがですが、、、、方方方方法論法論法論法論だけがだけがだけがだけが説説説説かれておりかれておりかれておりかれており、、、、そこにそこにそこにそこに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの根拠根拠根拠根拠やややや、、、、それそれそれそれ

までのまでのまでのまでのデータデータデータデータ、、、、そのそのそのその後後後後のののの結果結果結果結果などがなどがなどがなどが説明説明説明説明されていないのでされていないのでされていないのでされていないので、、、、信憑性信憑性信憑性信憑性にににに欠欠欠欠けるとけるとけるとけると

ころがありますころがありますころがありますころがあります。。。。    
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８８８８位位位位    日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ「「「「穴軸攻略穴軸攻略穴軸攻略穴軸攻略のののの法則法則法則法則」」」」    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和        

評価評価評価評価    ★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆    １１１１点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=17588&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=17588&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=17588&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=17588&M=17562    

    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートもももも日刊日刊日刊日刊コンピコンピコンピコンピ指数指数指数指数をををを使使使使ってってってって、、、、午前中午前中午前中午前中レーレーレーレーススススのののの結果結果結果結果からからからから、、、、午後午後午後午後ののののレレレレ

ースースースースのののの勝利馬勝利馬勝利馬勝利馬をををを予測予測予測予測するするするする方法方法方法方法ですですですです。。。。    

「「「「先行指標先行指標先行指標先行指標」」」」とととと呼呼呼呼ぶそうですがぶそうですがぶそうですがぶそうですが、、、、まったくまったくまったくまったく根拠根拠根拠根拠がありませんがありませんがありませんがありません。。。。    

作者作者作者作者さんさんさんさん自身自身自身自身ががががレポートレポートレポートレポート内内内内でででで「「「「単単単単なるなるなるなる偶然偶然偶然偶然にそうなったのかもわかりませんにそうなったのかもわかりませんにそうなったのかもわかりませんにそうなったのかもわかりません

がががが・・・・・・・・」」」」とととと言言言言ってしまっているのでってしまっているのでってしまっているのでってしまっているので、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん信用信用信用信用にににに値値値値しないしないしないしない理論理論理論理論だとだとだとだと判断判断判断判断でででで

きますきますきますきます。。。。    

まったくおまったくおまったくおまったくお薦薦薦薦めできないめできないめできないめできないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

    

９９９９位位位位    『【『【『【『【驚異驚異驚異驚異のののの３３３３着内率最高着内率最高着内率最高着内率最高８０８０８０８０％％％％をををを達成達成達成達成！】！】！】！】３３３３連複連複連複連複のののの軸馬軸馬軸馬軸馬がががが５５５５秒秒秒秒でわかるでわかるでわかるでわかる方方方方

法法法法！！！！    

作者作者作者作者    ゆづきゆづきゆづきゆづき    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=17563&M=17562    

    

競馬専門誌競馬専門誌競馬専門誌競馬専門誌「「「「１１１１馬馬馬馬」」」」をををを使使使使ってってってって３３３３着内率着内率着内率着内率のののの高高高高いいいい馬馬馬馬をををを探探探探すすすす方法方法方法方法がががが紹介紹介紹介紹介されていますされていますされていますされています。。。。    

予想予想予想予想するするするするノウハウノウハウノウハウノウハウとととと言言言言うよりはうよりはうよりはうよりは、「、「、「、「１１１１馬馬馬馬」」」」のののの本誌予想本誌予想本誌予想本誌予想にににに丸乗丸乗丸乗丸乗りするりするりするりする方法方法方法方法のののの様様様様ですですですです。。。。    

またまたまたまた西日本西日本西日本西日本のののの競馬場競馬場競馬場競馬場でででで開催開催開催開催されるされるされるされるレースレースレースレースのみのみのみのみ狙狙狙狙うとうとうとうと書書書書かれていますがかれていますがかれていますがかれていますが、、、、理由理由理由理由、、、、

根拠根拠根拠根拠、、、、データデータデータデータがががが一切記一切記一切記一切記されていませんされていませんされていませんされていません。。。。    

さらにさらにさらにさらに夏競馬夏競馬夏競馬夏競馬だともっとだともっとだともっとだともっと威力威力威力威力をををを発揮発揮発揮発揮するともするともするともするとも書書書書かれていますがかれていますがかれていますがかれていますが、、、、こちらもこちらもこちらもこちらも残念残念残念残念

ながらながらながらながら何故夏競馬何故夏競馬何故夏競馬何故夏競馬だとだとだとだと良良良良いのかいのかいのかいのか？？？？理由理由理由理由をををを提示提示提示提示されていませされていませされていませされていませんのでんのでんのでんので、、、、信用信用信用信用できなできなできなできな

いいいい方法方法方法方法ですですですです。。。。    

競馬専門誌競馬専門誌競馬専門誌競馬専門誌「「「「１１１１馬馬馬馬」」」」をををを利用利用利用利用されているされているされているされている方方方方ならならならなら、、、、試試試試しにしにしにしに読読読読んでみるのもんでみるのもんでみるのもんでみるのも良良良良いかもいかもいかもいかも

しれませんねしれませんねしれませんねしれませんね。。。。    
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１２１２１２１２位位位位    単勝馬券単勝馬券単勝馬券単勝馬券でででで年間年間年間年間プラスプラスプラスプラスがががが達成達成達成達成できるそのできるそのできるそのできるその理由理由理由理由    

作者作者作者作者    不明不明不明不明    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=2520&M=17562    

    

単勝単勝単勝単勝とととと複勝複勝複勝複勝のののの馬券馬券馬券馬券がががが他他他他のののの連勝馬券連勝馬券連勝馬券連勝馬券よりよりよりより、、、、いかにいかにいかにいかに有利有利有利有利かかかか？？？？ということということということということ書書書書かれていかれていかれていかれてい

ますますますます。。。。    

もっともなもっともなもっともなもっともな事事事事がががが書書書書かれておりますしかれておりますしかれておりますしかれておりますし、、、、納得納得納得納得のののの行行行行くくくく内容内容内容内容ですがですがですがですが、、、、それでそれでそれでそれで終終終終わってわってわってわって

いますいますいますいます。。。。    

ではどのではどのではどのではどの様様様様なななな方法方法方法方法をををを使使使使えばえばえばえば、、、、効率効率効率効率よくよくよくよく単勝単勝単勝単勝、、、、複勝複勝複勝複勝のののの馬券馬券馬券馬券をををを的中的中的中的中ささささせせせせることることることることがががが出出出出

来来来来るのかるのかるのかるのか？？？？というというというという部分部分部分部分はまったくはまったくはまったくはまったく書書書書かれていませんかれていませんかれていませんかれていません。。。。    

ただただただただ単単単単にににに単勝単勝単勝単勝とととと複勝複勝複勝複勝がががが有利有利有利有利なのでなのでなのでなので、、、、推奨推奨推奨推奨しますというしますというしますというしますというだけのだけのだけのだけのレポートレポートレポートレポートですですですです    

    

    

１３１３１３１３位位位位    『「『「『「『「競馬素人競馬素人競馬素人競馬素人でもでもでもでも万馬券万馬券万馬券万馬券がががが当当当当てられるてられるてられるてられる秘密秘密秘密秘密」～」～」～」～万馬券連発万馬券連発万馬券連発万馬券連発ののののＩＴＩＴＩＴＩＴ競馬投競馬投競馬投競馬投

資法資法資法資法とはとはとはとは～」』～」』～」』～」』    

作者作者作者作者    競馬投資競馬投資競馬投資競馬投資でででで稼稼稼稼ぐぐぐぐ会会会会    

評価評価評価評価    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    ００００点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=1699&M=17562    

    

あるあるあるある競馬競馬競馬競馬ソフトソフトソフトソフトをををを使使使使えばえばえばえば、、、、競馬素人競馬素人競馬素人競馬素人でもでもでもでも儲儲儲儲かりますとかりますとかりますとかりますと、、、、２３２３２３２３ページページページページにににに渡渡渡渡ってってってって紹紹紹紹

介介介介していますしていますしていますしています。。。。    

独自理論独自理論独自理論独自理論をををを紹介紹介紹介紹介するするするする訳訳訳訳でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、競馬競馬競馬競馬でででで役役役役にににに立立立立ちそうなちそうなちそうなちそうな事事事事がががが書書書書かれているかれているかれているかれている訳訳訳訳でででで

もありませんもありませんもありませんもありません。。。。    

最終的最終的最終的最終的にににに競馬競馬競馬競馬ソフトソフトソフトソフトをををを売売売売りつけたいりつけたいりつけたいりつけたい！！！！というというというという意図意図意図意図がががが見見見見ええええ見見見見えですえですえですえです。。。。    

まったくまったくまったくまったく読読読読むむむむ価値価値価値価値のないのないのないのないクズクズクズクズ無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    
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１５１５１５１５位位位位    「「「「借金返済借金返済借金返済借金返済！！！！競馬競馬競馬競馬でででで復活復活復活復活したしたしたした男男男男のののの一発逆転一発逆転一発逆転一発逆転のののの馬券術馬券術馬券術馬券術」」」」    

作者作者作者作者    秋田秋田秋田秋田    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=506&M=17562    

    

競馬競馬競馬競馬でででで転落人生転落人生転落人生転落人生をををを経験経験経験経験しししし、、、、そのそのそのその借金借金借金借金をををを競馬競馬競馬競馬でででで返返返返したしたしたした方法方法方法方法をををを紹介紹介紹介紹介していますしていますしていますしています。。。。    

ストーリーストーリーストーリーストーリー的的的的にややにややにややにややウソウソウソウソ臭臭臭臭いいいい内容内容内容内容がががが、、、、少少少少しししし笑笑笑笑えますえますえますえます。。。。    

内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては朝一朝一朝一朝一オッズオッズオッズオッズやややや騎手騎手騎手騎手とととと調教師調教師調教師調教師のののの関係関係関係関係をををを狙狙狙狙ったったったった方法方法方法方法がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

レポートレポートレポートレポートがががが書書書書かれたかれたかれたかれた時期時期時期時期がががが古古古古いようでいようでいようでいようで、、、、騎手騎手騎手騎手とととと調教師調教師調教師調教師のののの関係関係関係関係はははは、、、、現在恐現在恐現在恐現在恐らくらくらくらく使使使使

えないとえないとえないとえないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

馬連馬連馬連馬連１１１１点点点点をををを推奨推奨推奨推奨しているのにしているのにしているのにしているのに、、、、単勝単勝単勝単勝１１１１点点点点のののの方方方方がががが当当当当てやすいとてやすいとてやすいとてやすいと説明説明説明説明しているなどしているなどしているなどしているなど、、、、

矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする部分部分部分部分もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、レポートレポートレポートレポート内内内内でででで紹介紹介紹介紹介されているされているされているされている作者作者作者作者ののののホームページホームページホームページホームページ

ははははもうもうもうもう存在存在存在存在していませんしていませんしていませんしていません。。。。    

読読読読みみみみ物物物物としてはとしてはとしてはとしては良良良良さそうですしさそうですしさそうですしさそうですし、、、、多少多少多少多少はははは参考参考参考参考になるになるになるになる部分部分部分部分があるかもしれませんがあるかもしれませんがあるかもしれませんがあるかもしれません。。。。    

    

    

１８１８１８１８位位位位    『『『『的中馬券的中馬券的中馬券的中馬券ととととオッズオッズオッズオッズのののの法則法則法則法則！！！！オッズオッズオッズオッズにににに隠隠隠隠されたされたされたされた３３３３つのつのつのつの法則法則法則法則』』』』    

作者作者作者作者    目指目指目指目指せせせせ競馬競馬競馬競馬ででででヒルズヒルズヒルズヒルズ族族族族    管理人管理人管理人管理人 mutsuo mutsuo mutsuo mutsuo    

評価評価評価評価    ★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆    ３３３３点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=348&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=348&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=348&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=348&M=17562    

 

競馬競馬競馬競馬のののの仕組仕組仕組仕組みやみやみやみやオッズオッズオッズオッズのののの仕組仕組仕組仕組みからみからみからみから説明説明説明説明されておりされておりされておりされており、、、、非常非常非常非常にににに初心者初心者初心者初心者にもやさしにもやさしにもやさしにもやさし

いいいい無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

当日当日当日当日ののののオッズオッズオッズオッズをををを分析分析分析分析してしてしてして有力有力有力有力なななな馬馬馬馬をををを探探探探しししし出出出出すすすす方法方法方法方法がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

オッズオッズオッズオッズ理論理論理論理論としてとしてとしてとして読読読読んでんでんでんで納得納得納得納得のののの内容内容内容内容ですですですです。。。。    

作者作者作者作者さんのさんのさんのさんのホームページホームページホームページホームページがががが更新更新更新更新されていないことがされていないことがされていないことがされていないことが残念残念残念残念ですがですがですがですが、、、、確率論確率論確率論確率論からからからから競競競競

馬馬馬馬をををを考考考考えていますのでえていますのでえていますのでえていますので、、、、参考参考参考参考になるになるになるになるレポートレポートレポートレポートだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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１９１９１９１９位位位位    競馬必勝法競馬必勝法競馬必勝法競馬必勝法。。。。オッズオッズオッズオッズをををを見見見見ればればればれば勝勝勝勝ちちちち馬馬馬馬がががが見見見見えてえてえてえて来来来来るるるる！！！！黄金黄金黄金黄金のののの法則法則法則法則でででで『『『『金金金金』』』』

稼稼稼稼ぐぞぐぞぐぞぐぞ！！！！    

作者作者作者作者    武蔵武蔵武蔵武蔵    

評価評価評価評価    ★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆☆    ４４４４点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=4849&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4849&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4849&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4849&M=17562    

    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートももももオッズオッズオッズオッズのののの歪歪歪歪みをみをみをみを利用利用利用利用するするするする方法方法方法方法がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

このこのこのこの方法方法方法方法をををを実践実践実践実践すればすればすればすれば本当本当本当本当にににに儲儲儲儲かるのかかるのかかるのかかるのか？？？？というというというという部分部分部分部分がががが曖昧曖昧曖昧曖昧にににに書書書書かれていますかれていますかれていますかれています

がががが、、、、私私私私がががが少少少少しししし検証検証検証検証したしたしたした感感感感じではじではじではじでは、、、、なるほどなるほどなるほどなるほど！！！！とととと思思思思うううう部分部分部分部分もありますもありますもありますもあります。。。。    

書書書書かれていることをかれていることをかれていることをかれていることを自分自分自分自分なりになりになりになりにアレンジアレンジアレンジアレンジしてしてしてして研究研究研究研究してしてしてして行行行行けばけばけばけば、、、、オリオリオリオリジナルジナルジナルジナルののののオオオオ

ッズッズッズッズ理論理論理論理論をををを構築構築構築構築できそうなできそうなできそうなできそうな可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めていますめていますめていますめています。。。。    

簡潔簡潔簡潔簡潔にににに書書書書かれているかれているかれているかれているレポートレポートレポートレポートですがですがですがですが、、、、自分自分自分自分でででで勉強勉強勉強勉強するにはするにはするにはするには良良良良さそうですのでさそうですのでさそうですのでさそうですので、、、、

４４４４点点点点をををを付付付付けましたけましたけましたけました。。。。    

    

    

２０２０２０２０位位位位    JRAJRAJRAJRA    主要主要主要主要６５６５６５６５コースコースコースコース    コースコースコースコース別完全攻略別完全攻略別完全攻略別完全攻略    保存版保存版保存版保存版    

作者作者作者作者    投資競馬研究会投資競馬研究会投資競馬研究会投資競馬研究会    美原茂雄美原茂雄美原茂雄美原茂雄    

評価評価評価評価    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★    ５５５５点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=1456&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1456&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1456&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1456&M=17562    

    

JRA JRA JRA JRA でででで主主主主にににに競馬競馬競馬競馬がががが行行行行わわわわれるれるれるれる６５６５６５６５コースコースコースコースのののの特徴特徴特徴特徴とととと展開展開展開展開のののの傾向傾向傾向傾向をををを解説解説解説解説ししししていますていますていますています。。。。    

改修中改修中改修中改修中のののの競馬場競馬場競馬場競馬場もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、今後傾向今後傾向今後傾向今後傾向がががが変変変変わるわるわるわる可能性可能性可能性可能性もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、プリプリプリプリ

ントアウトントアウトントアウトントアウトしてしてしてして予想予想予想予想のののの補助補助補助補助としてとしてとしてとして使使使使うにはうにはうにはうには抜群抜群抜群抜群ののののレポートレポートレポートレポートだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

タイトルタイトルタイトルタイトルにあるようににあるようににあるようににあるように、、、、保存保存保存保存してしてしてして使使使使われることをおわれることをおわれることをおわれることをお薦薦薦薦めしますめしますめしますめします。。。。    
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２１２１２１２１位位位位    目指目指目指目指せせせせ    回収率回収率回収率回収率アップアップアップアップ！！！！！！！！競馬競馬競馬競馬のののの勝勝勝勝ちちちち組組組組がががが実行実行実行実行しているしているしているしている「「「「リスクリスクリスクリスクをををを減減減減らららら

してしてしてして回収率回収率回収率回収率をををを上上上上げるげるげるげる」」」」馬券戦術馬券戦術馬券戦術馬券戦術    

作者作者作者作者    川島川島川島川島たかゆきたかゆきたかゆきたかゆき    

評価評価評価評価    ★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆    ３３３３点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=2265&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2265&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2265&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2265&M=17562    

    

馬単馬単馬単馬単のののの買買買買いいいい方方方方についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方がががが紹介紹介紹介紹介されていますされていますされていますされています。。。。    

単勝単勝単勝単勝をををを買買買買うかうかうかうか？？？？馬単馬単馬単馬単をををを買買買買うかうかうかうか？？？？このこのこのこの選択選択選択選択をををを迷迷迷迷われるわれるわれるわれる方方方方にはにはにはには少少少少しししし参考参考参考参考になるかもになるかもになるかもになるかも

しれませんしれませんしれませんしれません。。。。    

非常非常非常非常にににに簡潔明瞭簡潔明瞭簡潔明瞭簡潔明瞭なななな無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートですがですがですがですが、、、、馬券馬券馬券馬券のののの買買買買いいいい方方方方をををを考考考考ええええ直直直直すのにすのにすのにすのに良良良良いいいいレポレポレポレポ

ートートートートだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの様様様様なものはなものはなものはなものは記記記記されていませんのでされていませんのでされていませんのでされていませんので、、、、評価評価評価評価はははは３３３３点点点点としましたとしましたとしましたとしました。。。。    

    

    

    

２２２２２２２２位位位位    三連単爆裂投資法三連単爆裂投資法三連単爆裂投資法三連単爆裂投資法    ○○○○○○○○のののの法則法則法則法則    勝勝勝勝ちちちち続続続続けるけるけるけるコツコツコツコツ    

作者作者作者作者    投資競馬研究会投資競馬研究会投資競馬研究会投資競馬研究会    美原茂雄美原茂雄美原茂雄美原茂雄    

評価評価評価評価    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    ００００点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=177&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=177&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=177&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=177&M=17562    

    

評価評価評価評価５５５５点点点点をををを付付付付けたけたけたけた２０２０２０２０位位位位ののののレポートレポートレポートレポートとととと同同同同じじじじ作者作者作者作者ののののレポートレポートレポートレポートですがですがですがですが、、、、こちらはまこちらはまこちらはまこちらはま

ったくったくったくったく内容内容内容内容のないのないのないのないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

恐恐恐恐らくらくらくらく、、、、有料商材有料商材有料商材有料商材のののの売売売売りりりり込込込込みのためのみのためのみのためのみのためのレポートレポートレポートレポートだとだとだとだと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

作者作者作者作者ののののメルマガメルマガメルマガメルマガでででで有益有益有益有益なななな情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しているとしているとしているとしているとレポートレポートレポートレポート内内内内にににに書書書書かれていますがかれていますがかれていますがかれていますが、、、、

現在現在現在現在メルマガメルマガメルマガメルマガはははは発行発行発行発行されてないようでされてないようでされてないようでされてないようですしすしすしすし、、、、読読読読むむむむ価値価値価値価値のないのないのないのないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    
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２３２３２３２３位位位位    驚異驚異驚異驚異のののの馬券術馬券術馬券術馬券術【【【【馬単馬単馬単馬単：：：：年間回収率年間回収率年間回収率年間回収率３７２３７２３７２３７２％】％】％】％】JRAJRAJRAJRA中央競馬中央競馬中央競馬中央競馬    

作者作者作者作者    ＋＋＋＋競馬新聞競馬新聞競馬新聞競馬新聞＋＋＋＋    

評価評価評価評価    ★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆    １１１１点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=4006&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4006&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4006&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=4006&M=17562    

    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしてみてしてみてしてみてしてみて、、、、なんとなんとなんとなんとビックリビックリビックリビックリ！！！！１１１１ページページページページだけのだけのだけのだけのレポートレポートレポートレポートでしたでしたでしたでした。。。。    

そしてそしてそしてそしてタイトルタイトルタイトルタイトルをををを合合合合わせてわせてわせてわせて７７７７行行行行だけしかだけしかだけしかだけしか書書書書かれていませんでかれていませんでかれていませんでかれていませんでしたしたしたした。。。。    

内容内容内容内容はははは指定指定指定指定したしたしたした人気組人気組人気組人気組みみみみ合合合合わせのわせのわせのわせの馬単馬単馬単馬単８８８８点点点点をををを、、、、１１１１レースレースレースレースからからからから増額投資増額投資増額投資増額投資でででで購入購入購入購入すすすす

るというものでするというものでするというものでするというものです。。。。    

実践実践実践実践のののの例例例例もありませんしもありませんしもありませんしもありませんし。。。。根拠根拠根拠根拠もももも書書書書かれておりませんかれておりませんかれておりませんかれておりません。。。。    

こんなこんなこんなこんなクズクズクズクズ無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートががががTOP30TOP30TOP30TOP30にににに入入入入っていることにっていることにっていることにっていることにビックリビックリビックリビックリですですですです。。。。    

まったくまったくまったくまったく読読読読むむむむ必要必要必要必要はありませんのではありませんのではありませんのではありませんので、、、、ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

    

    

２４２４２４２４位位位位    『『『『たったたったたったたった250250250250円円円円！？！？！？！？    東東東東スポスポスポスポ・・・・日刊日刊日刊日刊スポーツスポーツスポーツスポーツでででで競馬競馬競馬競馬にににに勝勝勝勝つつつつ方法方法方法方法』』』』    

作者作者作者作者    ヒゲヒゲヒゲヒゲのののの管理人管理人管理人管理人    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=1915&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1915&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1915&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1915&M=17562    

    

東東東東スポスポスポスポとととと日刊日刊日刊日刊スポーツスポーツスポーツスポーツのののの２２２２紙紙紙紙がががが必要必要必要必要でででで、、、、それをそれをそれをそれを購入購入購入購入するためにするためにするためにするために２５０２５０２５０２５０円必要円必要円必要円必要だだだだ

そうですそうですそうですそうです。。。。    

タイトルタイトルタイトルタイトルにににに「「「「競馬競馬競馬競馬にににに勝勝勝勝つつつつ方法方法方法方法」」」」とととと書書書書かれていますがかれていますがかれていますがかれていますが、、、、実際勝実際勝実際勝実際勝てるのかてるのかてるのかてるのか？？？？はわかはわかはわかはわか

りませんりませんりませんりません。。。。    

買買買買いいいい目目目目のののの出出出出しししし方方方方はははは簡単簡単簡単簡単ですしですしですしですし、、、、もしかするともしかするともしかするともしかすると両紙両紙両紙両紙のどちらかをのどちらかをのどちらかをのどちらかを利用利用利用利用されているされているされているされている

方方方方にはにはにはには役役役役にににに立立立立つかもしれませんつかもしれませんつかもしれませんつかもしれません。。。。    

ただただただただ本文中本文中本文中本文中にににに「「「「よくよくよくよく的中的中的中的中しますよしますよしますよしますよ」」」」とととと書書書書いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい的中的中的中的中するのするのするのするの

かかかか？？？？というというというという部分部分部分部分がまったくがまったくがまったくがまったく書書書書かれていないのでかれていないのでかれていないのでかれていないので信憑性信憑性信憑性信憑性はははは不明不明不明不明ですですですです。。。。    
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２５２５２５２５位位位位    １００１００１００１００万馬券万馬券万馬券万馬券もももも夢夢夢夢じゃないじゃないじゃないじゃない！！！！超簡単万馬券超簡単万馬券超簡単万馬券超簡単万馬券ＧＥＴＧＥＴＧＥＴＧＥＴのののの法則教法則教法則教法則教えますえますえますえます！！！！    

作者作者作者作者    mutsuomutsuomutsuomutsuo    

評価評価評価評価    ★★★★☆★★★★☆★★★★☆★★★★☆    ４４４４点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=2470&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2470&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2470&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=2470&M=17562    

    

１８１８１８１８位位位位のののの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートとととと同同同同じじじじ作者作者作者作者ののののレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

このこのこのこのレポートレポートレポートレポートももももオッズオッズオッズオッズをををを中心中心中心中心にににに書書書書かれておりかれておりかれておりかれており、、、、オッズオッズオッズオッズのののの歪歪歪歪みをみをみをみを見見見見つけてつけてつけてつけて万馬券万馬券万馬券万馬券

をををを的中的中的中的中させるさせるさせるさせる方法方法方法方法がががが紹介紹介紹介紹介されていますされていますされていますされています。。。。    

他他他他ののののレポートレポートレポートレポートにににに比比比比べてべてべてべて、、、、理理理理にににに適適適適っておりっておりっておりっており、、、、非常非常非常非常にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明されているされているされているされている印象印象印象印象をををを

受受受受けますけますけますけます。。。。    

オッズオッズオッズオッズ理論理論理論理論をををを研究研究研究研究されているされているされているされている方方方方にはにはにはには、、、、何何何何かかかか閃閃閃閃きをきをきをきを与与与与えてくれるかもしれませんえてくれるかもしれませんえてくれるかもしれませんえてくれるかもしれません。。。。    

    

    

２６２６２６２６位位位位    「「「「堅実軸馬判定法堅実軸馬判定法堅実軸馬判定法堅実軸馬判定法」」」」馬券馬券馬券馬券ののののカギカギカギカギははははコイツコイツコイツコイツがががが握握握握っているっているっているっている！！！！    

作者作者作者作者    テツヤテツヤテツヤテツヤ    

評価評価評価評価    ★★★★☆★★★★☆★★★★☆★★★★☆    ４４４４点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=444&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=444&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=444&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=444&M=17562    

    

クラスクラスクラスクラス別別別別にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに軸馬判定法軸馬判定法軸馬判定法軸馬判定法がががが紹介紹介紹介紹介されていされていされていされていますますますます。。。。    

競馬上級者競馬上級者競馬上級者競馬上級者にはにはにはには物足物足物足物足りないりないりないりない内容内容内容内容かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、初心者初心者初心者初心者にはにはにはには非常非常非常非常にににに役役役役にににに立立立立つつつつ

無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

軸馬軸馬軸馬軸馬をををを判定判定判定判定するするするする方法方法方法方法はははは主主主主にににに前走前走前走前走のののの成績成績成績成績でででで判断判断判断判断するものですがするものですがするものですがするものですが、、、、無料無料無料無料でででで手手手手にににに入入入入るるるる

ファクターファクターファクターファクターばかりですのでばかりですのでばかりですのでばかりですので、、、、実践実践実践実践しやすいしやすいしやすいしやすい方法方法方法方法ですですですです。。。。    

競馬初心者競馬初心者競馬初心者競馬初心者にはおにはおにはおにはお薦薦薦薦めできるめできるめできるめできるレポートレポートレポートレポートですですですです    
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２７２７２７２７位位位位    目目目目からからからからウロコウロコウロコウロコのののの馬券実践馬券実践馬券実践馬券実践セミナーセミナーセミナーセミナー    

作者作者作者作者    片本利和片本利和片本利和片本利和    

評価評価評価評価    ★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆★★★☆☆    ３３３３点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒httphttphttphttp://mailzou.com/get.php?R=1141&M=17562://mailzou.com/get.php?R=1141&M=17562://mailzou.com/get.php?R=1141&M=17562://mailzou.com/get.php?R=1141&M=17562    

    

メルメルメルメルぞうのぞうのぞうのぞうのギャンブルレポートランキングギャンブルレポートランキングギャンブルレポートランキングギャンブルレポートランキング上位上位上位上位をををを独占独占独占独占されているされているされているされている作者作者作者作者のののの無料無料無料無料レレレレ

ポートポートポートポートですがですがですがですが、、、、このこのこのこのレポートレポートレポートレポートはははは少少少少しはしはしはしは参考参考参考参考になりそうですになりそうですになりそうですになりそうです。。。。    

日刊日刊日刊日刊スポーツスポーツスポーツスポーツのののの人気指数人気指数人気指数人気指数をををを利用利用利用利用してしてしてして万馬券万馬券万馬券万馬券をををを的中的中的中的中させるさせるさせるさせる方法方法方法方法ををををレポートレポートレポートレポート内内内内でででで紹紹紹紹

介介介介しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

このこのこのこの作者作者作者作者のののの他他他他ののののレポートレポートレポートレポートでででで多多多多いいいい出目理論出目理論出目理論出目理論とはとはとはとは違違違違いいいい、、、、競馬新聞競馬新聞競馬新聞競馬新聞をををを使使使使ってってってって万馬券万馬券万馬券万馬券をををを

取取取取るるるる方法方法方法方法がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり説明説明説明説明されていますされていますされていますされています。。。。    

ただただただただ万馬券万馬券万馬券万馬券がががが的中的中的中的中させることはさせることはさせることはさせることは可能可能可能可能でしょうがでしょうがでしょうがでしょうが、、、、儲儲儲儲かるかどうかかるかどうかかるかどうかかるかどうか？？？？はははは不明不明不明不明ですですですです。。。。    

    

    

２８２８２８２８位位位位    『『『『競馬競馬競馬競馬でででで勝勝勝勝つためのつためのつためのつためのノウハノウハノウハノウハウウウウ満載満載満載満載のののの小冊子小冊子小冊子小冊子』』』』    

作者作者作者作者    Skys Data SystemSkys Data SystemSkys Data SystemSkys Data System    

評価評価評価評価    ★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆    １１１１点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=1001&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1001&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1001&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=1001&M=17562    

    

競馬競馬競馬競馬でででで勝勝勝勝つためのつためのつためのつためのマインドマインドマインドマインドがががが書書書書かれていますがかれていますがかれていますがかれていますが、、、、いまいちいまいちいまいちいまいち何何何何がががが言言言言いたいのかいたいのかいたいのかいたいのか分分分分

らないらないらないらないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

馬券馬券馬券馬券のののの種類種類種類種類のののの説明説明説明説明もありますのがもありますのがもありますのがもありますのが、、、、わざわざわざわざわざわざわざわざ無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートにににに書書書書かなくてもかなくてもかなくてもかなくてもwebwebwebweb

上上上上でででで調調調調べればすぐにべればすぐにべればすぐにべればすぐに分分分分ることがることがることがることが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

独自独自独自独自にににに開発開発開発開発されたされたされたされた「「「「ＳＫＹＳＳＫＹＳＳＫＹＳＳＫＹＳ理論理論理論理論」」」」というものをというものをというものをというものを売売売売りりりり込込込込みたいみたいみたいみたい様様様様ですですですです。。。。    

勝勝勝勝つためのつためのつためのつためのノウハウノウハウノウハウノウハウととととタイトルタイトルタイトルタイトルにににに書書書書いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながらノウハウノウハウノウハウノウハウはこのはこのはこのはこの

レポートレポートレポートレポートにはにはにはには書書書書かれておりませんかれておりませんかれておりませんかれておりません。。。。    
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２９２９２９２９位位位位    投資競馬必勝法投資競馬必勝法投資競馬必勝法投資競馬必勝法～～～～単勝単勝単勝単勝オッズオッズオッズオッズとととと購入金額購入金額購入金額購入金額をををを確認確認確認確認するだけでするだけでするだけでするだけで稼稼稼稼げるげるげるげる究極究極究極究極

のののの馬券術馬券術馬券術馬券術～～～～    

作者作者作者作者    投資競馬投資競馬投資競馬投資競馬ででででガッポリガッポリガッポリガッポリ儲儲儲儲けるけるけるける会会会会    

評価評価評価評価    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    ００００点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.http://mailzou.com/get.http://mailzou.com/get.http://mailzou.com/get.php?R=4256&M=17562php?R=4256&M=17562php?R=4256&M=17562php?R=4256&M=17562    

    

このこのこのこの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートにはにはにはには単勝単勝単勝単勝オッズオッズオッズオッズについてについてについてについて何何何何もももも書書書書かれておりませんかれておりませんかれておりませんかれておりません。。。。    

かなりのかなりのかなりのかなりの紙紙紙紙クズクズクズクズ無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

競馬競馬競馬競馬でででで追追追追いいいい上上上上げげげげ投資投資投資投資をするをするをするをする場合場合場合場合のののの破綻破綻破綻破綻ののののリスクヘッジリスクヘッジリスクヘッジリスクヘッジとしてとしてとしてとして、、、、あるあるあるあるタイミングタイミングタイミングタイミング

でででで損切損切損切損切りするそうですがりするそうですがりするそうですがりするそうですが、、、、どのどのどのどのタイミングタイミングタイミングタイミングなのかなのかなのかなのか？？？？もももも書書書書かれていませんかれていませんかれていませんかれていません。。。。    

最終的最終的最終的最終的にはにはにはには「「「「投資競馬投資競馬投資競馬投資競馬でででで稼稼稼稼ぐぐぐぐノウハウノウハウノウハウノウハウ」」」」というというというという商材商材商材商材をををを販売販売販売販売したいしたいしたいしたい様様様様ですがですがですがですが、、、、そそそそ

のののの販売販売販売販売ページページページページはすでにはすでにはすでにはすでに存在存在存在存在しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。    

読読読読むむむむ必要必要必要必要がまったくないがまったくないがまったくないがまったくないレポートレポートレポートレポートですですですです。。。。    

    

    

３０３０３０３０位位位位    たったこれだけでたったこれだけでたったこれだけでたったこれだけで的中率的中率的中率的中率がががが格段格段格段格段にににに上上上上がるがるがるがる秘密秘密秘密秘密のののの馬券馬券馬券馬券レポートレポートレポートレポート    

作者作者作者作者    高野善行高野善行高野善行高野善行    

評価評価評価評価    ★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆★★☆☆☆    ２２２２点点点点    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードするするするする⇒⇒⇒⇒http://mailzou.com/get.php?R=822&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=822&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=822&M=17562http://mailzou.com/get.php?R=822&M=17562    

    

３３３３連複連複連複連複でででで馬券馬券馬券馬券をををを購入購入購入購入するするするする場合場合場合場合にににに、、、、購入購入購入購入してはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけないレースレースレースレースのののの条件条件条件条件がががが１５１５１５１５ののののポポポポ

イントイントイントイントにににに分分分分けてけてけてけて説明説明説明説明されていますされていますされていますされています。。。。    

作者作者作者作者のののの感覚的感覚的感覚的感覚的なななな条件条件条件条件がががが多多多多くくくく、、、、データデータデータデータでででで裏裏裏裏づけされたものはありませんづけされたものはありませんづけされたものはありませんづけされたものはありません。。。。    

もしかするともしかするともしかするともしかすると作者作者作者作者ははははデータデータデータデータをををを持持持持っているのかもしれませんがっているのかもしれませんがっているのかもしれませんがっているのかもしれませんが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながらレポレポレポレポ

ートートートート内内内内にはにはにはには書書書書かれておりませんかれておりませんかれておりませんかれておりません。。。。    

不確定要素不確定要素不確定要素不確定要素がががが多多多多そうなそうなそうなそうなレースレースレースレースにはにはにはには参加参加参加参加しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください！！！！ということがということがということがということが書書書書かれかれかれかれ

ているのでているのでているのでているので、、、、もしかするともしかするともしかするともしかすると少少少少しはしはしはしは役役役役にににに立立立立つかもしれませんつかもしれませんつかもしれませんつかもしれません。。。。    
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以上以上以上以上、、、、「「「「メルメルメルメルぞうぞうぞうぞう」」」」人気上位人気上位人気上位人気上位２５２５２５２５冊冊冊冊ををををブッブッブッブッたたたた斬斬斬斬りさせていただきましたりさせていただきましたりさせていただきましたりさせていただきました。。。。    

評価評価評価評価３３３３点以上点以上点以上点以上のののの無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートがががが２５２５２５２５冊中冊中冊中冊中、、、、９９９９冊冊冊冊しかなかったことにしかなかったことにしかなかったことにしかなかったことに、、、、私自身私自身私自身私自身もももも

びっくりですがびっくりですがびっくりですがびっくりですが、、、、現実現実現実現実はこんなものかもしれませんはこんなものかもしれませんはこんなものかもしれませんはこんなものかもしれません。。。。    

    

ぜひぜひぜひぜひ参考参考参考参考にされてにされてにされてにされて、、、、有用有用有用有用なななな無料無料無料無料レポートレポートレポートレポートだけおだけおだけおだけお読読読読みになってくださいみになってくださいみになってくださいみになってください。。。。    

機会機会機会機会があればがあればがあればがあれば、、、、またまたまたまた違違違違ううううレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンドレポートスタンドのののの無料無料無料無料レポートレビューレポートレビューレポートレビューレポートレビューをしようとをしようとをしようとをしようと

思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    

このこのこのこの他他他他にもにもにもにもメインサイトメインサイトメインサイトメインサイトややややメールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジンでででで競馬競馬競馬競馬のののの有益有益有益有益なななな情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。    

    

メインサイトメインサイトメインサイトメインサイト    

http://www.compi-a.com    

    

メルマガメルマガメルマガメルマガ    

http://archive.mag2.com/0001053462/index.html    

    

ぜひぜひぜひぜひ一度一度一度一度、、、、ごごごご登録登録登録登録いただきおいただきおいただきおいただきお読読読読みいただけるとみいただけるとみいただけるとみいただけると嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく思思思思いますいますいますいます。。。。    

最後最後最後最後までおまでおまでおまでお読読読読みいただきあみいただきあみいただきあみいただきありがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。    

    

ではではではでは、、、、またおまたおまたおまたお会会会会いしましょういしましょういしましょういしましょう。。。。    

    

田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平    

    

    

    

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

「「「「ニッカンコンピニッカンコンピニッカンコンピニッカンコンピ激勝馬券倶楽部激勝馬券倶楽部激勝馬券倶楽部激勝馬券倶楽部」」」」    

    

☆☆☆☆発行責任者発行責任者発行責任者発行責任者: : : : 田中洋平田中洋平田中洋平田中洋平    

☆☆☆☆公式公式公式公式ブログブログブログブログ：：：：http://compi.dahttp://compi.dahttp://compi.dahttp://compi.da----te.jp/ te.jp/ te.jp/ te.jp/     

☆☆☆☆公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト：：：：http://www.compihttp://www.compihttp://www.compihttp://www.compi----a.com/a.com/a.com/a.com/    

☆☆☆☆問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：tanaka2224@gmail.comtanaka2224@gmail.comtanaka2224@gmail.comtanaka2224@gmail.com    

    


