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■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１４時３０分）（電投締切１４時２７分）
＜展望＞『和歌山コンビ対千葉コンビ』
強く成るのが少し早過ぎた感は否めない①（南）
、誰もが避けられない壁に当っているが、こ
の若さに溢れる素質があれば脱出した暁は一時代を築く真の大物、このレースは先輩⑨（東口）
に任されたならば強い気持で逃げるのでは。番手に成った（東口）は今後の事もあるので、体を
張って援護に徹し切る。悪くない⑤（北野）が３番手。連日危ないレースを凌いでる④（岩本）、
こゝは⑦（伊勢崎）②（白戸）に任された事で、（南）と真向勝負に燃えている。（南）と（岩
本）がやり合った時は③（長島）の出番。
＜出場予定選手コメント＞
○１南
潤
２白戸淳太郎
注３長島大介
×４岩本俊介
△５北野武史
６山下 渡
７伊勢崎彰大
８筒井敦史
◎９東口善朋

東口さんと決める自力戦。
千葉の３番手。
２車でも自力。
何時も通りの自力。
和歌山の３番手
長島を信頼。
俊介（岩本）の番手。
決めずにやる。
潤（南）を全面信頼。

＜展開予想＞
←【１】９５ ８【３】６【４】７２
＜穴を探る＞（岩本）の捲りに（伊勢崎）。 ４＝７
２車単 ９＝１ ９－５ ９－４
３連単 ９－１＝３５

■■２Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１４時５９分）（電投締切１４時５６分）
＜展望＞『大乱戦を制すか宮城コンビ』
特別競輪の負け戦に相応しい脚力拮抗した誰からも狙えるレース。先行の実績なら②（根田）
が上位だけど、前回から自信喪失してるし、後の⑦（渡邉晴）は腰痛直後で練習不足では。そこ
で思い切って印を付けたのは、初日に連携してる⑥（早坂）⑤（和田）の宮城コンビ、前に成っ
た（早坂）のパワーを信じてみたもの。４日目に鐘から逃げて脚に刺激が入った⑨（金子幸）は
大先輩③（神山）の許しを得ての捲りであれば。①（岩津）⑧（高原）に任された④（山本）は、
ラインの長さに乗じて逃げを考えているか。
＜出場予定選手コメント＞
×１岩津裕介
２根田空史
３神山雄一郎
注４山本伸一
◎５和田 圭
○６早坂秀悟
７渡邉晴智
８高原仁志
▲９金子幸央

西ラインで山本君の番手。
自力でやるだけ。
幸央（金子）を信頼。
瀬戸内の前で自力。
秀悟（早坂）に黙って任せる。
圭（和田）と決める自力。
根田に任せる。
岩津の後から。
神山さんの前で先行基本。

＜展開予想＞
←【２】７【９】３【４】１８【６】５
＜穴を探る＞（金子）の捲りが狙い。 ９－３ ９－１
２車単 ５＝６ ５＝９ ５－１
３連単 ５＝６－１４９
９－３＝１５

■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時２８分）（電投締切１５時２５分）
＜展望＞『実績で福島コンビが人気も波乱』
今回はグランプリ出場に可能性があったので出走に踏み切った③（渡邉一）、どうやら体調を
崩したみたいで前３走はサッパリ、それでも走る事にした以上は同期で格上⑨（山崎芳）に任さ
れたならば逃げに徹し切るか。番手の（山崎）は心易しいので仕事を優先してしまう。やっと恵
まれそうな⑦（齋藤）が３番手。⑥（中井）を得た②（川村）は、（中井）の駆け方次第では番
手から出る事も。４日目に長い距離をモガいてる①（杉森）は、北日本と近畿の争いを捲った時
は⑤（小林）とで連独占も。九州の２人も侮れない。
＜出場予定選手コメント＞
▲１杉森輝大
２川村晃司
○３渡邉一成
４佐藤幸治
注５小林大介
６中井太祐
×７齋藤登志信
８山田庸平
◎９山崎芳仁

自力で頑張る。
太佑（中井）に任せます。
山崎さんに迷惑掛けない自力。
庸平（山田）の番手。
杉森の番手。
川村さんの前で自力。
福島の３番手。
自力・自在。
渡邉君を信頼。

＜展開予想＞
←【３】９７【１】５【８】４【６】２
＜穴を探る＞ （杉森）の捲りが決まる。 １＝５
２車単 ９＝３ ９＝１ ９－７
３連単 ９－３＝１７
１＝５－９

■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時５７分）（電投締切１５時５４分）
＜展望＞『展開は南関東トリオ』
目標不在のメンバーに成り、やっと自分のレースをやれるとばかり生き生きしてたのは、根っ
からのファイター①（芦澤大）、選んだのは⑤（竹内）の番手、それで迷惑を被ったのは⑧（山
内）か。今回に限りは前回迄とは別人に成ってる②（松浦）だけど、このまゝでは次の地元記念
が思いやられるので、ガラッと変わるかもだけど、それは厳しいと判断。（竹内）の後が競りに
成った事で恵まれそうなのは、必ず仕掛ける⑦（渡邉雄）を先頭にまとまる③（田中）④（山
賀）の千葉コンビか。落車慣れしてる（田中）は逆に刺激入ったか元気にしてたので。
＜出場予定選手コメント＞
１芦澤大輔
×２松浦悠士
◎３田中晴基
△４山賀雅仁
特５竹内雄作
６牛山貴広
○７渡邉雄太
８山内卓也
９桑原大志

竹内君に直付け勝負します。
自力・自在。
渡邉君の番手。
晴基（田中）の後。
先行基本に頑張る。
大輔（芦澤）に任せる。
千葉の前で積極自力。
竹内の番手を死守します。
松浦の好きに走って貰う。

＜展開予想＞
←【５】（８１）６【２】９【７】３４
＜穴を探る＞（松浦）意地の抜け出し。 ２－３ ２－７
２車単 ３＝７ ３－４ ３－２
３連単 ３－７＝４

■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時２６分）（電投締切１６時２３分）
＜展望＞『調子良好「山中」捲りで連勝』
４日目の平面ダッシュで後続を瞬時に引き離した⑨（山中）
、調子良かったのに１次予選の２
走が勿体なかったと悔やんでも後の祭りとはこの事で、このメンバーは②（和田）と２車ならば
先行争いをやる必要は無いし、ましてや④（取鳥）の後が競りであれば、十八番の捲りを決めて
いる。後の（和田）は（山中）の事は知り尽くしてるので、まかり間違っても離れる事は無いと
信じて。このまゝでは終われない①（村上義）は、⑥（稲川）の前に成った以上は凡走する事は
絶対に無い日本一熱いレーサー。そしてもう一人、単騎の③（守澤）は穴党に。
＜出場予定選手コメント＞
▲１村上義弘
○２和田健太郎
×３守澤太志
注４取鳥雄吾
５芦澤辰弘
６稲川 翔
７橋本 強
８志村太賀
◎９山中秀将

こゝは何時も通りの自力。
秀将（山中）を信頼。
単騎でやります。
後競りでも先行基本。
取鳥君に直付け勝負。
村上さんの番手。
取鳥の番手は競りでも。
辰弘（芦澤）に任せる。
和田さんと決める自力。

＜展開予想＞
←【４】
（７５）８【１】６【３】
【９】２
＜穴を探る＞ 近畿コンビで独占。 １＝６
２車単 ９＝２ ９＝１ ９－３
３連単 ９－２＝１３

■■６Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時５５分）（電投締切１６時５２分）
＜展望＞『手負いの師匠を連れて弟子が飛ばす』
決勝には乗れなかったが静岡グランプリ出場は９分９厘大丈夫は②（武田）、それでも何が起
こるか判らないのがこの世の中なので、今期４度目の落車に見舞われたのに走る闘志。前で頑張
るのは弟子の⑦（吉澤）、何時も以上の気合で逃げるのでは。⑨（神山拓）迄のラインは強力。
完全に他人頼みに成ったのは初グランプリを狙う①（原田）、走り抜いて運を信じるしかないの
自力勝負。④（湊）が好援護。４日目の捲りで好調をアピールした⑧（桐山）は、同期の（武
田）には競らないで自力勝負での連勝狙い。
＜出場予定選手コメント＞
注１原田研太朗
○２武田豊樹
３志智俊夫
４湊 聖二
５成清貴之
６吉本卓仁
◎７吉澤純平
△８桐山敬太郎
×９神山拓弥

自力でグランプリに望みを。
弟子の純平（吉澤）を信頼。
単騎でやります。
研太朗を援護出来る様に。
桐山君に任せます。
単騎で一発狙います。
師匠に迷惑掛けない自力。
自力・自在にやる。
茨城の３番手。

＜展開予想＞
←【７】２９【８】５【１】４【３】【６】
＜穴を探る＞ 復調（桐山）が狙い。 ８－７ ８－５
２車単 ７－２ ７－８ ７－９
３連単 ７－２＝８９

■■７Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時２６分）
（電投締切１７時２３分）
＜展望＞『３分戦を制すか九州トリオ』
これぞ現在の競輪なのかラインでガッチリの３分戦。京都は練習仲間の先輩②（村上博）に任
された⑦（山田久）は逃げる気に成ってるのを読んで、④（池田）が後を固める事に。南関東は
③（中村）⑨（海老根）の千葉コンビに任された⑤（和田真）も、幾ら捲りが主戦法と言っても、
こゝは逃げの組み立てに成るのは仕方無いのかも。そんな展開を読んでるのは①（井上）で、２
次予選で迷惑掛けた地元⑥（小川）だけでなく、重鎮⑧（大塚）が後を固めてくれる事で、男気
出してのロング捲りで上位独占を画す。
＜出場予定選手コメント＞
◎１井上昌己
注２村上博幸
▲３中村浩士
４池田 良
５和田真久留
○６小川勇介
７山田久徳
×８大塚健一郎
９海老根恵太

九州の先頭で自力。
久徳（山田）の好きに。
和田君に任せます。
京都の３番手。
千葉の前で頑張ります。
大塚さんに甘えて井上さん。
博幸さんの前で自力・自在。
九州で３番手で折り合う。
南関の３番手。

＜展開予想＞
←【７】２４【１】６８【５】３９
＜穴を探る＞ 南関東で上位独占。 ３－９ ３－５
２車単 １＝６ １＝３ １－８
３連単 １－６＝８
３－５＝９

■■８Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間１７時５７分）（電投締切１７時５４分）
＜展望＞『徳島の堅い「絆」を優先』
２次予選にビリの６３番目で乗った②（小川真）
、「このツキは必ず生かしますよ」と張り切っ
てたのに、２着権利で３着には入ったものゝ準決には届かなかったが、確かな自信を掴んだ様で、
こゝは世話に成ってる先輩⑨（小倉）に任されたならば仕掛け損じる事は無いか。その（小倉）
は根性ある（小川）の事は認めているし、何れは自分の後継者にと考えてる程の信頼感。決勝に
は届かず初グランプリは来年に持ち越した③（古性）は、それで我を見失う様な選手でないので、
⑥（澤田）と２車でも攻める姿勢は不変。ラインの長さは①（松谷）を軸にまとまる南関東。
＜出場予定選手コメント＞
×１松谷秀幸
○２小川真太郎
▲３古性優作
４小原太樹
５成田和也
６澤田義和
注７岡村 潤
８菊地圭尚
◎９小倉竜二

太樹（小原）の番手。
小倉さんの前で自力。
自力・自在に頑張る。
南関の先頭で頑張ります。
菊地君に任せます。
古性の番手。
神奈川の３番手。
成田さんの前で何か考えて。
真太郎（小川）は好相性。

＜展開予想＞
←【２】９【８】５【３】６【４】１７
＜穴を探る＞（小原）を先輩が番手捲り。 １＝７
２車単 ９＝２ ９＝３ ９－１
３連単 ９＝２－１３７
１＝７－３９

■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時２８分）（電投締切１８時２５分）
＜展望＞『反省しきり「郡司」の主導権』
防府記念の時に「競輪祭を前にして仕上ったかも知れませんね」と言ったのが的中したのは⑨
（郡司）、１次予選は何とかまとめたものゝ、らしさに欠けてたのが大事な２次予選に出たもの、
このまゝではダメなので北の実力者、それも絶対裏切らないマーカーに任されたなら、先行の組
み立てと思われる。後に成った⑦（佐藤慎）はどうやら練習やり過ぎた様で何時もの切れはない
が、そこはベテランなので。もっとやれるかと思ったけどそこ迄の調子で無かった①（稲垣）は
来年に繋げる自力戦。復調⑧（三谷将）が好マーク。
＜出場予定選手コメント＞
▲１稲垣裕之
×２大槻寛徳
３岡 光良
４新井秀明
注５天田裕輝
６坂本亮馬
◎７佐藤慎太郎
８三谷将太
○９郡司浩平

２車でも自力です。
落車は大丈夫。慎太郎さんの後。
天田君の番手。
亮馬（坂本）に任せます。
２車でも自力基本。
自力・自在。
郡司の番手です。
稲垣さんの番手。
北の前で逃げ主体。

＜展開予想＞
←【９】７２【１】８【５】３【６】４
＜穴を探る＞ （稲垣）のパワーが狙い。 １－８ １－９
２車単 ７＝９ ７＝１ ７－２
３連単 ７＝９－１２
１－８＝７９

■■１０Ｒ■■出走表（本命率６０％）
（発走時間１９時０２分）
（電投締切１８時５９分）
＜展望＞『話題のルーキー「山崎賢」に◎』
ダイヤモンドレースの②（山崎賢）は、まだチャレンジャーなのに、周りの期待が大き過ぎて
世界の脇本雄太と肩を並べたと勘違いしたとしか思えぬ運行でファンを失望させたが、レース後
は反省してたし、良い経験をしたのでは、こゝは西九州の先輩⑦（山田英）⑧（荒井）に任され
たなら逃げるしかない。これ迄３度（山崎）と連携して離れ気味に成ってる（山田）には、初グ
ランプリと言う大目標があるので。２次予選のブッ千切りに気を良くした①（太田）に、２車で
も絶対に凡走だけはやらない超スター⑤（三谷竜）が、（山崎）とやり合った時に狙いたいのは、
度胸満点の快調⑥（鈴木庸）の捲り。
＜出場予定選手コメント＞
×１太田竜馬
◎２山崎賢人
３菅田壱道
４香川雄介
▲５三谷竜生
注６鈴木庸之
○７山田英明
８荒井崇博
９椎木尾拓哉

自力で決勝に乗れる様に。
優秀戦を反省しての自力戦。
単騎で自力・自在。
太田の後輪に集中します。
自力主体に前々から。
単騎で一発狙います。
賢人（山崎）にしっかり付いて行く。
英明（山田）に任せる。
三谷君に決勝を託す。

＜展開予想＞
←【２】７８【１】４【５】９【３】【６】
＜穴を探る＞ 近畿コンビで独占。 ５＝９
２車単 ２＝７ ２＝５ ２－１
３連単 ２＝７－８
２－１＝５９
■■１１Ｒ■■出走表（本命率６５％）
（発走時間１９時３６分）
（電投締切１９時３３分）
＜展望＞『激戦を制すのは大本命「平原」』
連日これが王者の走りだと言う事を全国の競輪ファンにアピールしてる①（平原）、結果に関
係なく一戦燃焼を心掛けてる輪史最高のレーサーなので何をやっても絵に成るし、こゝは⑨（諸
橋）と２車ならば、中団キープからの重厚捲りで人気に応えるのでは。こゝでの注目は２走目３
走目の走りで自分の走りを思い出した⑦（清水）、そのトリッキーさに決め脚の鋭さは（平原）
とは同等に。後は付いては行けそうな③（柏野）。記念初Ｖ（大垣）を獲らせて貰ってる②（新
山）に成った④（小松崎）は、（新山）が逃げたら体を張って援護する。炎のレーサー⑧（吉
田）も要注意。
＜出場予定選手コメント＞
◎１平原康多
×２新山響平
３柏野智典
特４小松崎大地
５金子貴志
６村田雅一
▲７清水裕友
８吉田敏洋
○９諸橋 愛

諸橋さんと決める自力。
自力で決勝に進めれば。
清水に決勝を託す。
相性抜群の響平（新山）。
吉田に黙って任せる。
愛知の３番手。
自力主体に決勝に乗ります。
金子さんの前で自力。
平原を見失わない様に。

＜展開予想＞
←【８】５６【１】９【２】４【７】３
＜穴を探る＞ 好相性の北コンビで独占。 ４＝２
２車単 １－９ １＝７ １－２
３連単 １－９＝３７
２＝４－１７

■■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＞『一人横綱「脇本」は負けない』
今や競輪界を独りで背負ってる感じの②（脇本）
、この選手が１年を通して走り続けてくれた
ら競輪の売り上げはもっと上がるのに現在は東京五輪に重きを置いてる事で、こゝが終われば静
岡グランプリを最後に暫くの間は休む予定とか、連日のパワーは桁違いで、こゝは①（浅井）④
（柴崎）⑥（坂口）の三重トリオが固めてくれるなら、何をやっても連対を外す事は無い。（浅
井）は弟々子（柴崎）と一緒にＧＩの決勝をと考えての番手戦。そこで自力に成った⑦（中川）
は唯一（脇本）と同等に闘えるスピードレーサーなので、⑧（吉田拓）が動いてくれたら、マッ
ハ捲りで後続を引き離してるか。
＜出場予定選手コメント＞
○１浅井康太
◎２脇本雄太
３木暮安由
注４柴崎 淳
５園田 匠
６坂口晃輔
△７中川誠一郎
８吉田拓矢
×９近藤隆司

脇本の番手に行きます。
自力で人気に応えます。
拓矢（吉田）に任せる。
浅井さんの後です。
中川さんに地元決勝戦を。
兄弟子２人の後です。
自力で何としても。
逃げ基本に頑張る。
単騎で自力。

＜展開予想＞
←【２】１４６【８】３【７】５【９】
＜穴を探る＞（中川）の捲りが決まる。 ７－２ ７－１
２車単 ２＝１ ２－７ ２－９
３連単 ２＝１－４
７－２－１４９

