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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＞『全て元に戻した「山中」の首位』 
 競輪とはこゝ迄難しいかと改めて思い知らされたのが５日目の①（山中）、４日目に取鳥雄吾
の逃げを７番手からアッサリ捲りでブッ千切ったのに、村上義弘が先に仕掛けてくれたのに捲り
不発とは信じられなかったもの、その原因は更に良くなると信じてギヤだけでなくセッティング
を大幅に変えた事とか、「済みませんでした、戻します」ならこのメンバーでは飛び抜けた存在。
休養充分の先輩⑤（伊勢崎）に、ベテラン⑦（白戸）が好追走。⑧（大坪）だけでなく②（湊）
に任された④（佐藤幸）は逃げありの自力で大いに目立つ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山中秀将  自力で人気に応えます。 
 ２湊 聖二  九州の３番手。 
 ３和田 圭  長島君の番手。 
△４佐藤幸治  自力で頑張ります。 
○５伊勢崎彰大 山中に付いて行きます。 
 ６中井太祐  単騎でやります。 
注７白戸淳太郎 こゝも千葉の３番手。 
×８大坪功一  佐藤君の番手ですね。 
 ９長島大介  ２車でも自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５７【９】３【４】８２【６】 
 
＜穴を探る＞ （山中）から薄目。 １－３ １－２ 
 
２車単 １＝５ １－４ １－８ 
３連単 １－５－７９  １－４＝２８ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１５時０２分）（電投締切１４時５９分） 
 
＜展望＞『再度「山本」に成った「岩津」を』 
 ５日目に⑤（岩津）と連携して迷惑掛けた①（山本）、再び一緒に成った以上は何時もより強
い気持で前々を心掛けるのでは。ならば展開に恵まれてないだけの実力者（岩津）がやっと人気
に応える事に成る。不振の⑧（筒井）迄がライン。四国の２人は⑦（堤）に任された②（濱田）
は、ショート捲りぐらいは考えているか。３走目に腰を痛めた④（早坂）は、これで変なリキミ
は除れたのであれば⑨（渡邉）を連れての逃げか捲りでパワー全開。⑥（山下）と２車に成った
③（杉森）は勝ちに行く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１山本伸一  岡山の前で自力。 

２濱田浩司  （補充） 
×３杉森輝大  ２車でも自力。 
▲４早坂秀悟  自力で頑張ります。 
◎５岩津裕介  再度山本君に任せます。 
 ６山下 渡  杉森さんの番手。 
７堤  洋  濱田君次第ですね。 

 ８筒井敦史  岩津の後、３番手。 
注９渡邉晴智  早坂君に切れない様に。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５８【２】７【３】６【４】９ 
 
＜穴を探る＞ （早坂）が逃げるか捲る。 ４＝９ ４－３ 
 
２車単 ５＝１ ５－４ ５－３ 
３連単 ５－１－２３７８  ４－９＝３５ 
 
 
 
 
■■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＞『神頼みの「原田」が逃げる』 
 初のグランプリ出場は他力本願に成った⑦（原田）、そこ迄意識してないそうで「竜馬か香川
さんに獲って貰いたい」は本音と思われるけど、ノーチャンスに成った訳では無いので決めるに
してもこゝはしっかり１着を取って吉報を待つ事にする。後は一走一走が練習に成ってる反面疲
れもある落車後の②（桑原）。１日だけ補充の⑧（三宅）は休養充分なのは３番手から伸びるか。
⑤（金子）①（小林）の関東コンビに、⑨（岩本）③（和田）の千葉コンビも人気するが問題は
調子。むしろ単騎の④（川村）⑥（山田）の方が狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １小林大介  金子に任せる。 
△２桑原大志  研太朗（原田）の番手。 
 ３和田健太郎 俊介（岩本）を信頼。 
×４川村晃司  単騎で自力。 
特５金子幸央  小林さんと決める自力。 
 ６山田庸平  単騎で自力・自在。 
◎７原田研太朗 勝てる自力で頑張る。 
○８三宅達也  瀬戸内で３番手。 
 ９岩本俊介  健太郎さんの前で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】２８【５】１【６】【４】【９】３ 
 
＜穴を探る＞ 単騎（川村）が狙い。 ４－７ ４－５ 
 
２車単 ７＝８ ７－２ ７－４ 
３連単 ７－８＝２４６ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１６時０６分）（電投締切１６時０３分） 
 
＜展望＞『若い２人の争いで北日本コンビ』 
 大豪②（山崎芳）も丸く成ったもので、①（渡邉雄）と③（南）の名前を見付けて「自力型と
しては列外ですね」と言ってニッコリしたのは、これ迄やるだけの事はやって来たからの余裕、
どう見ても若い２人が先行レーサーの面子を懸けてやり合うと決め付ければ④（菊地）を連れて
の捲りを決めているか。尚（渡邉）が思い切って逃げて、（南）のダッシュに立ち直り途上の⑥
（稲川）が不覚にも離れた時は、（渡邉）が追う事に成り、⑨（岡村）⑦（成清）で上位独占は
考えられる展開。⑤（村上）は、筋を通しての３番手廻り。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
特１渡邉雄太  自力で頑張ります。 
◎２山崎芳仁  自力でやります。 
 ３南  潤  先行で力出し切る。 
○４菊地圭尚  初日同様、山崎さん。 
 ５村上博幸  近畿３番手で折り合う。 
×６稲川 翔  博幸さんに甘えて潤（南）。 
 ７成清貴之  静岡の３番手。 
 ８志村太賀  決めず単騎でやる。 
▲９岡村 潤  雄太（渡邊）を信頼。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【２】４ ８【３】６５ 
 
＜穴を探る＞ 南関東で上位独占。 ９＝１ ９－７ 
 
２車単 ２＝４ ２＝９ ２－６ 
３連単 ２－４－１８９  ９－１＝７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時３８分）（電投締切１６時３５分） 
 
＜展望＞『不振の「松浦」に展開向く』 
 追加を全て受け走り過ぎる程こゝ迄は走り続けた①（松浦）、その疲れが前４走の結果だけど、
次は地元記念が控えているので悪い流れのまゝでは走りたくないで、このレースは１枠を生かし
て中団をキープしての捲りでやっと人気に応えているか。後は地元特別に間に合わせた⑥（小
川）、逆転は盲点。今回は持病のゼン息に悩まされた世界の⑨（渡邉一）は、４走目で少しだけ
吹っ切れたが、何時もの姿に戻っていた③（根田）との主導権争いは避けられないのが。穴なら
単騎を選択した②（志智）の３連対。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１松浦悠士  自力・自在ですね。 
△２志智俊夫  単騎でやります。 
×３根田空史  山賀さんの前で自力。 
 ４齋藤登志信 北の３番手。 
 ５山賀雅仁  根田の好きに走って貰う。 
○６小川勇介  松浦君の番手。 
 ７大槻寛徳  一成の後輪に集中。 
 ８北野武史  千葉の後に行きます。 
特９渡邉一成  自力でもう１日頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５８【１】６【２】【９】７４ 
 
＜穴を探る＞ 千葉コンビで仲良く。 ３＝５ 
 
２車単 １＝６ １－２ １－３ 
３連単 １＝６－２３９  ２－１＝６ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時１０分）（電投締切１７時０７分） 
 
＜展望＞『京都の「絆」は強固』 
 今回は４走の内２走は自力で闘ってる⑨（村上義）、今回は見ての通りの出来だけど、これか
らは１２月３０日の大一番に向けて仕上げるだけなので、こゝは１走目に任せた後輩②（山田）
と決める番手戦。⑦（東口）迄の近畿ラインは強力過ぎる。３走目の捲り勝利で復活の手応えを
掴んだ⑧（桐山）は、後輩④（小原）を使う事での首位奪取。昨日の捲りにはビックリした輪聖
①（神山雄）、凄いとしか、こゝは⑤（天田）に任せる事で。調子良好⑥（吉本）にも食指は動
く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１神山雄一郎 天田君に任せます。 
×２山田久徳  村上さんに迷惑掛けない自力・自在。 
 ３小原太樹  桐山さんの前で頑張ります。 
 ４高原仁志  吉本君に任せます。 
 ５天田裕輝  ２車でも自力基本。 
 ６吉本卓仁  自力で頑張る。 
○７東口善朋  京都の３番手。 
▲８桐山敬太郎 太樹（小原）を信頼。 
◎９村上義弘  久徳に黙って任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９７【５】１【３】８【６】４ 
 
＜穴を探る＞ （小原）利す（桐山）を。 ８－５ ８－１ 
 
２車単 ９－７ ９＝８ ９－２ 
３連単 ９－７－２６８  ８－９＝１５ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時４２分）（電投締切１７時３９分） 
 
＜展望＞『乗って来た「吉澤」力の３連勝』 
 前回の地元取手記念で復活をアピールした②（吉澤）、今回はトライアルの２戦はまずってし
まったが、３走目からは本来の力強い走りで圧勝とこれが現在の調子か、③（竹内）⑦（郡司）
との主導権争いはきついものがあっても、そこは勢いで。後はその取手記念準決で連携して付い
て行けず悔し涙を流した④（芦澤）、今回の出来なら逆転は互角以上。２走目で（竹内）を使い
勝利してる⑨（金子）も同等に狙えるが、それ以上は中団はある（郡司）の意地捲り。先輩⑤
（松谷）と小倉に強い①（田中）で急追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １田中晴基  神奈川の３番手。 
◎２吉澤純平  辰弘（芦澤）と決める自力。 
 ３竹内雄作  逃げて次に繋げます。 
○４芦澤辰弘  吉澤さんを信頼。 
×５松谷秀幸  浩平（郡司）の好きに。 
 ６三谷将太  中部の３番手。 
注７郡司浩平  次に繋がる自力戦。 
 ８新井秀明  茨城の後からにします。 
▲９金子貴志  ３日目ワン・ツー決めた雄作。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】９６【７】５１【２】４８ 
 
＜穴を探る＞ （郡司）の捲りで（松谷）。 ５－１ ５－７ 
 
２車単 ２＝４ ２＝９ ２－５ 
３連単 ２＝４―５８９  ５－１＝７ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１８時１５分）（電投締切１８時１２分） 
 
＜展望＞『中近コンビに期待したが波乱』 
 静岡グランプリを正式に決めるために落車しても帰らず、自分の目で見届ける事にしたのは⑨
（武田）、９分９厘大丈夫だけど、まだ決めてない者が優勝して清水裕友・菅田壱道・香川雄介
が２着の時のみ次点との事だけど、それは無いと信じ後輩①（吉田拓）の番手で頑張る。（吉田
拓）は⑦（岡）迄ならば逃げの選択肢しかなさそう。②（椎木尾）に任された④（吉田敏）は準
決勝の悔しさはこの一戦にぶつける所存。ＧＩ連続優出は平原康多に打ち砕かれた③（小松崎）
は、⑥（大塚）が後なら早目に仕掛けるか。⑧（小川）⑤（橋本）の四国コンビも乱す。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１吉田拓矢  武田さんの前で先行基本。 
○２椎木尾拓哉 敏洋（吉田）さんに任せます。 
×３小松崎大地 ２車でも自力主体。 
◎４吉田敏洋  自力で頑張るだけ。 
注５橋本 強  真太郎（小川）の番手。 
 ６大塚健一郎 小松崎君に任せる。 
 ７岡 光良  茨城の３番手。 
 ８小川真太郎 自力で頑張る。 
 ９武田豊樹  拓矢（吉田）を信頼。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【４】２【８】５【３】６ 
 
＜穴を探る＞ 狙いは（小松崎）のやる気。 ３＝６ 
 
２車単 ４＝２ ４＝１ ４－３ 
３連単 ４＝２－１３  ３－６＝２４ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時４８分）（電投締切１８時４５分） 
 
＜展望＞『九州トリオに人気集中するが』 
 １予２で逃げ切った時は優勝するのではと期待された①（中川）、大事な準決勝で目の前に居
た近藤隆司が捲ったのに付いて行くか、先き捲りしてたら決勝に乗れてたのにはファンの声、２
度目のＧＰ出場は来年に持ち越したが、こゝはたまに一緒に練習する大仲⑤（荒井）⑦（井上）
に任された以上はの自力戦。タイトルに一番近い男として期待されてる⑨（木暮）は、②（神
山）④（牛山）に任された事で、しっかり中団をキープして（中川）より先き捲りならば。尚一
走毎にパワーアップしてる⑧（取鳥）は、③（池田）を信じて逃げる事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１中川誠一郎 九州の先頭で自力。 
 ２神山拓弥  こゝも木暮さんの後。 
 ３池田 良  雄吾（取鳥）を信頼。 
 ４牛山貴広  関東で３番手。 
○５荒井崇博  誠一郎とは相性抜群。 
 ６澤田義和  中国の３番手。 
×７井上昌己  九州で３番手。 
特８取鳥雄吾  逃げて目立ちます。 
▲９木暮安由  栃茨の前で自力基本。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】３６【９】２４【１】５７ 
 
＜穴を探る＞ 関東・中国の筋狙い。 ９＝２ ８＝３ 
 
２車単 １＝５ １＝９ １－７ 
３連単 １＝５－７  ９＝２－４  ８＝３－１９ 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時２１分）（電投締切１９時１８分） 
 
＜展望＞『仕上ってる「新山」が逃げ飛ばす』 
 準決勝の①（新山）は、鐘から逃げて５着に沈んだものゝ、捲りを決めた平原康多に番手の小
松崎大地、そして１着を決めた清水裕友が異口同音に「ホームからのかゝりは半端なかった」と
の評価、「たられば」だけど平原が居なかったらが実感か、こゝは⑤（佐藤慎）との２車だけど、
逃げる事に迷いは無い。その（佐藤慎）は珍しく調整に失敗した模様だが、そこは輪界屈指のテ
クニックに実力の持ち主なので。４走目の捲りは見事だった②（稲垣）の自力に、決勝に乗れず
ガックリの③（山田）の自在戦、そして⑦（和田）の捲りが押さえ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１新山響平  慎太郎さんと決める自力。 
×２稲垣裕之  ２車でも積極的な自力。 
△３山田英明  自力基本の自在戦。 
 ４坂口晃輔  稲垣さんの番手。 
○５佐藤慎太郎 やっと響平（新山）の番手ですね。 
 ６坂本亮馬  英明さんに任せます。 
注７和田真久留 自力ですね。 
 ８海老根恵太 和田君を信頼。 
 ９柏野智典  九州の３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５【３】６９【２】４【７】８ 
 
＜穴を探る＞ 狙いは一発屋（和田）の捲り。 ７＝８ 
 
２車単 １＝５ １－３ １－２ 
３連単 １－５－２３７ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時５４分）（電投締切１９時５１分） 
 
＜展望＞『無念の「山崎賢」に敢えて』 
 準決勝の①（山崎）は、終わってみれば３走目のダイヤモンドレースの凡退が原因したのかも、
佐賀の先輩２人と立てた作戦は前を取っての全突っ張りだったとは、ＦＩならまだしもＧＩの大
舞台を考えたらファン無視の暴走としか、これも経験で発奮材料にしたのならばウップン晴らし
の独走劇。（山崎）より悔しい準決勝に成ったのは③（近藤）で、脇本雄太より先き捲りして３
コーナー迄はしっかり合わせたのに、最後はワールドパワーに屈しはしたが出来は抜群だったの
で。後は先輩⑦（中村）。②（古性）の闘志溢れる自力には快調⑥（村田）。新潟には縁がある④
（成田）に任された⑧（鈴木）も侮れない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山崎賢人  自力で次に繋げます。 
△２古性優作  前々自力・自在。 
○３近藤隆司  何時も通りの自力戦。 
 ４成田和也  こゝは鈴木君に任せます。 
 ５小倉竜二  九州の３番手。 
 ６村田雅一  古性を全面信頼。 
注７中村浩士  隆司（近藤）の好きに。 
 ８鈴木庸之  自力で穴を演出出来る様に。 
×９園田 匠  今度こそ山崎に付いて行く。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【２】６【３】７【８】４ 
 
＜穴を探る＞ 千葉コンビで独占。 ３＝７ 
 
２車単 １＝３ １－２ １－９ 
３連単 １－３＝２７  ３＝７－２４８ 



 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時３０分）（電投締切２０時２７分） 
 
＜展望＞『モンスター「脇本」破竹の３連覇』 
 これがオリンピックで金メダルを狙う男のプライドに脚力なのか、準決勝の⑨（脇本）は天敵
近藤隆司に完璧に合わされたのに、それでも力でネジ伏せたのは現日本一の意地だったのかも、
こゝ迄来たらＧＩ（オールスター・寬仁親王牌）に続いての３連覇は決めて欲しいし、決めてそ
う。後は兄弟子①（浅井）に「ＧＰで一緒に闘おう」と言われた⑥（柴崎）だけど、不安は経験
不足。競輪祭４度目のＶを狙う②（平原）は、何とかして（脇本）をやっつける事に全力を挙げ
る。穴と言うより１００円でも買ってみたいのは、長州の革命児③（清水）のＶ。 
 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１浅井康太  淳（柴崎）にＧＰのチャンスを。 
○２平原康多  自力で優勝狙います。 
△３清水裕友  単騎で一発狙います。 
 ４太田竜馬  自力で力出し切ります。 
 ５菅田壱道  単騎で自力・自在。 
×６柴崎 淳  浅井さんと話をして脇本君の番手。 
 ７諸橋 愛  平原に全てを託します。 
 ８香川雄介  再度太田を全面信頼。 
◎９脇本雄太  何時も通り自力で全力勝負。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】６１【２】７【５】【４】８【３】 
 
＜穴を探る＞ 夢は（清水）のＧＰ出場。 ３－９ ３－２ 
 
２車単 ９＝２ ９－３ ９－６ 
３連単 ９－２＝３  ９－６－１ 


