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＜展望＞『余裕の「三谷竜」開幕の主役』 
 今回の競輪祭も大事だが、最終目標は静岡ＧＰＶに照準を絞ってるのは①（三谷竜）、小倉バ
ンクはどちらかと言えば苦が手にしていたが、２日目に長い距離をモガいて２着に粘った事で払
拭したのであれば、こゝは多分負けないのでは。後は１着か２着でしか２予には進めないベテラ
ン⑨（志智）、２日目の坂口晃輔が（三谷）を抜いたのであれば（坂口）より決め脚は鋭いので。
１回戦の捲り一着でスランプは脱出した④（原田）は、初グランプリの夢を力に変える事で。⑦
（岩津）が追走。快速⑥（早坂）は、③（成田）と決める事に全力を投じる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１三谷竜生  自力で人気に応えられる様に。 
 ２神山雄一郎 近藤に任せる。 
 ３成田和也  早坂の番手。 
▲４原田研太朗 勝ち上がる自力戦。 
特５近藤隆司  先行・捲りの自力戦。 
×６早坂秀悟  成田さんの前で自力。 
 ７岩津裕介  原田を信頼。 
 ８志村太賀  神山さんの後。 
○９志智俊夫  三谷にしっかり付いて行く。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】３【１】９【４】７【５】２８ 
 
＜穴を探る＞ 北日本コンビで独占。 ６＝３ 
 
２車単 １＝９ １＝４ １－６ 
３連単 １－９－４５  ４－７－１９ 
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■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時０２分）（電投締切１４時５９分） 
 小倉との相性悪さを初日の激しい捌きから番手捲りで一掃した②（古性）、決勝に乗れば初グ
ランプリの可能性を残しているが、だからと言って自分を見失なう様なレーサーでは無いので、
こゝは近畿でも尊敬してる先輩⑨（稲垣）の前を志願した以上はの前々勝負。その（稲垣）は、
（古性）の事は認めてるので何も言わず任せて２人で決める事に全力傾注。巧者④（山内）迄が
大本線。２日目の１着は鮮やかだった⑦（中村）は、③（菅田）に頑張って貰う事での連勝狙い
だが。①（金子）⑤（芦澤）の栃茨コンビに、⑥（山田）利す⑧（吉本）も連圏内。 
 
＜展望＞『近畿の絆で連独占』 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １金子幸央  ２車でも先行主体。 
○２古性優作  稲垣さんと決める自力。 
特３菅田壱道  自力基本に頑張る。 
×４山内卓也  近畿の３番手。 
 ５芦澤大輔  金子を信頼。 
 ６山田庸平  吉本さんの前で。 
△７中村浩士  菅田君に任せる。 
 ８吉本卓仁  山田の番手。 
◎９稲垣裕之  古性は好相性。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５【２】９【３】７【６】８ 
 
＜穴を探る＞（菅田）に任せる（中村）の連勝。７－３ ７－２ 
 
２車単 ９＝２ ９－７ ９－４ 
３連単 ９＝２－３４７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『「清水」を得た「井上」が恵まれる』 
 高知共同杯・前橋寬仁親王牌そして地元記念の大活躍で一躍輪界の救世主として注目された⑨
（清水）、期待を一身に担った初日の開幕戦は目に見えないプレッシャーにやられたが、一日休
めた事は大きなプラスで、⑦（井上）④（大塚）の九州コンビを連れて逃げるか捲りを決める。
男らしかったのは③（村上）で、後輩⑥（川村）を何としても２予にの想いで前に成った以上は、
必ずそれだけのレースをやってる日本一熱いレーサー。⑤（神山）と２車に成った②（木暮）は、
（清水）と（村上）の叩き合いを捲るのが理想の展開。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １守澤太志  菊地さんに任せます。 
▲２木暮安由  自力でやります。 
特３村上義弘  川村の前で自力。 
×４大塚健一郎 井上に任せる。 
 ５神山拓弥  木暮さんの番手。 
 ６川村晃司  村上さんに甘えます。 
◎７井上昌己  清水の番手です。 
 ８菊地圭尚  自力・自在。 
○９清水裕友  ２予に進める自力戦。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】７４【８】１【２】５【３】６ 
 
＜穴を探る＞ 好調（木暮）が捲る。２＝５ 
 
２車単 ７＝９ ７＝２ ７－４ 
３連単 ７－９＝２４ ２＝５－３６ 
 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時０６分）（電投締切１６時０３分） 
 
＜展望＞『熊本の「誠一郎」は半端ない』 
 東京五輪の年に再開が予定されてる熊本競輪バンクは諸事情があって４００バンクに生まれ変
わるとの事だけど、その時には赤パンツで迎えたいのは五輪２度出場のエリート①（中川）、今
年は最高に輝いて居り、初日こそ脇本雄太を抜けなかったが、こゝは本来の自力で熊本のファン
に勇気を与える。後に成った⑦（桑原）は大怪我が影響していては、そこで対抗にしたのは好相
性の後輩⑤（小松崎）を得た大豪③（山崎）。３着内には入りたい②（渡邉）は、何故か（中
川）と走れば好成績を残してるジンクスで。後は好調⑨（松谷）。復活してる⑥（稲川）は男ら
しい④（松岡）に任せての２予進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１中川誠一郎 自力で人気に応えます。 
△２渡邉雄太  自力で頑張ります。 
○３山崎芳仁  小松崎に任せる。 
 ４松岡健介  稲川の前で自力。 
 ５小松崎大地 山崎さんの前で。 
×６稲川 翔  松岡さんの番手。 
 ７桑原大志  中川の後輪に集中。 
 ８湊 聖二  桑原さんの後。 
注９松谷秀幸  雄太（渡邉）を信頼。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９【５】３【４】６【１】７８ 
 
＜穴を探る＞（中川）の首位で（小松崎）。 １－５ 
 
２車単 １－３ １－２ １－６ 
３連単 １－３＝５６ １－２＝６９ 
 
 
 
 
■■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＞『ド根性「諸橋」首位の好機』 
 落車しても絶対に休む事なく走り続ける越後の武将③（諸橋）、その闘志に根性はＳ・Ｓパン
ツに相応しいスター、１回戦は危ないレースを凌いで居り、こゝ最近よく一緒に成る⑤（新山）
を付けて貰ったチャンスは逃がさない。任された（新山）は本人が宣言してる通り好調なので、
２車でも先行基本。あきらめると言う事はこの男の辞書には無い①（和田）、こゝは気心知れて
る後輩⑦（田中）に任せての単進出。１回戦は車体故障に泣いた②（山田）は中部の２人に任さ
れても、狙うは当然１着。地元⑧（坂本）は⑥（佐藤）次第では。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１和田健太郎 晴基（田中）に任せる。 
注２山田久徳  自力・自在。 
◎３諸橋 愛  相性良い新山の番手。 
 ４北野武史  中近３番手。 
○５新山響平  先行基本に頑張る。 
 ６佐藤幸治  亮馬（坂本）の前で自力。 
 ７田中晴基  自力・自在にやる。 
×８坂本亮馬  同級生の幸治（佐藤）の番手。 
 ９坂口晃輔  山田君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】３【７】１【２】９４【６】８ 
 
＜穴を探る＞（田中）に任せる（和田）が狙い。１＝７ １－５ 
 
２車単 ３＝５ ３＝１ ３－８ 
３連単 ３＝５－１２７ １－７＝３５ 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『完調「郡司」首位の一番手』 
 初日の⑨（郡司）は１着で人気には応えたものゝ運行は珍しく後手を踏む反省ばかりだった事
で、１日休んで体調を整えたのであれば、先輩④（桐山）のプレッシャーを力に変えての自力で
連勝がベストな結果。やっと闘える脚と自信に成った（桐山）は、（郡司）と走れば悪かった事
が無いので。初日は単騎で見せ場も作れなかった⑦（竹内）が思い切って逃げた時は①（金子）
にチャンス到来だけど、それ以上はグランプリをほゞ決めてる⑤（武田）で、２予の権利を得る
ためにはで好調②（天田）を足場に気合と実績で勝ちに行く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１金子貴志  竹内に任せる。 
 ２天田裕輝  武田さんの前で自力。 
 ３齋藤登志信 神奈川の３番手。 
○４桐山敬太郎 浩平（郡司）を信頼。 
特５武田豊樹  天田に２予を託す。 
 ６山下 渡  関東で３番手。 
×７竹内雄作  逃げ基本に頑張ります。 
 ８澤田義和  中部の３番手。 
◎９郡司浩平  ポカしない自力戦。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１８【２】５６【９】４３ 
 
＜穴を探る＞（竹内）の主導権ならば。１＝７ １－８ 
 
２車単 ９＝４ ９＝１ ９－７ 
３連単 ９－４＝１５ １－７＝５９ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『超新星「山崎賢」に期待込めて』 
 競輪祭初陣の⑤（山崎賢）、この男にプレッシャーは無縁の様で、地元の園田匠に任されても
キッチリ自分のレースをやって、期待以上の走りでブッ千切ったのは本物、こゝは４月武雄記念
で３番手を固めて貰った③（小倉）とラインの⑧（筒井）に任されても、人気に応える自力戦。
（小倉）の実績なら付いて行けると想定したが、それでも離れた時は（山崎）に対しメラメラの
⑦（吉田）に任せるどうしても勝ち上がりたい⑨（佐藤慎）の２着に成るし、続く②（岡村）と
追い掛ける（吉田）の３着が狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １東口善朋  中井の番手。 
注２岡村 潤  佐藤さんの後から。 
○３小倉竜二  山崎にしっかり付いて行く。 
 ４山口富生  近畿の３番手。 
◎５山崎賢人  自力で頑張ります。 
 ６中井太祐  自力で力出し切る競走。 
×７吉田拓矢  山崎さんに負けない自力。 
 ８筒井敦史  同級生の小倉の後。 
△９佐藤慎太郎 吉田の番手を主張。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】３８【６】１４【７】９２ 
 
＜穴を探る＞（山崎）から狙ってみたい。 
 
２車単 ５－３ ５－９ ５－７ 
３連単 ５＝３－７８９ ５－９－２７ 
 
 



■■８Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１８時１８分）（電投締切１８時１５分） 
 
＜展望＞『世界の「脇本」は別格の存在』 
 １回戦の⑦（脇本）は東京五輪で金メダルを獲る身なのに、中川誠一郎に又しても抜かれてる
様ではダメだとの気合で抜かせない様にして捲ったのは、これ全てプライド、山田裕仁氏以来の
ＧＩＶ３連覇に王手を掛けて居り、ブッツケで使ったフレームにセッティングを密かに修正した
との事なら再勝は不動。問題は１回戦で山崎賢人に離れた地元①（園田）が付け切れるかどうか
だが、離れると想定すれば先行以外は何でもやる⑤（松浦）の２着が有力視される。後は渋太い
②（橋本）。次いで⑨（和田）⑥（岩本）の南関コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１園田 匠  脇本の後輪に集中。 
 ２橋本 強  松浦の番手。 
 ３長島大介  自力で頑張る。 
 ４岡 光良  長島の番手。 
○５松浦悠士  自力・自在。 
注６岩本俊介  真久留（和田）に任せる。 
◎７脇本雄太  自力で人気に応えます。 
 ８新井秀明  園田の後から。 
△９和田真久留 岩本さんの前で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１８【５】２【３】４【９】６ 
 
＜穴を探る＞（脇本）の首位で薄目。７－３ ７－４ 
 
２車単 ７－５ ７－９ ７－１ 
３連単 ７－５－２ ７－９＝６ 
 
 
 
 
■■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＞『気合入った「荒牧」が決める』 
 初日の②（荒牧）は併走に耐えたのに、決勝を狙った２日目はあわや落車するアクシデントに
見舞われたが、何とか立て直したのは実力であり調子なのかも、このメンバーならばしっかり位
置を取って十八番の捲りを決める。小倉は初Ｖバンクの④（石井）は、逃げてはいるので、この
メンバーならじっくり構えてペースであれば。前２日は目立たなかったが、こゝでは得意のマー
ク術を生かせる根性ウーマン③（東口）に、地元だから何とかしたい⑥（内村）、そして①（土
屋）⑤（増茂）の機動力も狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １土屋珠里     自力・自在。 
◎２荒牧聖未     自力で頑張る。 
△３東口 純     自在にやる。 
○４石井貴子（東京） 先行基本。 
 ５増茂るるこ    前々自在。 
×６内村舞織     自在に頑張ります。 
 ７高橋朋恵     前々自在です。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】 ３【２】【１】【６】【５】 ７ 
 
＜穴を探る＞（石井）会心の逃げ。 ４＝３ ４－６ 
 
２車単 ２＝４ ２－３ ２－６ 
３連単 ２－４＝３６  ４－２＝３６ 
 
 
 
 



■■１０Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時１４分）（電投締切１９時１１分） 
 
＜展望＞『無念の「小林莉」が勝利する』 
 ２日目の⑥（小林）は狙っていた児玉碧衣の後が取れて何とかダッシュには付いて行けたが、
児玉のスピードは半端なく、何とホームからバック迄は男顔負けの１１秒６と聞いて「付いて行
けなかった筈ですよ」と妙に納得してたので、こゝは格上の意地で１着しか狙わない。腰痛で休
んでた②（林）、前２走の成績はパッとしないが悪くは無さそうなので、好枠を生かしての自力
戦で地元の意地を見せて欲しい。１枠の①（坂口）、今回に関しては不振なのに対し、⑤（小
坂）は２日目の出来で。尚⑦（高橋）は、（小林）の後かも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １坂口楓華  前々から積極的に。 
△２林真奈美  自力・自在。 
 ３大谷杏奈  流れに乗って。 
 ４戸田みよ子 取れた位置から。 
×５小坂知子  前々から臨機応変。 
◎６小林莉子  自在に勝てる様に。 
○７高橋梨香  前々自在です。 
 
＜展開予想＞ 
←１【２】【５】【６】【７】 ３ ４ 
 
＜穴を探る＞ ２日目好走（小坂）の抜け出し。５－６ ５－２ 
 
２車単 ６＝７ ６－２ ６－５ 
３連単 ６－７＝２５  ５－６＝２７ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１９時４２分）（電投締切１９時３９分） 
 
＜展望＞『時の勢いは「さくら」にあり』 
 優勝するしかガールズグランプリには出場出来ない⑥（山原）だが、そこ迄のプレッシャーは
無いのは年末に当地で開催されるミッドナイトのガールズ一発レースを走りたい願望があるから
で、こゝ小倉を第２の古里と決めて練習してるのが前２走の逃げ切りなら、こゝは勢いで捲りを
決めてるのでは。①（石井寛）に前２走はプライドをズタズタにされる屈辱、こゝは同じ東京⑦
（梅川）の番手を巧みにキープしての番手捲りであれば。事故点を気にしない千葉の猛女③（石
井貴）の勝負強さに、気合で走る⑤（鈴木）④（長澤）の捲り、そして２日目に存在感をアピー
ルした②（梶田）迄伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１石井寛子     自在に優勝狙います。 
 ２梶田 舞     自力・自在です。 
▲３石井貴子（千葉） 自力で頑張ります。 
 ４長澤 彩     自力・自在。 
×５鈴木美教     自力・自在。 
◎６山原さくら    自力で３連勝狙います。 
 ７梅川風子     自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】【１】 ２【５】【３】【６】【４】 
 
＜穴を探る＞（石井貴）気魄の優勝。 ３－１ ３－５ 
 
２車単 ６＝１ ６＝３ １－３ 
３連単 ６－１－３４５  １－３＝２５ 
 
 
 
 
 



■■１２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２０時１０分）（電投締切２０時０７分） 
 
＜展望＞『優勝するのはやっぱり「碧衣」』 
 初日は④（奥井）に叩かせぬ鐘先行で３着に沈んだ②（児玉）、２日目はこれ以上ファンに迷
惑掛けられないでやった事は鐘過ぎからカマシ先行、ラスト半周こそ１２秒２のハロンでも１周
２３秒８と言う事は前半を１１秒６のタイムを記録したとの事ならば、今回のガールズ競輪祭は
圧倒的パワーで優勝して、年末のグランプリに繋げるしかない。（児玉）の前に立ち塞がるのは、
１１４期のルーキー⑤（佐藤）、何をやるにも大胆だけでなく、連日の内容ある走りは脚でも負
けてない。次いで凄い仕上りの⑥（尾崎）に、２日目の根性で①（細田）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１細田愛未  自力・自在。 
◎２児玉碧衣  自力で優勝します。 
 ３高木真備  自力で頑張ります。 
 ４奥井 迪  バック取る自力戦。 
○５佐藤水菜  自力で力出し切ります。 
△６尾崎 睦  自力で何としても。 
 ７大久保花梨 自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】【１】【２】【７】【４】【６】【５】 
 
＜穴を探る＞（児玉）の優勝で（高木）の２着。 ２－３ 
 
２車単 ２－５ ２－６ ２－１ 
３連単 ２－５－１３６ 


