
証拠金20万円 2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +227,661円 -183,716円 -184,279円 -65,239円 +145,006円 -183,761円

2分の1 +113,444円 +101,295円 -188,622円 -189,619円 +57,747円 -184,282円

3分の1 +82,802円 +71,531円 -190,511円 -189,765円 +39,715円 -188,582円

7月

1分の1 +117,018円

2分の1 +61,579円

3分の1 +51,879円

証拠金30万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +227,648円 +160,532円 -278,300円 -16,712円 +144,988円 -278,153円

2分の1 +113,446円 +109,208円 -281,756円 -284,444円 +57,747円 -278,380円

3分の1 +82,797円 +71,529円 -280,932円 -280,356円 +39,714円 -281,842円

7月

1分の1 +116,995円

2分の1 +61,578円

3分の1 +51,878円

証拠金50万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +227,677円 +169,307円 -472,258円 -16,712円 +145,014円 -470,183円

2分の1 +113,443円 +109,204円 -492,205円 -470,939円 +57,750円 -470,447円

3分の1 +82,799円 +71,533円 -481,101円 -484,089円 +39,723円 -479,903円

7月

1分の1 +117,000円

2分の1 +61,578円

3分の1 +51,879円

証拠金100万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +227,648円 +169,286円 -950,336円 -16,710円 +144,974円 -940,448円

2分の1 +113,428円 +109,189円 +143,165円 -976,075円 +57,737円 -974,881円

3分の1 +82,789円 +71,522円 -583,580円 -980,043円 +39,711円 -979,863円

7月

1分の1 +116,976円

2分の1 +61,560円

3分の1 +51,863円

証拠金150万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +227,684円 +169,286円 +269,566円 -16,711円 +144,980円 -1,444,528円

2分の1 +113,447円 +109,190円 +143,163円 -1,472,692円 +57,740円 -1,470,152円

3分の1 +82,802円 +71,525円 -583,557円 -1,482,535円 +39,713円 -1,333,376円

7月

1分の1 +116,978円

2分の1 +61,560円

3分の1 +51,863円



証拠金20万円 2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +21,307円 -184,534円 -185,242円 -189,396円 -189,509円 +341,800円

2分の1 +25,315円 -188,694円 +712,745円 +215,938円 -179,367円 +191,234円

3分の1 +6,681円 -190,167円 -180,331円 +166,864円 -181,011円 +135,505円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 -186,568円 -189,413円 -179,021円 +149,065円 -188,461円 -186,755円

2分の1 +230,355円 +182,648円 +142,535円 +95,789円 +190,054円 +144,880円

3分の1 +164,565円 +127,831円 +126,090円 +79,948円 +138,800円 +120,810円

証拠金30万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +21,263円 -278,510円 -281,363円 -268,502円 -283,998円 +341,079円

2分の1 +25,342円 -284,453円 +713,447円 +218,117円 -278,635円 +191,367円

3分の1 +6,686円 -280,519円 -279,972円 +166,959円 +134,832円 +135,542円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +303,840円 -282,945円 -277,529円 +194,089円 +277,393円 -277,990円

2分の1 +230,913円 +182,907円 +145,772円 +95,929円 +173,292円 +167,330円

3分の1 +164,787円 +128,017円 +126,304円 +80,085円 +139,039円 +121,016円

証拠金50万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +21,327円 +187,537円 -441,920円 +402,776円 -459,523円 +342,134円

2分の1 +25,339円 -469,851円 +713,330円 +218,068円 -470,631円 +191,339円

3分の1 +6,687円 -479,936円 -500,433円 +166,987円 +134,832円 +135,542円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +304,293円 -470,594円 +238,930円 +194,673円 +304,461円 +264,309円

2分の1 +230,878円 +182,888円 +145,757円 +95,918円 +173,271円 +167,319円

3分の1 +164,756円 +127,989円 +126,284円 +80,072円 +139,018円 +120,994円

証拠金100万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +21,331円 +199,748円 -944,522円 +402,847円 -941,357円 +342,184円

2分の1 +25,359円 -970,267円 +713,876円 +218,255円 -969,805円 +191,485円

3分の1 +6,690円 -980,733円 -980,946円 +167,096円 +134,951円 +135,666円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +304,284円 +454,736円 +261,670円 +194,674円 +304,464円 +275,993円

2分の1 +231,048円 +183,020円 +145,870円 +96,014円 +173,434円 +167,476円

3分の1 +164,903円 +128,105円 +126,407円 +80,129円 +139,110円 +121,080円

証拠金150万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +21,347円 +199,899円 -1,445,039円 +403,085円 -1,443,846円 +342,406円

2分の1 +25,359円 -1,472,711円 +714,019円 +218,292円 +225,260円 +191,535円

3分の1 +6,692円 +57,368円 -1,482,152円 +167,098円 +134,941円 +135,651円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +304,527円 +455,066円 +261,856円 +194,816円 +304,668円 +276,186円

2分の1 +231,128円 +183,082円 +145,917円 +96,024円 +173,463円 +167,497円

3分の1 +164,912円 +128,121円 +126,422円 +80,167円 +139,169円 +121,133円



証拠金20万円 2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 -189,302円 -188,209円 -195,343円 +73,096円 +78,195円 +175,437円

2分の1 -188,794円 +64,646円 +76,142円 +44,648円 +47,721円 +99,191円

3分の1 +93,734円 +58,637円 +75,821円 +38,799円 +36,553円 -186,233円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 -184,267円 -188,461円 -188,250円 +94,773円 +53,938円 -183,744円

2分の1 +62,610円 -188,975円 -189,828円 +53,621円 +36,245円 -21,840円

3分の1 +41,785円 -189,378円 -188,978円 +43,808円 +24,891円 -16,226円

証拠金30万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 -284,287円 -284,165円 -279,795円 +73,091円 +78,166円 +175,935円

2分の1 -284,726円 +58,588円 +81,939円 +34,942円 +24,318円 +98,208円

3分の1 +93,734円 +58,637円 +75,821円 +38,799円 +36,553円 +93,264円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 -277,401円 -285,109円 -284,077円 +94,773円 +53,938円 -278,240円

2分の1 +62,610円 -285,194円 -287,977円 +53,621円 +36,245円 -22,229円

3分の1 +41,785円 -282,279円 +99,830円 +43,808円 +24,891円 -16,361円

証拠金50万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +248,828円 -469,027円 +167,891円 +73,091円 +78,166円 +175,935円

2分の1 -473,552円 +58,588円 +81,939円 +34,942円 +24,318円 +98,208円

3分の1 +93,734円 +58,637円 +75,821円 +38,799円 +36,553円 +93,264円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 -470,278円 -471,034円 -468,776円 +94,773円 +53,938円 -39,168円

2分の1 +62,610円 +104,123円 +150,973円 +53,621円 +36,245円 -22,229円

3分の1 +41,785円 +91,335円 +99,830円 +43,808円 +24,891円 -16,361円

証拠金100万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +248,828円 -941,180円 +167,891円 +73,091円 +78,166円 +175,935円

2分の1 +144,105円 +58,588円 +81,939円 +34,942円 +24,318円 +98,208円

3分の1 +93,734円 +58,637円 +75,821円 +38,799円 +36,553円 +93,264円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +150,542円 +211,344円 +196,100円 +94,773円 +53,938円 -39,168円

2分の1 +62,610円 +104,123円 +150,973円 +53,621円 +36,245円 -22,229円

3分の1 +41,785円 +91,335円 +99,830円 +43,808円 +24,891円 -16,361円

証拠金150万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +248,828円 -1,439,993円 +167,891円 +73,091円 +78,166円 +175,935円

2分の1 +144,105円 +58,588円 +81,939円 +34,942円 +24,318円 +98,208円

3分の1 +93,734円 +58,637円 +75,821円 +38,799円 +36,553円 +93,264円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +150,542円 +211,344円 +196,100円 +94,773円 +53,938円 -39,168円

2分の1 +62,610円 +104,123円 +150,973円 +53,621円 +36,245円 -22,229円

3分の1 +41,785円 +91,335円 +99,830円 +43,808円 +24,891円 -16,361円



証拠金20万円 2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +433,908円 -169,997円 -185,321円 +181,327円 -173,060円 -183,670円

2分の1 +231,473円 -199,358円 +143,666円 +97,152円 +212,865円 +165,765円

3分の1 +188,689円 -180,533円 +107,588円 -186,158円 +161,561円 +135,728円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +178,694円 -185,938円 +220,822円 +220,376円 -212,732円 +263,738円

2分の1 +105,718円 -193,827円 +132,450円 +116,344円 +127,906円 +132,213円

3分の1 +78,515円 -188,705円 +100,192円 +98,003円 +116,332円 +99,884円

証拠金30万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +433,908円 -256,778円 -277,498円 +181,327円 +346,547円 -285,396円

2分の1 +231,473円 +292,160円 +143,666円 +97,152円 +212,865円 +165,765円

3分の1 +188,689円 -279,910円 +107,588円 +110,759円 +161,561円 +135,728円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +178,694円 -287,975円 +220,822円 +220,376円 +273,888円 +263,738円

2分の1 +105,718円 -280,780円 +132,450円 +116,344円 +127,906円 +132,213円

3分の1 +78,515円 -280,728円 +100,192円 +98,003円 +116,332円 +99,884円

証拠金50万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +433,908円 -469,831円 +310,235円 +181,327円 +346,547円 -468,667円

2分の1 +231,473円 +292,160円 +143,666円 +97,152円 +212,865円 +165,765円

3分の1 +188,689円 -481,397円 +107,588円 +110,759円 +161,561円 +135,728円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +178,694円 -480,061円 +220,822円 +220,376円 +273,888円 +263,738円

2分の1 +105,718円 -481,990円 +132,450円 +116,344円 +127,906円 +132,213円

3分の1 +78,515円 -480,785円 +100,192円 +98,003円 +116,332円 +99,884円

証拠金100万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +433,908円 +486,613円 +310,235円 +181,327円 +346,547円 -944,815円

2分の1 +231,473円 +292,160円 +143,666円 +97,152円 +212,865円 +165,765円

3分の1 +188,689円 -985,298円 +107,588円 +110,759円 +161,561円 +135,728円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +178,694円 -963,769円 +220,822円 +220,376円 +273,888円 +263,738円

2分の1 +105,718円 -972,981円 +132,450円 +116,344円 +127,906円 +132,213円

3分の1 +78,515円 -1,036,226円 +100,192円 +98,003円 +116,332円 +99,884円

証拠金150万円
1月 2月 3月 4月 5月 6月

1分の1 +433,908円 +486,613円 +310,235円 +181,327円 +346,547円 -1,440,475円

2分の1 +231,473円 +292,160円 +143,666円 +97,152円 +212,865円 +165,765円

3分の1 +188,689円 +177,928円 +107,588円 +110,759円 +161,561円 +135,728円

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1分の1 +178,694円 -1,441,637円 +220,822円 +220,376円 +273,888円 +263,738円

2分の1 +105,718円 -1,529,881円 +132,450円 +116,344円 +127,906円 +132,213円

3分の1 +78,515円 -1,480,045円 +100,192円 +98,003円 +116,332円 +99,884円


