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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１４時３０分）（電投締切１４時２７分） 
 
＜展望＞『競輪祭開幕の主役は革命戦士』 
 高知共同杯（ＧⅡ）で平原康多に 1/8 輪差の悔し過ぎる準Ｖに発奮したのは維新の傑物、高杉
晋作の再来①（清水）、低迷競輪を改革せんと頑張ってる結果が前橋寬仁親王牌決勝で脇本雄太
を一度は叩き切ったパワー、勢いは増すばかりで絶対に獲ると決めて走った地元記念はブッ千切
りの優勝、この勢いは誰にも止められないのでは、競輪祭の１番バッターの大任は力強いパワー
で果たす。不安はマークする⑤（岩津）で、防府記念で松浦悠士が離れた事を考えたら付いて行
けるかは大きな賭け。静岡ＧＰ出場を８割方決めてる大豪③（武田）は、⑦（鈴木庸）が頼みの
綱。穴と言うより狙いたいのは常に全力駆けの⑨（小松崎）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１清水裕友  自力主体に何でも。 
 ２海老根恵太 初の小松崎君。 
△３武田豊樹  鈴木君。 
 ４小林大介  関東で並び３番手。 
○５岩津裕介  裕友（清水）。 
 ６川村晃司  ２車でも自力。 
注７鈴木庸之  武田さんの前で自力。 
 ８村田雅一  川村さんの番手。 
×９小松崎大地 自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３４【１】５【９】２【６】８ 
 
＜穴を探る＞ 好調（小松崎）が狙い。９－１ ９－２ 
 
２車単 １－５ １－３ １－９ 
３連単 １－５－３９ １－３＝２９ 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１５時０２分）（電投締切１４時５９分） 
 
＜展望＞『静岡の若武者「雄太」が逃げる』 
 こゝで決勝に乗り５着内なら初めてのＧＰが見えて来る⑤（古性）、それでやゝ苦が手にして
いる小倉バンク対策のために試したい事は全てやったのであれば、何時も以上の激しい運行で勝
利へ邁進する。堂々と主役を務めるのは事故点なんて屁のかっぱの有望新鋭⑨（渡邉雄）、凄い
練習で培った脚力は１周半でも平気の平座。後は優勝を狙ってる、努力する事しか知らない明る
いベテラン②（佐藤慎）、スンナリならば逆転は容易。尚（古性）が前々に攻めた時に勝機を逃
さないのは、久留米ＦＩＶから最高に仕上ってる③（椎木尾）。小倉に強い①（井上）は⑥（山
田）がそれなりのレースをしてくれる条件。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１井上昌己  庸平（山田）に任せる。 
○２佐藤慎太郎 雄太（渡邉）は初連携。 
×３椎木尾拓哉 古性は好相性。 
 ４坂本亮馬  昌己（井上）さんの後。 
▲５古性優作  自在に勝利する戦法。 
 ６山田庸平  九州の先頭で自力・自在。 
 ７牛山貴広  東で３番手。 
 ８澤田義和  近畿で３番手。 
◎９渡邉雄太  ラインで決まる自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２７【５】３８【６】１４ 
 
＜穴を探る＞（古性）の頑張りに（椎木尾）。５＝３ 
 
２車単 ９＝２ ９＝５ ９－３ 
３連単 ９＝２－３５７ ５＝３－２９ 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『世界の「脇本」には熊本の「中川」』 
 ２年後に迫った東京五輪でメダルを獲るために生活の全てをナショナルチームの厳しい練習に
打ち込んでる③（脇本）、国内のレースは地元記念と特別しか走ってないのにダービーは決勝３
位、高松宮記念杯準Ｖ、福井記念を獲り、オールスター・寬仁親王牌Ｖは運でなくこれ全て世界
の強豪と互角以上に渡り合えた真の脚力、こゝでも全国人気は断トツ１位だけど、熊本競輪復興
を願い仕上げた⑤（中川）ならば、寬仁親王牌ローズカップで（脇本）の捲りを逆転した実績で。
３番手に成った⑦（荒井）は（中川）より練習では強いし、相性の良さでの３連対。①（大槻）
⑧（齋藤）の宮城コンビは④（根田）に任せる事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１大槻寛徳  根田君の番手。 
注２神山拓弥  杉森さん。 
○３脇本雄太  自分の競走で人気に応えます。 
 ４根田空史  自力です。 
◎５中川誠一郎 今年３回目に成る脇本。 
 ６杉森輝大  自力です。 
△７荒井崇博  誠一郎（中川）の番手。 
 ８齋藤登志信 大槻の後。 
 ９岡 光良  関東で３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】１８【６】２９【３】５７ 
 
＜穴を探る＞（脇本）から筋違い。３－１ ３－２ 
 
２車単 ５＝３ ５－７ ３－７ 
３連単 ５＝３－７ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時０６分）（電投締切１６時０３分） 
 
＜展望＞『初のＧＰ狙う「山田英」の執念を』 
 こゝでのターニングポイントは選手としても社会人としても尊敬出来る大スター③（稲垣）が、
親切な番組が用意してくれた輪界を代表する自力型⑨（竹内）を選ぶかどうかだったが、尊敬す
る村上義弘は近畿以外には行かない事もあり、「雄作には悪いが、自分でやります」の自力戦。
⑦（東口）は黙って付いて行く。決勝に乗って初ＧＰを決めたい①（山田英）は絶好調には程遠
いが、そこは葉隠魂で⑥（佐藤幸）を足場に首位スタート。この後は（竹内）には行かず筋を通
した⑤（柏野）。そこで（竹内）は単騎で大捲り。渋太い④（金子幸）の捲りも侮れないが、穴
は⑧（小原）の連突入。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山田英明  ラインの幸治（佐藤）。 
 ２芦澤辰弘  金子幸を信頼です。 
▲３稲垣裕之  自力でやります。  
 ４金子幸央  ２車でも自力。 
○５柏野智典  九州の３番手。 
注６佐藤幸治  山田さんの前で。 
 ７東口善朋  稲垣さんの番手。 
 ８小原太樹  単騎で自力・自在。 
×９竹内雄作  単騎で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】２【３】７【８】【９】【６】１５ 
 
＜穴を探る＞（稲垣）がシビアに攻める。３＝７ 
 
２車単 １＝５ １＝３ １－９ 
３連単 １－５＝３７ 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時３９分）（電投締切１６時３６分） 
 
＜展望＞『仕上った「郡司」堂々の本命』 
 直前の防府記念では優勝こそ清水裕友に気合負けした①（郡司）だが、初日から準決勝迄の３
連勝はデビューして一番の出来だったもの、更に仕上げて来たのか、その表情は自信に満ち溢れ
て居り、如何なる展開に成っても連対は外さない快調子。連携するのは昨年決勝に乗ってる大ベ
テラン⑦（渡邉晴）、脚力不足は経験と根性で補う事にする。やっと良かった頃に戻ってる練習
の虫④（吉田）は、小倉バンクにマッチの⑨（柴崎）を目標に単進出。前回の久留米で悪い膿は
全て出し切った⑧（早坂）は展開を見極めての仕掛けであれば。徳島の期待星②（太田）も単の
一角。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１郡司浩平  人気を意識した自力。 
×２太田竜馬  自力です。  
 ３和田 圭  秀悟（早坂）に任せる。 
▲４吉田敏洋  淳（柴崎）。 
 ５桑原大志  太田の番手。 
 ６小川勇介  決めずにやる。  
○７渡邉晴智  浩平（郡司）。 
注８早坂秀悟  ２車でも積極自力。 
 ９柴崎 淳  吉田さんの前で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】３【１】７【９】４【２】５ ６ 
 
＜穴を探る＞ 中部コンビで独占。４＝９ 
 
２車単 １－７ １＝４ １－２ 
３連単 １－７＝２４ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『超スター「浅井」に油断は無い』 
 無冠のまゝ８年連続の夢舞台（ＧＰ）に立ちたくないで、豊橋記念Ｖの後も競輪祭を獲るため
にやるべき事は全てやったのは昨年のＧＰチャンプ①（浅井）、自力のメンバーは望む処で、静
岡ＧＰをほゞ決めた⑦（村上博）と２車ならば、展開を見極めてのマッハ捲りで全国の浅井ファ
ンを安心させる。立川ＦＩで連携して絆を深めた⑨（吉田）を得た⑤（木暮）も優勝を狙ってる
強豪、しっかり仕上げて来たものと信じて狙うは１着の１０ポイント。⑥（志村）までが関東ラ
イン。昨年は決勝に乗ってる②（山中）も調子を上げてる一人、④（成清）を連れての捲りは頭
から狙える強豪。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１浅井康太  自力で人気に応える。 
特２山中秀将  自力です。 
 ３小川真太郎 自力。 
 ４成清貴之  山中に付いて行きます。 
○５木暮安由  拓矢（吉田）。 
 ６志村太賀  好相性の木暮。 
×７村上博幸  浅井とは何度も。 
 ８池田 良  真太郎（小川）。 
△９吉田拓矢  先行基本。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】５６【１】７【３】８【２】４ 
 
＜穴を探る＞ 昨年優出の（山中）が捲る。２－４ ２－１ 
 
２車単 １＝５ １－９ １－７ 
３連単 １－５＝７９ １－２－４５９  
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『五輪狙う「渡邉一」のパワー信頼』 
 僚友新田祐大の様にＧＰを決めてればナショナルチームの行事を優先したかも知れない⑤（渡
邉一）、サマーナイトＶとオールスターの決勝３位で連続ＧＰ出場は手の届く所にあり、それで
出場に踏み切ったからは最低でも決勝進出がノルマ、ならば１回戦はどうしても１着の１０点は
欲しいなら、ワールドクラスの捲りを決める事にする。後に成った③（和田健）は今や千葉輪界
一の実力を身に付けて居り、離れる事は無いか。脇本雄太仕様のフレームにしたのが大当たりだ
った①（吉澤）のハイパワーは（渡邉一）以上の評価。後はレジェンド⑦（神山雄）。近畿は④
（山本）を先頭に⑨（松岡）⑥（三谷将）で並び、⑧（取鳥）には②（香川）で瀬戸内ライン。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１吉澤純平  勝利する自力。 
×２香川雄介  取鳥とは好相性。 
○３和田健太郎 一成（渡邉）君。 
 ４山本伸一  近畿の先頭で自力。 
◎５渡邉一成  和田さんと決める自力。 
 ６三谷将太  近畿３番手。 
 ７神山雄一郎 ラインの吉澤。 
 ８取鳥雄吾  ２車でも先行基本。 
注９松岡健介  伸一（山本）。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】９６【１】７【５】３【８】２ 
 
＜穴を探る＞（吉澤）パワーの勝利。１－３ １－７ 
 
２車単 ５＝３ ５＝１ ３－１ 
３連単 ５＝３＝１ 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１８時１８分）（電投締切１８時１５分） 
 
＜展望＞『輪界の第一人者「平原」で不動』 
 初日のトリを任されたのは輪界の顔②（平原）、９月の高知共同杯Ｖで静岡ＧＰ出場は決めた
が、どうしても欲しいのはＧＩのタイトル、競輪祭は２度優勝してる最高の相性ならば、こゝは
マーカーの鑑⑤（成田）に任された以上は仕掛け損じはしない真の実力者。腰痛明けの（成田）
は人気に対する責任感と執念で付いて行く。一早く旋風を巻き起こした１１１期の超新人①
（南）、誰もが経験する壁に当っているが、練習では仕上ってたそうで、⑨（金子貴）④（北
野）を連れての逃げは（平原）相手に何処迄通用するか興味津々。尚③（松谷）⑧（白戸）の神
奈川コンビに任された⑦（近藤）のあきらめないパワーは、穴党に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１南  潤  先行基本。 
◎２平原康多  １着取る自力。 
 ３松谷秀幸  隆司（近藤）の番手。 
 ４北野武史  金子の後。 
○５成田和也  平原の番手。 
 ６高原仁志  平原の３番手。 
×７近藤隆司  南関の先頭で自力。 
 ８白戸淳太郎 松谷の後。 
△９金子貴志  初連携の南。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９４【２】５６【７】３８ 
 
＜穴を探る＞（近藤）の大捲りを。７－３ ７－２ 
 
２車単 ２－５ ２－９ ２－７ 
３連単 ２－５＝７９ 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時４６分）（電投締切１８時４３分） 
 
＜展望＞『新星「梅川」のパワー強烈』 
 賞金ランクは３位でガールズグランプリの出場はほゞ決めてる千葉の⑦（石井貴）、直前の豊
橋決勝は突然の腰痛で欠場した不安はあるが、勝負根性はガールズ一なので走る以上は力と技で
勝利する事しか考えてない。素晴らしい素質が開花した④（梅川）、ダイナミックな逃げに捲り
はＳ級レーサー顔負けの大迫力、小倉は２回目だけど、脚質マッチのバンクならば押し切りの方
が狙い。直近４ヶ月の事故点１１０点の⑤（長澤）、ガールズグランプリに出るためならそんな
事は気にしない闘志の持ち主なので。グランプリに出るには優勝するしかない⑥（梶田）は前々
に攻める事での単。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １石井貴子（東京）自力。 
 ２東口 純    前々。 
 ３高橋朋恵    好位狙い。 
◎４梅川風子    自力。 
×５長澤 彩    自力・自在。 
△６梶田 舞    自力・自在。 
○７石井貴子（千葉）自力。 
 
＜展開予想＞ 
←６ ３【１】【５】 ２【４】 ７ 
 
＜穴を探る＞（梶田）が前々で捌く。６－４ ６－７ 
 
２車単 ４＝７ ４－６ ４－５ 
３連単 ４－７＝５６ 
 
 



 
 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１９時１４分）（電投締切１９時１１分） 
 
＜展望＞『超安定「石井寛」は外せない』 
 デビュー以来７５回の優勝を誇る③（石井）、それだけでなく小倉はこれ迄７回走り完全優勝
６回で、２年前の６月決勝５着以外はオール１着はズバ抜けて居り、今年は更に順調で静岡ガー
ルズグランプリは賞金で決めて居り、今回も優勝しか狙ってないなら初日から巧みな位置取りか
ら人気に応える。対する①（山原）はこゝで優勝するしかグランプリは厳しい処に追い込まれる
事で、早くから小倉に来て練習した成果でロング捲りを決める事にする。目下賞金５位で地元グ
ランプリ圏内に居る②（鈴木）は、決勝に乗る事が最低のノルマであれば気合の自力で頭狙い。
小倉に強い④（荒牧）の能力に底力は穴党には見逃せない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１山原さくら 自力。 
△２鈴木美教  自力。 
◎３石井寛子  自在。  
×４荒牧聖未  自力。 
 ５内村舞織  自在。 
 ６増茂るるこ 前々自在。 
 ７土屋珠里  自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←３【２】【１】【５】【４】【６】【７】 
 
＜穴を探る＞（鈴木美）の首位。２－３ ２－１ 
 
２車単 ３＝１ ３－２ ３－４ 
３連単 ３＝１－２４ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１９時４２分）（電投締切１９時３９分） 
 
＜展望＞『総合力で「真備」がリードしてる』 
 ガールズ中でも一番努力してるのではと思われる②（高木）、今年は生まれ育った岡山県の真
備町が水害の被害に遭った事もあり、心を痛めたのを活力に変えて、今回は優勝してグランプリ
を決めるには初日から全力勝負。④（佐藤）は１１４期のルーキーにしては言動もだが、レース
振りは落ち着き払って居り、何をやるにも大胆な上に、そのパワーは現時点では（高木）以上な
ら、逃げても捲っても彼女の方が本命かも。地元なのに小倉はまだ２回しか呼ばれてない明るい
⑤（大久保）に欲しいのは、力の出し惜しみをしない攻める勇気、そのパワーは（高木）（佐
藤）に遜色ないので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１林真奈美  自力・自在。 
◎２高木真備  自力。 
 ３坂口楓華  自力・自在。 
○４佐藤水菜  自力。 
△５大久保花梨 自力。 
 ６高橋梨香  好位狙い。 
 ７戸田みよ子 取れた位置。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】 １【２】 ３【５】 ６ ７ 
 
＜穴を探る＞ 地元（花梨）が勝利する。５－２ ５－４ 
 
２車単 ２＝４ ２－５ ４－５ 
３連単 ２＝４－５ 
 
 



 
 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時１０分）（電投締切２０時０７分） 
 
＜展望＞『主役「児玉」は勝利が似合う』 
 今回の競輪祭に選手生命を懸けてると言っても過言でない⑥（児玉）、それで小倉には３日前
から乗り込み入念に調整したのであれば、如何なる展開に成っても男勝りのパワーで絶大なる人
気に応えている現ガールズ№１レーサー。対抗は（児玉）とはこれ迄名勝負を演じ続けて来た一
途な自力型③（奥井）、小倉成績は８回走り３度の優勝以上に、素晴らしいのは３着が１回ある
だけで、後はオール連対の安定感。１枠を貰った①（尾崎）は賞金レース６位ならどんな手を使
っても３着内にはの執念。こゝ一番に強い④（小林）に、只今絶好調の⑤（細田）迄、２着争い
は伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１尾崎 睦  自力。 
 ２小坂知子  前々。 
○３奥井 迪  自力。 
×４小林莉子  自在。 
 ５細田愛未  自力・自在。 
◎６児玉碧衣  自力。 
 ７大谷杏奈  流れに乗って。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】 ２【１】【６】 ４【５】 ７ 
 
＜穴を探る＞（児玉）の負けは考えたくない。 
 
２車単 ６＝３ ６－１ ６－４ 
３連単 ６－３＝１４５ 
 


