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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１４時３０分）（電投締切１４時２７分） 
 
＜展望＞『アフロ怪人「賢人」が魅せる』 
 オールスターの決勝進出はツキ一本と思われたのは何事にも動じない真の大物①（山崎賢）、
それがまぐれでない事を立証したのが共同杯での度肝を抜く快脚であり、寬仁親王牌での３勝、
直前取手記念の４連勝は内容抜群で今回は一躍Ｖの有力候補に、２日目の開幕戦を任された以上
は期待に応えるハイパワー。不安はマークする地元⑦（園田）で、これ迄２度千切れてる事実、
気力と根性で付いて行って欲しい。離れた時は、寬仁親王牌の最終日に２・３着を決めてる③
（山田）⑤（村上義）の前残りは同等以上。復調⑧（稲川）迄が近畿ライン。一発屋②（和田
真）には小倉男⑨（田中）が連携。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山崎賢人  期待に応える自力。 
×２和田真久留 後２人ですね、自力。 
 ３山田久徳  村上さんの前で前で自力。 
 ４湊 聖二  九州の３番手。 
△５村上義弘  久徳（山田）の好きに。 
 ６山下 渡  南関の３番手。 
○７園田 匠  山崎の後輪に集中。 
注８稲川 翔  近畿で３番手。 
 ９田中晴基  和田に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５８【１】７４【２】９６ 
 
＜穴を探る＞（山崎）の首位で薄目。１－３ １－４ 
 
２車単 １－７ １－５ １－２ 
３連単 １－７－４５ １－５＝３８ 
 
 
 
 
 
 
 

第２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＞『急成長「松浦」が主役を務める』 
 今期は追加を断わらず走りに走りまくってる③（松浦）、それが合ってたのか今やＧⅠを獲れ
る迄に成って居り、今回の競輪祭を獲り、それを手土産に地元記念を走るのがベストと言って笑
ってたがこれは冗談でなく多分本心、前回の記念で３度連携してる⑤（小倉）と決める事に全力
投じる。その（小倉）はその名の通り小倉競輪祭は２度優勝の好相性。北日本の大器⑦（新山）
は、まだ底を見せてないのは楽しみで、後を①（中村）⑨（岡村）の南関コンビが固めてくれる
なら、逃げるにしても捲りでも点数を考えてに成るのは自然。尚②（志智）は、⑥（中井）に任
すが展開ではシビアに攻める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１中村浩士  新山の番手はあります。 
 ２志智俊夫  中井君の番手。 
◎３松浦悠士  自在に勝ち上ります。 
 ４山内卓也  志智に任せる。 
○５小倉竜二  松浦に任せる。 
 ６中井太祐  中部の前で自力。 
▲７新山響平  自力で頑張ります。 
 ８新井秀明  瀬戸内の後。 
注９岡村 潤  中村さんの後。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１９【３】５８【６】２４ 
 
＜穴を探る＞（新山）のパワー炸裂。７＝１ 
 
２車単 ３＝５ ３＝７ ３－１ 
３連単 ３－５＝１７ 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『北日本コンビは魅力の塊』 
 目標にして来たグランプリ出場を目前にして、苦しみ喘いでるのは四国の雄⑤（原田）、８月
の平オールスターから始まったスランプは深刻だけど、すでに確定してる脇本・新田・三谷竜・
平原・浅井・村上義・村上博・武田が決勝に乗り３着内を決めるか、当面のライバル渡邉一成・
山田英明・古性優作・中川誠一郎が決勝に乗れなかったら決まるであれば神に祈るしかないが、
自ら頑張って決勝に乗れば自力で決める事に成るので。そんな（原田）より狙いたいのは②（菅
田）と⑦（守澤）の北コンビで、富山決勝では（菅田）が（守澤）を千切ってるが、こゝでは逆
転の方が狙いかも。尚間違いなく仕上ってる①（諸橋）は３連対には。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１諸橋 愛  天田は好相性。 
◎２菅田壱道  自力・自在。 
注３橋本 強  原田を信頼。 
 ４大塚健一郎 吉本の番手。 
▲５原田研太朗 自力で頑張ります。 
 ６筒井敦史  四国の３番手。 
○７守澤太志  菅田と決められる様に。 
 ８吉本卓仁  大塚さんの前で自力。 
 ９天田裕輝  自力基本にやります。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】３６【９】１【２】７【８】４ 
 
＜穴を探る＞ ＧＰ有力候補（原田）の底力。５＝３ ５－１ 
 
２車単 ２＝７ ２＝５ ２－１ 
３連単 ２＝７－１５ １－２＝７９ 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時０６分）（電投締切１６時０３分） 
 
＜展望＞『今年２冠の「三谷竜」に人気集中』 
 昨年は京王閣ダービーで初グランプリを決めた⑨（三谷）、今年はいきなりの記念３連覇に平
塚ダービー・岸和田高松宮記念杯のＧⅠ連覇で早々に静岡ＧＰを決め、いざ本番はＧⅠを２度も
獲らせてくれた脇本雄太の番手は約束されてるなら、真の勝負はこゝより年末なのかも、それで
も走る以上は絶対に力の出し惜しみせぬ闘将。後は③（坂口）⑥（山口）の中部コンビが固める。
競輪祭がドームに移り２度制してる①（山崎芳）は、その頃の脚力が甦って居り、⑤（菊地）を
従えての中団捲りは頭からの狙い。⑦（長島）に任せる②（芦澤）も侮れないが、それ以上は④
（岩本）の強烈捲り。復調⑧（桐山）が追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１山崎芳仁  何時も通りの自力戦。 
注２芦澤大輔  長島の番手。 
×３坂口晃輔  三谷さんにしっかり付いて。 
▲４岩本俊介  自力で何としても。 
 ５菊地圭尚  山崎さんの番手。 
 ６山口富生  坂口の後から。 
 ７長島大介  先行・捲り。 
 ８桐山敬太郎 岩本に任せる。 
◎９三谷竜生  人気に応える自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】３６【１】５【７】２【４】８ 
  
＜穴を探る＞ 北日本・南関の筋狙い。１－５ ４－８ 
 
２車単 ９＝１ ９＝４ ９－３ 
３連単 ９－３＝１４ ４－１＝８９ 
 
 
■■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＞『揃った九州ライン優勢』 
 初のグランプリ出場を決めるには、決勝に乗って３着内が条件の⑤（山田英）、気持がそうさ
せてるのか初日は展開以上に調子、こゝは先輩①（荒井）だけでなく地元⑥（小川）迄なら、逃
げを考えての捲りで何としても２着迄をキープして、ダイヤモンドレースを狙う事に。番手の
（荒井）は最近に無く仕上ってるので。初日は何時もと違うレースをして力出し切れなかった③
（山中）は、先輩⑨（海老根）と２車ならば逃げるか引くだけ引いての捲りでパワー全開。②
（山本）⑧（村田）の近畿コンビに、⑦（杉森）④（小林）の関東コンビは穴党に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１荒井崇博  英明（山田）を信頼。 
 ２山本伸一  ２車でも自力。 
▲３山中秀将  自力で２予進出を。 
 ４小林大介  杉森に任せる。 
○５山田英明  荒井さんの前で自力。 
×６小川勇介  佐賀の３番手。 
 ７杉森輝大  自力で頑張る。 
 ８村田雅一  山本さんの番手。 
注９海老根恵太 山中に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】９【７】４【５】１６【２】８ 
 
＜穴を探る＞（山中）の捲りが決まる。 ３＝９ 
 
２車単 １＝５ １＝３ １－６ 
３連単 １＝５－２３６ 
 



 
 
■■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＞『完調「浅井」連勝に王手』 
 初日の①（浅井）はホームで同期の志村太賀と接触して、落車しそうに成るアクシデントも抜
群の反応で立て直し、２角から内へ攻めて番手捲りの木暮安由を抜き去った脚は豊橋記念Ｖ以上
の出来か、こゝはその豊橋記念でも連携してる⑤（吉田）と決める捲り戦。（吉田）は豊橋の準
決では逆転してるので。復調⑥（三谷）迄がライン。着実に復調してる⑨（吉澤）は、２予Ａを
狙うなら考えた自力に成るのは仕方無い。②（渡邉晴）④（白戸）で追走。初日を反省していた
⑦（太田）も２予に進むには上位の着は絶対条件。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１浅井康太  敏洋（吉田）さんの前で自力。 
注２渡邉晴智  初連携の吉澤君。 
 ３池田 良  徳島の３番手。 
 ４白戸淳太郎 晴智さんの後を固める。 
○５吉田敏洋  浅井とは抜群の相性。 
 ６三谷将太  中部の３番手。 
×７太田竜馬  積極自力です。 
 ８高原仁志  後輩竜馬（太田）。 
△９吉澤純平  １着意識した自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２４【１】５６【７】８３ 
 
＜穴を探る＞ （吉澤）実力の勝利。 ９－２ ９－１ 
 
２車単 １＝５ １－９ １－７ 
３連単 １－５－６７９ 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『絶好調「鈴木庸」が狙い』 
 ２前回の防府記念は優勝した清水裕友より目立って強かった⑧（鈴木庸）、続く川崎ＦＩは今
回を考えて調子落したが、初日の鮮やかな勝利は間違いなく絶好調、それも前輪は壊れてのもの
ならば、後２人のアドバンテージはフルに活かし、連勝でダイヤモンドレースを決める。後は③
（芦澤辰）⑥（牛山）の茨城コンビ。初日は世界の脚を披露するものと期待したのに裏切った②
（渡邉一）は、調子良いとは言えないのが。狙いたいのは度胸満点の⑤（小川真）で、輪界一明
るい若者は応援したくなるもの。後はあきらめ悪いベテラン①（香川）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１香川雄介  真太郎（小川）の番手。 
特２渡邉一成  修正して自力。 
○３芦澤辰弘  鈴木庸さんを信頼。 
 ４南  潤  村上さんの前で逃げます。 
▲５小川真太郎 自力で頑張る。 
 ６牛山貴広  芦澤辰の後から。 
 ７和田 圭  一成（渡邉）さんの番手。 
◎８鈴木庸之  何時も通りの自力・自在。 
 ９村上博幸  潤（南）に２予を託します。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】９【５】１【２】７【８】３６ 
 
＜穴を探る＞ 四国コンビで独占。 ５＝１ 
 
２車単 ８＝３ ８＝５ ８－１ 
３連単 ８＝３－１５６  ５＝１－４８９ 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時１８分）（電投締切１８時１５分） 
 
＜展望＞『一味違うのは超スター「平原」』 
 初日の⑦（平原）は、何度か落車しそうに成り乍らも最後は小倉バンクで一番行ってはいけな
いＢＳ捲りを決めたのは実力であり調子か。後は初日に続いて北日本のマーカー③（大槻）、付
いては行けると信じて。初日の動きは凄く良かった⑤（柴崎）は、①（椎木尾）と２車であれば、
④（根田）と⑥（取鳥）の火花散る先行争いを（平原）に先んじて捲る事が出来れば（椎木尾）
とで連独占は可能。１回戦が２着の⑨（柏野）は、後輩（取鳥）には好きに走らせる性格。（根
田）の番手は努力のベテラン②（成清）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１椎木尾拓哉 柴崎に任せる。 
 ２成清貴之  根田を信頼。 
○３大槻寛徳  平原の番手とは嬉しいですね。 
 ４根田空史  自力で頑張る。 
×５柴崎 淳  自力で２予へ。 
 ６取鳥雄吾  今度こそ積極的に頑張る。 
◎７平原康多  大槻さんと決める自力。 
 ８小原太樹  こゝも単騎でやる。 
注９柏野智典  雄吾（取鳥）を信頼。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】２【７】３【５】１【６】９ ８ 
 
＜穴を探る＞ 中近コンビで独占。 １＝５ 
 
２車単 ７－３ ７－１ ７－５ 
３連単 ７－３＝１５ 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時４６分）（電投締切１８時４３分） 
 
＜展望＞『安定してる「石井」（千葉）が軸』 
 前回の腰痛欠は不安だった千葉の②（石井貴）、これがガールズグランプリをほゞ決めてる実
力なのか、得意の小倉バンクを捲りで押し切ったのは負けず嫌いだからの結果、このレースは好
枠を得たので連勝しか狙わない。初日の③（梅川）は、珍らしく仕掛け遅れたが、「逃げたかっ
たんですよ」ならば、それはこのレースで実行して欲しい。静岡でのガールズグランプリにはど
うしても出たい⑥（鈴木）の初日は凄い伸びだったので、こゝも位置を取っての捲り狙いか。悪
くない⑤（荒牧）④（梶田）の栃木コンビも伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １内村舞織     好枠を生かしたい。 
◎２石井貴子（千葉） 自力で連勝を。 
○３梅川風子     逃げ基本。 
 ４梶田 舞     自力・自在。 
×５荒牧聖未     自力です。 
△６鈴木美教     自力で何としても。 
 ７石井貴子（東京） 自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】【２】【４】【６】【５】 １【７】 
 
＜穴を探る＞（鈴木）のド根性。６－２ ６－３ 
 
２車単 ２＝３ ２－６ ３－６ 
３連単 ２＝３－４５６  ６－２＝３ 
 
 
 
 



 
■■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＞『燃えて来た「石井寛」の雪辱戦』 
 初日の⑦（石井寛）は前を取り、先に上昇した④（土屋）に一旦飛び付いて、その上を来た⑤
（山原）に再び切り替えたけど荒牧聖未と併走に成り、飛ばしたくてもルールに縛られ結果は脚
を余したまゝの悔しい３着で闘志にスイッチが入ったのであれば、こゝは（山原）に直付けする
か、前々に攻めての１着しか狙わない。勝手知ったるバンクを１周逃げ切った（山原）は間違い
なく好調、又しても（石井寛）との対戦に成ったが、パワーでの連勝は互角以上。どうしてもグ
ランプリに出たい③（長澤）は頭からの狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１増茂るるこ 自力・自在。 
 ２高橋朋恵  前々からにします。 
△３長澤 彩  自力です。 
 ４土屋珠里  自力・自在。 
○５山原さくら 自力で連勝狙います。 
 ６東口 純  前々好位狙い。 
◎７石井寛子  自在に１着狙います。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】【３】 ６【５】 ７ ２【４】 
 
＜穴を探る＞ 好調（長澤）の抜け出し。 ３－７ ３－５ 
 
２車単 ７＝５ ７－３ ５－３ 
３連単 ７－５＝３ 
 
 
 
■■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＞『「佐藤水」「奥井」の主導権争い』 
 初日の③（佐藤）は、果敢に鐘から攻めて、高木真備と①（大久保）の併走を尻目に堂々逃げ
切ったのは１１４期新人らしからぬ落ち着きにパワー、こゝは先行選手として目標にしてる⑤
（奥井）とは初対戦だけど、初日の貯金があるので逃げを宣言。対する（奥井）の初日は、児玉
碧衣に力負けした事で選手生活２度目の追い込みに成ったが、これに満足はしてなかったし、
（佐藤）には負けない気魄で逃げに挑戦。１枠を貰った（大久保）の捲りも怖いが、それ以上は
２着迄には入りたい④（細田）の勝負強さ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１大久保花梨 自力・自在。 
 ２大谷杏奈  流れ見ながら。 
◎３佐藤水菜  こゝも逃げ基本。 
×４細田愛未  前々・自在。 
○５奥井 迪  先行で頑張ります。 
 ６林真奈美  自力・自在。 
 ７坂口楓華  積極的に頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】【１】 ２【５】 ４ ６ ７ 
 
＜穴を探る＞ 絶体絶命（細田）の首位。 ４－５ ４－３ 
 
２車単 ３＝５ ３－１ ３－４ 
３連単 ３－５＝１４  ４－３＝１５ 
 
 
 
 
 
 



 
 
■■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＞『初日逃げた「児玉」捲りで圧勝』 
 初日の④（児玉）は鐘過ぎから来た奥井迪を出して飛び付けば大楽勝だったのに、それをやら
なかったのは自力型の意地だったのかも、結果は３着に沈みレース後は精魂尽きて倒れる程頑張
ったのがウォーミングアップに成ったものと信じて、このレースは何をやっても首位は揺ぎない
ガールズの女王。⑦（高木）の機動力を対抗にしたいが、ハンディは初日の重注２個で１００点
に成った事故点。そこで何でもやれる事を立証した⑤（尾崎）の勢いを。勝負強さなら天下一品
の③（小林）は３連対には入れたい。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １高橋梨香  取れた位置から。 
 ２戸田みよ子 取れた位置から。 
×３小林莉子  自在にやる。 
◎４児玉碧衣  自力で汚名返上します。 
○５尾崎 睦  自力基本。 
 ６小坂知子  前々から。 
△７高木真備  自力で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】 ６【４】 １【７】 ３ ２ 
 
＜穴を探る＞（児玉）の脱落は考えられない。 
 
２車単 ４－５ ４－７ ４－３ 
３連単 ４－５＝３７ 
 
 


