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◆展望＆出場予定選手コメント
≪展望＆出場予定選手コメント≫
■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１５時３４分）
（電投締切１５時３１分）
＜展望＞『新人「寺沼」を中部コンビで捲る展開』
Ｓ級でもそれなりの活躍をしてた①（吉川）、Ａ級生活も長く成ったがまだ３５歳の若さなら、
一念発起してＳ級を目指しても良いのでは、こゝは⑨（富安）に任されたなら新人に負けない自
力で人気に応える。その（富安）はいざと成れば捲りもあるが、こゝは前を信じて恵まれる事に。
他力の徳島コンビは話をして、点数上位の②（住村）は中部に決める。１１１期の新人⑦（寺
沼）は、③（北村）を連れて前回の２日目は逃げて中部の花村直人にアッサリ捲られたのは気に
成るが、こゝは走り易いドームのバンクなので。
＜出場予定選手コメント＞
○１吉川起也
△２住村 実
×３北村貴幸
４柳原 司
５齋藤 仁
６吉田尚作
注７寺沼将彦
８武田靖夫
◎９富安保充

富安さんに任されたので自力主体。
仁（齋藤）と話をして、中部の後です。
前回京王閣２日目に連携した寺沼君。
吉田さんに任された以上はの自力。
練習はみっちりやった。決めず。
大阪の後輩、柳原に任せる。
小倉は２度目。北村さんに迷惑掛けない積極自力。
練習はしてます。関東３番手。
吉川が何をやろうと信頼です。

＜展開予想＞
←【７】３８【１】９２

５【４】６

＜穴を探る＞関東は。７－３
２車単
３連単

９＝１ ９－２
９＝１－２３

１－２

■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時５８分）
（電投締切１５時５５分）
＜展望＞『九州対南関東の攻防』
地元戦を走れば気合が違うのか好走してるイメージがある⑤（片山）、こゝはハイパワーの②
（大竹）と実質２分戦はきついものがあるが、そこは熟知のバンクなので逃げるか捲りの自力で
粘り抜く。番手は前回最終日の捲りは見事だった①（山崎）で、好調⑨（屋宜）迄が九州ライン。
凄いダッシュで後続を引き離す②（大竹）に小倉バンクは脚質マッチなので、仕掛け次第ではブ
ッ千切り迄あるか。立ち直り途上の③（松田）は前２場所の調子は気に成って仕方ない。
＜出場予定選手コメント＞
◎１山崎岳志
×２大竹哲也
注３松田治之
４石井雅典
○５片山直人
６樋口有樹郎
７北村匡章
８松井英幸
△９屋宜浩二

小倉は８前回優出して以来。直人（片山）
。
調子は成績通り。先輩と決める自力。
やっと良く成った。話して樋口に任せる。
２班に勝負駆け。静岡の後です。
地元は補充で連勝してる得意バンク。自力。
松田さんの前で自力で頑張ります。
後輩、大竹の番手を守ります。
ライン大事に近畿の後。
落車続きだけど大丈夫。九州３番手。

＜展開予想＞
←【５】１９【６】３８【２】７４
＜穴を探る＞静岡コンビを。２＝７
２車単
３連単

１＝５ １－９ １－２
１－５＝９ ２－７－１３４

■■３Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時２２分）
（電投締切１６時１９分）
＜展望＞『能力高い「會澤」のパワー信頼』
背は低いが鍛えているのか上半身の立派さに大腿の大きさには目を見張るものがある①（會
澤）
、それなのに強く成らなければいけない時期に後退してるのは解せないが、小倉バンクは好
走して居り、⑨（山崎）⑦（山内）に任された以上はの自力戦。４５歳に成って強く成ってる③
（大川）は、先行する事しか考えてない後輩⑤（日浦）に任せて恵まれているか。１１１期の息
子（雄太）を鍛えていたら息子より強く成ったのは御年５２歳の②（川口）、３連対には入れて
みたい。
＜出場予定選手コメント＞
◎１會澤 龍
注２川口秀人
△３大川栄二
４鰐渕正利
×５日浦崇道
６伊藤嘉浩
７山内大作
８木村 勉
○９山崎 司
＜展開予想＞
←【５】３４

山崎さんと決める自力です。
厳しいメンバーは覚悟してた。先手ライン。
練習の成果だと思います。後輩、日浦。
伊藤と話して、和歌山の３番手。
大川さんには世話に成ってます。先行。
単騎で一発狙う事に成りました。
こゝはラインと思ってる北の後。
秀人(川口)さんに全て任せます。
龍（會澤）にしっかり付いて行きます。
２８【１】９７【６】

＜穴を探る＞和歌山コンビ。３＝５ ３－２
２車単
３連単

１＝７ １－３
１＝９－３５７

１－５

■■４Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１６時４７分）
（電投締切１６時４４分）
＜展望＞『来期Ｓ級の「大石」が断トツ』
小倉は９月のミッドナイトを走ってる⑨（大石）、２連勝したパワーは強烈だったので決勝は
期待したのに、まさかの裏切り、今回は小田原Ｖ直後であれば、そんなヘマはやらないし、来年
一年間のＳ級を決めたパワーで押し切っている。番手は５４歳とは思えない①（宮倉）、体力の
衰えは気力でカバーして付いて行くか。それでも力の違いで離れた時は⑤（西）③（宝満）の中
部コンビで２・３着を決めるし、②（三木）⑧（宮路）の九州ベテラン、そして⑦（甲斐）④
（國廣）の関東コンビにも。
＜出場予定選手コメント＞
○１宮倉 勇
２三木健治
△３宝満大作
４國廣哲治
×５西
徹
６中条憲司
注７甲斐康昭
８宮路智裕
◎９大石剣士

小倉で落車して悪く成ったのでこゝから。大石です。
厳しいメンバーですね、決めずにします。
調子は良いですよ。ラインの西さん。
甲斐に任せますよ。４番手です。
相手強力ですね、自力で頑張ります。
こゝは決めずにします。
國廣さんと話して、南関の３番手。
三木は決めずなら、先手ラインから。
小倉はミッドを走ったばかり。先行します。

＜展開予想＞
←【９】１７４

２ ８【５】３

６

＜穴を探る＞（大石）の首位は動かない。
２車単
３連単

９－１ ９－３ ９－５
９－１－３７ ９－３＝５

■■５Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１７時１２分）
（電投締切１７時０９分）
＜展望＞『快進撃「前田」のパワーは本物』
５前回の別府決勝は単騎なのに誰も出させずの突っ張り先行、それも驚異のタイムで押し切っ
た⑨（前田）、凄い練習をしたのかそれからの成績はまるでデビュー当初に小倉バンクで２度も
３度も優勝していた当時を彷彿させるハイパワー、ならばこゝでは多分負ける事はなさそう。番
手の①（別所）は小倉競輪のために頑張って居り、その合い間に練習してるのが最近の成績なら、
抜けなくても離れる事は無い本命一発のレース。抵抗するのは、力ある⑦（福森）先頭にまとま
る③（塚本）のライン。
＜出場予定選手コメント＞
○１別所英幸
注２平坂典也
△３塚本和宏
４安東英博
５寺林正秋
６村上清隆
×７福森慎太郎
８沢田勇治
◎９前田義和

競輪祭はイベントで頑張った。前田の番手。
こゝは九州の４番手に決めました。
福森さんの番手に行かせて貰う。
月初にも世話に成ってます。３番手。
落車後だけど大丈夫。決めず前々。
後輩、沢田が居るなら任せる。
ライン出来るなら自力です。
先輩に任されたので、何でもやります。
現在の調子でＳ級は狙います。自力勝負。

＜展開予想＞
←【９】１４２

５【７】３【８】６

＜穴を探る＞本命を買うか見送りのレース。
２車単
３連単

９－１ ９－３
９－１－３４７

９－７

■■６Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１７時３７分）
（電投締切１７時３４分）
＜展望＞『乱戦を制すのは福岡コンビか』
子供の応援でもう一度Ｓ級で闘ってみたく成ったのは４０を目前にしてる②（高比良）、５前
回松山３連勝から破竹の勢いでＳ級のボーダー迄上げたなら、こゝで確実なものにするためにも
このレースは絶好調①（吉武）の番手有利に。連携する同級生の⑦（八尋）は小倉をホームバン
クにして居り、失格のマイナスを挽回に必死なので。⑧（池田）は迷い悩んだが、４番手より先
行レーサー④（丹波）に決めたのは賢明な選択。前回の失格は痛過ぎる⑨（大矢）は点数上げる
しかないで、南関２人を連れて思い切って逃げるのでは。単騎の自力型⑤（青森）迄伯仲。
＜出場予定選手コメント＞
△１吉武信太朗
◎２高比良豪
３植木和広
４丹波孝佑
注５青森伸也
６遠藤勝行
○７八尋英輔
８池田浩士
×９大矢崇弘

来期の初Ｓ級の事があるので、逃げ主体。
今期はＳ級点取る積り。話して吉武の番手。
調子は悪くない。こゝは大矢君の番手。
Ｓ級点はあきらめてません。自力。
調子は良いですよ。単騎ですね、自力です。
小倉は９月が悪かったのでリベンジ。植木。
失格してるので上げるしかない。同級生の高比良。
Ｓ級点は大丈夫。福岡の２人と話をして、丹波君。
前回の失格は痛かった。先行主体の自力。

＜展開予想＞
←【１】２７【５】
【９】３６【４】８
＜穴を探る＞
２車単
３連単

（大矢）のパワー。９＝３

２＝７ ２－１ ２－９
２－７＝１５ ９－３－２５６

■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時０５分）
（電投締切１８時０２分）
＜展望＞『こゝに来て絶好調「伊藤」が捲る』
今年迄ウィナーズカップは２年連続で特選にシードされてる①（伊藤信）、今期は１班に上っ
た事で補充を走れずそれで厳しく成っていたがこゝ数場所で１着を量産、今月中に３勝すれば出
場圏内に入るならばこのレースは大事なので、中部の④（松田）⑦（渡邊）を連れての自力で人
気に応える。（渡邊）は今期３回の失格は痛過ぎるが３００勝に王手を掛けてる事もあり、（松
田）に世話に成ってるので３番手から伸びて来る。落車明けの②（山形）の底力も侮れないが、
小倉は８月に２勝挙げた⑤（津村）のハイパワーは更に不気味。
＜出場予定選手コメント＞
◎１伊藤 信
×２山形一気
３三槻智清
注４松田 大
▲５津村洸次郎
６高橋幸司
○７渡邊 健
８原田泰志
９星島 太

３年連続のウィナーズ出場は狙います。自力。
落車後なので調子は走ってから。自力・自在。
右膝痛は大丈夫。津村の番手。
渡邊さんと話をして、伊藤さんの番手。
予備で待機してたので大丈夫。自力。
僕は単騎でも自力です。
松田には世話に成るので、後です。
高橋君と話して任せる事に。
追加でも走る以上は大丈夫。山形。

＜展開予想＞
←【５】３【２】９【１】４７【６】８
＜穴を探る＞（津村）の首位。５－３ ５－２
２車単
３連単

１＝７ １＝５
１－７－２４５

１－２

■■８Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時３３分）
（電投締切１８時３０分）
＜展望＞『「吉本」
「西岡」の広島コンビは大仲』
２年前にＡ級陥落した事を機にマーカーから先行型に１８０度転換した⑤（吉本）、それだけ
の練習をしたのか今期は初の１班を確定的にして居り、来年５月のダービー出場もほゞ大丈夫、
３月のウィーナーズカップの権利は目下１０勝なので、２・３勝の上積みが必要なら押し切る自
力戦。ならば後の③（西岡）は性格上抜く事より援護に徹す性格。挑むのは先行でこゝ迄点数上
げた⑦（坂本）が前で④（竹山）の北日本コンビに、実績なら負けてない②（村上）⑨（望月）
の南関東コンビだが、狙いたいのは初の特別（ウィナーズ）に王手を掛けてる①（大野）の捲り。
＜出場予定選手コメント＞
▲１大野悟郎
×２村上直久
○３西岡拓朗
４竹山陵太
◎５吉本哲郎
６佐々木翔一
注７坂本周作
８大竹慎吾
９望月永悟

ウィナーズカップは狙います。佐々木の番手。
望月さんに任された以上は自力です。
吉本先輩とは抜群の相性、決めます。
周作と一緒なら考える事はない、任せる。
こゝ迄来たらウィナーズカップも狙いますよ。自力。
話をして、大分コンビの前で自力
竹山さんと２車ですね、先行主体。
悟郎（大野）が何をやろうと任せる。
何度か任せてる村上直の番手。

＜展開予想＞
←【５】３【２】９【７】４【６】【１】８
＜穴を探る＞（大野）の捲り。１－３ １－２
２車単
３連単

５＝３ ５＝１
５＝３－１２９

５－２

■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時０６分）
（電投締切１９時０３分）
＜展望＞『ダービー出場に正念場は躍進「窓場」』
こゝ小倉は特別昇進を決めた想い出バンクは②（窓場）、長い間足踏みしてたが今期突然の大
ブレーク、２度目の優勝に１班を確実なものにしただけでなく、来年３月のウィナーズカップは
特選シードを決める勢い、こゝ迄来たら初のダービーもで練習してるならば来年１月迄は全ての
レースが勝負であり、こゝは⑧（堂村）と２車なら考えての運行で勝ちに行く。年末のヤングラ
に向けて仕上げてるホープ①（門田）の逃げも怖いが、地区プロの成績で全プロを決めた復調⑨
（矢口）と調子上げてる③（志村）の上甲コンビは本命とは同等。④（東矢）も一度は動く。
＜出場予定選手コメント＞
△１門田 凌
◎２窓場千加頼
×３志村龍己
注４東矢昇太
５石田洋秀
６阿部兼士
７大崎飛雄馬
８堂村知哉
○９矢口啓一郎

練習では戻ってます。先行主体の自力。
小倉は好きなバンク。勝利する自力です。
矢口さんと一緒の時は前でやってます。
前回の１着で吹っ切れた。２車でも自力。
門田は認めてるので、愛媛３番手。
東矢の番手とは嬉しいですね。
同県の後輩、門田とは初めて。
練習はして来ました。千加頼（窓場）。
地区プロはスプリント準Ｖ。龍己（志村）。

＜展開予想＞
←【１】７５【２】８【３】９【４】６
＜穴を探る＞
２車単
３連単

上甲コンビで独占。９＝３

２＝９ ２－１ ２－３
２－９＝３ ２－１＝４７

■■１０Ｒ■■出走表（本命率８０％）
（発走時間１９時４０分）（電投締切１９時３７分）
＜展望＞『話題のルーキー「松井」Ｓ級デビュー戦』
小倉は１０月のチャレンジを走り圧倒的パワーで３連勝の①（松井）、続く防府で同期のライ
バル宮本隼輔（山口）を力で引き離して特別昇班を決めるや、１・２班戦は捲り９連発でＳ級特
進を決める快進撃、所属するナショナルチームでもＢからＡにランクアップして、脇本雄太・深
谷知広・新田祐大と練習、脇本の評価は「人間としても申し分ないし、真剣に駆けて２・３回抜
かれる程強い」ならば予選クラスは無敵なのでは。番手の⑨（土屋）はどのくらい強いか楽しみ
との事。不覚にも離れた時は捲りの③（川口）か、逃げる⑦（矢野）の連対が狙い。
＜出場予定選手コメント＞
◎１松井宏佑
２佐藤慎太郎
△３川口公太朗
４大崎和也
注５原 真司
６坂西佑介
×７矢野昌彦
８鷲田幸司
○９土屋裕二

小倉は１０月チャレンジ３連勝してます。自力。
大崎が許してくれたので、矢野君。
小倉は得意バンク。自力・自在です。
Ｓ級点はあきらめてません。佐藤さんの後。
岐阜の後輩、公太朗（川口）に任せる。
南関東ラインを大事に３番手。
強い新人が相手なら、考えての自力。
中近ラインを大事に岐阜の後。
初めての松井に付いて行きます。

＜展開予想＞
←【１】９６【３】５８【７】２４
＜穴を探る＞（松井）には負けて欲しくない。
２車単
３連単

１－９ １－３
１－９＝３７

１－７

■■１１Ｒ■■出走表（本命率６５％）
（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分）
＜展望＞『絶好調「鈴木竜」には逆らえない』
６月に一ヶ月自粛で欠場した間に凄い練習をしたのか今期の活躍は話題に成ってる③（鈴木）、
この勢いなら来年は本格的にＧＩを狙いグランプリの夢を実現させるかもの快調子、小倉バンク
も嫌いじゃないなら、逃げと捲りを使い分けての首位。連携する⑧（宿口）は、ダービー出場が
微妙なので仕上げて来たならば、逆転はあるか。前３場所で来年３月のウィナーズカップと５月
ダービー出場を決めた②（松岡）は元々小倉は星取りの拠点にしてたので、こゝは展開を見極め
ての捲りで単進出。実績の⑤（坂本）⑨（永澤）の青森コンビは穴党に。
＜出場予定選手コメント＞
１高久保雄介
▲２松岡貴久
◎３鈴木竜士
４伊藤正樹
×５坂本貴史
６西岡正一
７林 雄一
○８宿口陽一
注９永澤 剛

相手強力ですが、何時も通りの自力。
ウィナーズもダービーも大丈夫。単騎ですね。
地区プロはケイリンＶ。疲れは大丈夫。自力。
高久保には世話に成っているので近畿。
小倉は大好きなバンク。先輩と決める自力。
高久保が居ますね、付いて行きます。
鈴木にも坂本にも世話に成っているので、決めず。
小倉は得意ですね。竜士(鈴木)。
見ての通りの調子ですよ。後輩貴史(坂本)。

＜展開予想＞
←【３】８ ７【２】
【５】９【１】６４
＜穴を探る＞（松岡）の捲りを。２－８
２車単
３連単

３＝８ ３＝２
３－８＝２５

３－５

２－５

