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「新高値ブレイク投資塾」 
202０年年間パフォーマンス集計結果 

 
「新高値ブレイク投資塾」運営事務局 

 

当塾は、2019年 7月に開塾し、多くの塾生の投資での成功を強力にサポートしています。 

今回、入塾後 1年を経過した塾生を対象に、2020年のパフォーマンスアンケートを行いました。 

本レポートでは、そのアンケートを集計した結果をご紹介いたします。 

塾生のパフォーマンス結果 

勝率（※） 
パーセントベース 

平均値 

パーセントベース 

中央値 

金額ベース 

平均値(万円) 

金額ベース 

中央値(万円) 

８０．５％ ４３．２％ ２３.０％ ８４０万円 １７５万円 
（※）勝率は、全体のうち、プラスの成績であった塾生の割合を算出しています。その他データの定義については、４ページを参照ください。 

日本株のパフォーマンス 

 

 

TOPIX年間上昇率 

＋４.８％ 

■パーセントベース分布  ■金額ベース分布 

 

 

2020年の塾生のパフォーマンスは、TOPIXを大幅に上回る結果となり

ました。当塾で学んでいただいたことで、リスク管理、銘柄発見力、銘柄分

析力、エントリーポイント、損切りなど様々な投資スキルが向上しているこ

とが大きな要因でしょう。 

また、「コロナショック」時には、DUKE。から塾生の皆さんへ何度も資産を

守るための緊急メッセージをお伝えしました。そのおかげで大きな損失を

回避できた塾生が非常に多かったようです。（※緊急メッセージの内容は

【新高値ブレイク投資塾】特別レポート(PDF)をご覧ください。） 

https://investorduke.com/school/pdf/「新高値ブレイク投資塾」特別レポート.pdf
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高パフォーマンスの方へのインタビュー 

 

塾生の中から、特に成績が良かった方に、好成績の要因などについてお伺いしておりますので、ご紹介いたします。 

高パフォーマンスの方はなぜ、そのような結果を残せたのか、ご参考にしていただければ幸いです。 

～Aさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+401%以上（5倍以上） +8,001万～＋9,000万 
 

＜Aさんのコメント＞ 

今年大きく資産を増やせた大きなポイントは 3月の資産ドローダウンが年初来 10%くらいまででおさまった事も

大きかったです。これはひとえに塾のおかげであったと思います。昔の僕であれば、きっとコロナの暴落時に塩漬

けにしたり、最悪の場合、底でぶん投げをしてしまっていたかもしれません。2月末ごろから警告メールをいただき

ポジションを縮小していけたこと、そして、3月にはノーポジになれたことでダメージがかなり軽減されました。 

また 3月末から 4月にかけての動画で株のモチベーションが下がりそうなときにも、課題などを提供してくださっ

たことでモチベーションをキープでき、そこからの上げ相場に早めに乗ることができました。本当に感謝申し上げま

す。 

 

～Bさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+141%～+160% +1,501万～＋2,000万 
 

＜Bさんのコメント＞ 

チェンジ(3962)の上昇に乗れたことに尽きます。チェンジの成功体験はビックチェンジを探す楽しさ、上昇時の高

揚感を教えてくれました。チェンジのような銘柄を３つか４つ見つければ、億に到達できるという確信も得られまし

た。投資塾の皆さまに置いて行かれないよう、そして、自分なりに投資塾に貢献できるよう努力したいと思います

ので本年もよろしくご指導お願いいたします。 

 

～Cさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+161%～+180% +1,001万～＋1,500万 
 

＜Cさんのコメント＞ 

損切り、利確の際にモタモタしてもったいないことが多々ありました。引き続きの一番の課題はメンタルだと思い

ます。とにかく、少なくともある程度の水準に達するまでは、下手な考え休むに似たり。すけべ心は出さず、

DUKE。さんの「完コピ」を目指しています。その目標に対しての道のりは遠く、満足する暇はありません。 

 

  



3                              Copyright (C) 2019- 2021 「新高値ブレイク投資塾」 All Rights Reserved 
 

 

～Dさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+141%～+160% +1,501万～＋2,000万 
 

＜Dさんのコメント＞ 

チェンジなど複数の銘柄で大きな利益が取れた。大きな利益が取れた銘柄は、上がっていく時に増玉することがで

きた。損切りを前より早く、ナンピンして大きな損失を出すことが少なくなった。トレンドフォローの考え方が少しで

きるようになった。 

塾生同士の勉強会に参加して、いろいろな銘柄に出会うことができた。トレード仲間や先輩に出会い、いろいろ教え

てもらっています。セミナーに参加して、DAIBOUCHOUさん、すぽさんなど億トレの皆さんの銘柄選定やメンタ

ルを学んでトレード出来たことが、好成績につながりました。 

 

～Eさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+91%～+100% +2,501万～＋3,000万 
 

＜Eさんのコメント＞ 

新高値ブレイク投資法を信じ、塾長の言うとおりに買い増ししていったことがよかったと思っています。 

株式投資に時間軸を明確にしてくれたことが、自分にとって一番良かったと思っています。 

「株は十分安くなったら買え」ということを信じていましたが、いつが一番安いのかは「わからないな～」というのが

あり、何もないのに 5%下がったから買う、ということをやっていました。ただ、これは、上がっている株を買うと、

買った人がハッピーになるということがわかったことで、安くなるまで待たずにどんどん買い増しができました。 

そして、細かい買い増しの時期をチャートで示してくれたことによって（急騰しているときは買うなとか、横々の時

に買えとか、なるほどと思いました）、「ここで買う」と買うことができました。 

とにかく新高値ブレイク投資法と塾長を信じて、その通りに動いたというのが最大の要因であると思っています。 

 

～Fさん～ 

パーセントベース成績 金額ベース成績 

+141%～+160% +3,001万～＋4,000万 
 

＜Fさんのコメント＞ 

１．日々の塾のご指導もあり、良い結果が得られた 1年であった。 

２．11月あたりから相場の転換点を感じ取り、投資対象の移行が上手く出来た。 

３．投資対象をファンダメンタルも含めてしっかり調べ、それを前提に買いに入った銘柄についてはかなり大きな利

益が取れた。 

 



4                              Copyright (C) 2019- 2021 「新高値ブレイク投資塾」 All Rights Reserved 
 

 

当塾の新規募集について 
 

当塾では、DUKE。からの動画やメルマガなどの豊富なコンテンツに加えて、塾生同士での勉強会や

交流会なども頻繁に行われ、塾生同士でモチベーションを高め合う環境、そして億を達成するための

環境が全て揃っています。 

当塾は、現在（２１年 1月時点）新規の募集を行っていません。これまで、1期生（19年７月入塾）、2

期生（20年 5月入塾）と募集しておりましたが、いずれも申し込み多数のため、募集を終了しており

ます。 

次の募集再開は、２０２１年春～夏を予定しています。 

ご案内ページのトップにございます、「ご登録フォーム」へ登録いただきますと、 

募集を再開する際には、メールにてご案内をお送りいたします 

ぜひ、下記のボタンよりご案内ページをご覧いただき、ご登録くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

＜本データの集計における定義等について＞ 

■1年以上在籍する塾生（1期生）のデータをもとに集計しています。 

■2期生も在籍していますが、入塾後 1年未満のため、本データの集計からは除外しています。 

■本レポートは、アンケート回答者のデータのみを元に集計しています。一定の回答率を超えていることから、全体

をある程度反映していると推定されます。 

■金額ベースの損益については、回答者のみの結果となります。そのため、パーセントベースの損益の回答者数と異

なります。 

■本レポートでは、「平均値」、および「中央値」を表示していますが、以下の通りに定義し算出しています。 

・「平均値」については、回答範囲の中央の値（＋５１％～＋６０％の場合、５５％）と仮定して、全員の平均値を算出し

ています。 

・「中央値」については、回答範囲の中央の値（＋５１％～＋６０％の場合、５５％）として、全員の中央値（データを小さ

い順に並べた時の中央に位置する値）を算出しています。 

※４０１％以上など範囲の上限の場合は、上限の最小値：４０１％として計算、-51%など下限の場合は、下限の最大

値：-51%として計算しています。 

■「勝率」の定義は、 全体のうち、プラスの成績であった塾生の割合を算出しています。 

 

>> 「新高値ブレイク投資塾」の詳細を確認する 

https://investorduke.com/school/
https://investorduke.com/school/
https://investorduke.com/school/
https://investorduke.com/school/
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塾生のみなさんからの感謝のメッセージ 

パフォーマンスアンケートに回答頂いた際、たくさんの感謝のメッセージを頂戴しました。DUKE。からの教えが塾生

のみなさんの成果に多大な影響があったことは、これらのメッセージをお読み頂くことで確認いただけるでしょう。

たくさんのメッセージの中からその一部をご紹介します。 

 

投資塾に入って、前よりも本を読むようになりましたし、投資に対するモチベーションが高くなりました。DUKE。さ

んの熱い気持ちが、塾全体に行き渡っていて、本当に素晴らしい塾だと思います。DUKE。さん、事務局のみなさん、

そして、塾の投資仲間の方々、本当にありがとうございます。これからも楽しみながら精進していきますので、引き続

きよろしくお願い致します。 

 

投資塾で得た知識を元に決めたマイルールを遵守することで、投資成績が改善することを年末の検証（反省）により

確認いたしました。早速実践し、2021年の実績につなげたいと考えております。２０２０年もサポートくださり、あり

がとうございました。 

 

私は入塾する前は、売買している割にほとんど利益がでておらず、さらに、コロナショックで資産が半分になってい

て、メンタルもボロボロの状態でした。そんな時、DUKEさんの Twitterに載っていた、コロナショック時の塾生宛

てのメルマガを読み、衝撃を受けました。DUKEさんの塾生さん達が本当に羨ましかった。 

私のような初心者に、その時々の相場状況に対する客観的な判断を教えて下さる方が必要だと、強く感じました。 

恥ずかしながら、何年か前に DUKEさんの赤本を読んだ時、内容が理解できませんでした。そんな私が入塾して大

丈夫だろうか？と、心配で一杯でしたが、お試し期間に動画を見た時、目からうろこが落ちるような思いをしました。

動画の力はすごいですね。読んで理解できなかったことが、目から入る情報でわかる事が、沢山あると知りました。

これでやっと自分が知りたかった株式投資の基本のきが学べると、心の底からほっとしたのを覚えています。 

入塾することで学びが本当にたくさんあり、又、利益という形で結果が出たことがとても嬉しいです。動画でも、リス

ク管理の重要性に言及されていましたが、自身でもその大切さを身にしみて感じています。今年は去年の反省を踏

まえ、パフォーマンスを向上できたらと思っています。入塾させて頂き、本当によかったです。今年もどうぞよろしく

お願い致します。 

 

コロナショックで大ダメージを受けた後の、投資スタートして 2年目に入塾させていただきました。コロナショックで

出た損失を取り返すという目標には届きませんでしたが、かといってさらに傷口を広げることもなく終えられたこと

はこの塾に入ったからこそです。以前と比べて格段にリスク管理はできるようになりました。成績の振り返りをする

ことで弱点もはっきりしてきましたし、今年こそは投資スタート来プラスに持っていけるのではないか、と思っていま

す。このように前向きにとらえて投資を継続できるのもひとえに DUKE。さんはじめ塾の皆さんのおかげです。しっ

かりと一歩一歩進んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします！ 

 

大きな利益をとることができた銘柄がいくつもあったのは、今年が初めてで成果は出たと思う。いずれにしても、今

年の自分の目標金額は達成でき、投資家として大きな成長につながったと思う。改めて当塾と多くの投資仲間に出

会えたことに感謝致します。来年も宜しくお願いします。億り人達成に向けてなおいっそう努力したいと思います！ 

 

たくさんの投資仲間が出来たことは大きな収穫でした。実は、一時的にですが爆益の方の報告を聞いて勝手に自分

と比較し焦る事もありました。他人と比較しても全く無意味であり、過去の自分と今を比較すれば今年一年での著し

い成長を実感でき、とても幸せを感じることが出来ました。これらも当塾に入塾できたおかげです。年末年始で昨年

の取引を再検討し、損小利大を徹底し、来年も一貫して並外れた成績を残せるようにしていきたいと思います。

DUKE。さん、事務局のみなさん、その他のたくさんの関係者の皆様に感謝致します。今後ともどうぞよろしくお願

いします。 
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今年１年は荒波のようなアップダウンが激しい年でしたが、逆に株式投資が楽しいと思える年になりました。また、今

回２期生として入塾させてもらいましたが、新高値ブレイク投資法のすごさや、メンバーのレベルの高さを痛感し、入

塾してよかったと思いました。 

 

コロナにはじまりコロナに終わった 2020年でしたが、DUKE。さんのおかげでキャッシュポジションを増やす等、冷静に

対応できました。一年以上塾で勉強させて頂き、成長が自分でもかなり感じられます。またかけがえのない友人とも出会

え、感謝の念にたえません。2021年も楽しい投資ライフの年にします！ 

 

2020年の成績は７月ぐらいまではトータルでマイナスな状態で、コロナショックの立ち上がりに乗れず焦るばかり

でしたが、失敗トレードの反省もあって、後半は利益を出すことができました。投資をし出して初めて年間で利益を

出せたので本当に嬉しく思います。これも DUKE。さんとの出会いがあって、投資塾で塾生と共に学べているおか

げだと思います。有難うございます。まだまだファンダメンタルの深掘りや、テクニカル面でも難しく感じる事が多い

ですが、日々の積み重ねだと思うので愚直に頑張ります。 

 

20年 5月から二期生として入塾し、同時に株式投資も始めました。株式投資を始めて半年強、１年目は損失で終え

るのが普通という話を聞くのですが、投資塾で学んでいるおかげさまで、プラスで 2020年を終えることができま

した。目標であった金額も達成でき感謝の気持ちでいっぱいです。今年は大変お世話になりましたが、2021年も引

き続きご指導の程、よろしくお願い致します 

 

入塾しただけではここまでの学びがなかったと思います。 

DUKE。さんが常々“アウトプットすること”、“仲間をつくること”をおっしゃられていた意味をしみじみと実感する１

年になりました。本当にありがとうございました。 

 

投資を始めて 3年目で初めて利益を出すことができました。自分でもびっくりする位の利益を出すことができまし

た、ありがとうございます。また勉強会で全国に投資仲間ができて大変刺激を受けました。投資仲間と切磋琢磨して

来年もしっかり利益を出せるようがんばります。 

 

わけもわからず投資していた状態から抜け出せました。DUKE。さんや勉強会でアドバイス頂いた塾生の皆様には本

当に感謝しています。未だに塾の豊富なコンテンツを消化しきれず、探り探り投資していますが、自分なりに理解し

たことを市場で答え合わせするような、自調自考を繰り返しています。幸いプラスで終われたのも、繰り返しになり

ますが皆様のおかげです。今後の課題は日々のルーティンをしっかりやりきること、ルーティン自体も試行錯誤しな

がら磨いていくことかなと思います。日々の楽しみが増えて、人生が楽しくなりました。ありがとうございます。 

 

年初はとにかく退場しないことに必死でしたが、終わってみれば過去二番目の収益を上げる事ができました。これも

ひとえに投資塾のおかげだと感じています。やっと学んだことが結果に出始めたと感じることができた 1年でした。

また、世の中がこんなことになっている事で、更に塾の存在意義を感じています。戦うのは自分ですが、同じ目標を

持った仲間がいる事がいろんな意味で大きくパフォーマンスに影響を与えていることを実感しています。この場をか

りまして、DUKE。さん、事務局のみなさんに改めて御礼申し上げます。 

 

DUKEさん・事務局のみなさんには、とても貴重な場を提供いただき本当に感謝しております。2期生として参加

させていただきましたが、実質 8月から本腰を入れたため 5ヶ月間ではありますが、塾の皆さんと交流を深めるこ

とができました。 

駆け込み寺のメンターの皆さんをはじめ、日々twitterや Zoom等で交流を深めることができています。入塾前に

は想像しなかった最高の場所です。まだまだ勉強不足感はありますが、成績も残すことができました。 
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5月に入塾と同時に投資の勉強を始めました。チャートを見るのも初めてなら企業のホームページを見るのも初め

て。初めてだらけでしたが塾長、事務局のみなさん、先輩方に教えをいただきなんとかプラスで終えることができま

した。入塾が人生を変えてくれると確信しています。感謝しかありません。これからもよろしくお願いいたします。 

 

他の有料セミナーにも今までに参加してきましたが、銘柄を教えてもらうだけで、何故それを選ぶのかが分からない

ままで、それも、全てが上がる銘柄でもなく、モヤモヤした状態が続いており、この塾に入り、全ての疑問に答えてい

ただけて、そのような機会がたくさんあり、感謝でいっぱいでございます。マインド面の教えも素晴らしく、塾生の皆

様も良い方ばかりで、このようなポジティブなメンバーばかりの集団は、なかなかないと思いますし、そのようなメ

ンバーに入れていただきとてもうれしく思います。 

 

金額以上に得たものが多い年となった。市場ときちんと向き合えた初めての、記念となる年になった。これまで何と

なくで行っていた事が多かったが、徐々に値動きなどの理由が理解できる部分が増えてきたように思う。たくさん

失敗トレードを重ねたが、失敗の理由がわかるような、次に繋がる失敗になっている気がするので、今後も継続的

に、勉強と実践+反省を重ねて行きたいと思う。このような機会を与えて頂けた DUKE。さんや事務局の方々、塾生

の皆さんに感謝です。 

 

5月入塾後、これまでの勧められるがままにただ保有し続けるスタイルから、貴投資法を学び自調自考に努め売買し

ました。しかし、目標株価設定やエントリーにまったく自信が持てず、想定外の値動きに翻弄され続けました。年末に

最大の障害は思い込みと未練の強さから損切りできないことと再認識し、入塾前から保有する回復期待銘柄までば

っさり損切りし、すっきりして良い年を迎えることができました。塾長、メンターや塾生の方々から今年も学ばせてい

ただきたいと存じます。そして私もいつかは少しでも皆さまのお役に立てるよう努めます。本当に入塾させていただ

きよかったと心より深く感謝しております。 

 

2020年春の暴落時に頂いたメルマガに勇気づけられました。メルマガがなかったら、「株式投資は怖いもの」と思

いやめてしまっていたと思います。入塾後は皆様についていくことで精一杯でしたが、基本からやり直そうと思い塾

の課題に取り組ませていただきました。メルマガの最後に「あせる必要はありません。あなたのペースでいいのです」

という言葉がとても励みになりました。ありがとうございます。まだまだ未熟者故、謙虚に相場に向き合っていきた

いと思います。 

 

失敗トレードも数多くありましたが、入塾前の根拠のないイメージだけの取引からは抜け出せそうです。塾長のお話

も、少しずつですが理解できることが増えつつあります。昨年は 10％ラインでの損切り出来ずに、3回ほど大きくマ

イナスをくらいました。今年は、この改善をテーマといたします。この塾に入れて本当に良かったと思っています。心

から感謝しています。 

 

DUKE。先生、事務局のみなさん、いつも丁寧なサポートをありがとうございます。2020年は、頂いたメルマガに

よりコロナの暴落から逃れられ、株取引を始めてから一番大きな利益が出た年でした。取引ではエントリーの精度を

上げる、銘柄のファンダメンタルの分析など課題はまだまだ沢山ありますが、このような学びの多い塾で勉強させて

いただいて、本当に感謝しております。これからもご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

投資成績は予想以上でしたが、取引内容は改善の余地だらけでした。ただ、成功・失敗の経験を積みながら塾動画・

イベント・本で学ぶことによって間違いなく成長できていると感じています。日々「そういうことだったのか・・」ばか

りです。（笑）塾長、事務局のみなさん、塾生の皆さんには本当に感謝しております。ありがとうございます。2021年

はさらに成長します！ 


