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■■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＞『点数上位「齋藤」「宝満」の攻防』 
 予選の⑨（齋藤仁）は先輩住村実の後を敬遠して自ら前々に攻めて行ったが、結果としてはメ
ンバー構成にやられたのは事実で、調子悪くないならこゝは逃げはしなくても前々に攻めてくれ
る⑤（沢田）を目標に、何とかしてるのでは。８８点を有してる①（宝満）の初日は任せた西徹
の捲り不発に付き合わされたが、調子は悪く無さそうなので、先輩⑥（伊藤）がそれなりのレー
スをしてくれたらの首位。後は大ベテラン⑧（松井）。⑦（木村）は（齋藤）の後とは言わなか
ったが居るかも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１宝満大作  西さんに任せた結果なので。伊藤先輩。 
注２安東英博  前に離れては良い訳無用。決めず。 
 ３柳原 司  思い切りに欠けたのが。２車でも自力。 
 ４中条憲司  三木さんに期待したが。柳原の番手。 
△５沢田勇治  齋藤さんに任されたので、自力・自在。 
 ６伊藤嘉浩  何もしてないでは。今日の分迄自力です。 
×７木村 勉  ⑦番のコースでしたね。こゝは決めず。 
 ８松井英幸  展開は仕方ない。岐阜の３番手。 
◎９齋藤 仁  動けてるので脚は大丈夫。沢田に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】１８【５】９ ７ ２【３】４ 
 
＜穴を探る＞（伊藤）利す（宝満）を。 １－６ １－８ 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－７ 
３連単 ９－１＝５７  １－９＝７８ 
 
 
 
 
 
 
 

第２日 

 



 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分） 
 
＜展望＞『楽しみな新人「寺沼」のライン強力』 
 開幕戦は新人らしく鐘前から逃げた⑨（寺沼）、結果は吉川起也に捲られはしたがやるだけの
事はやったし、こゝは⑥（樋口）との２分戦ならば出しても捲れるがそれはやりたくない模様。
番手は大豪山崎芳仁（８８期）の実弟①（山崎）、２前回立川準決で１００勝を決めた実力なら
ば、同じ抜くにしても残してこそに成る。③（北村）⑦（石井）の南関コンビ迄のラインは長く
て強力過ぎる。頑張ってる大ベテラン②（宮路）は、先手から空いたコースを突っ込んで来るし
かない。 
  
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山崎 司  龍（會澤）の外でしたね、失敗。初の寺沼。 
×２宮路智裕  どうする事もの展開でした。先手ライン。 
△３北村匡章  大竹に離れては情無い。こゝは東で３番手。 
 ４吉田尚作  体調がこれでは。ラインの樋口。 
 ５平坂典也  点数が無いとメンバーに恵まれない。近畿の後。 
 ６樋口有樹郎 松田さんが１着で救われた。自力です。 
注７石井雅典  こゝも北村に任せる事にします。 
 ８村上清隆  後輩に任せての事なので。流れ見て。 
○９寺沼将彦  逃げても捲られては力不足。先行します。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１３７ ２ ８【６】４５ 
 
＜穴を探る＞（山崎）の脱落は考えられない。 
 
２車単 １＝９ １－３ １－２ 
３連単 １＝９－２３ 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分） 
 
＜展望＞『捲りタイプ「西」がこゝは逃げる』 
 予選の①（西）は何かしたくても本命の大石剣士が前を取って誰にも出させない突っ張りでは、
捲りに行った処で手も足も出なかったが、それでも捲りには行ってたので調子は悪くないし、こ
のメンバーは他に動ける選手は不在ならば、先行で押し切るしかないのでは。番手は頑張ってる
が脚力の衰えは否めない④（鰐渕）。この後を主張した⑨（川口）は間違いなく仕上ってるので、
頭迄ある差の冴え。②（屋宜）は自力より捌きだけど⑤（山内）に⑧（國廣）はたまにだけど捲
りはあるので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１西  徹  大石に前を取られたのが全て。自力です。 
×２屋宜浩二  ４着内には入りたかったですね。前々。 
 ３寺林正秋  このメンバーも決めずとしか言えない。 
△４鰐渕正利  前は１着なのに力不足。西の番手です。 
 ５山内大作  伸びてるので悪くない。単騎で何かやる。 
 ６武田靖夫  関東ラインで國廣に任せる。 
注７三木健治  どうする事も出来なかった。後輩屋宜。 
 ８國廣哲治  前の甲斐は２着に届いたんですね。前々。 
○９川口秀人  こゝは中部の後に決めました。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】４９ ２７ ５ ３ ８６ 
 
＜穴を探る＞（屋宜）が捌く。２－７ ２－１ 
 
２車単 １＝９ １－４ １－２ 
３連単 １－９＝２４ 
 



 
 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『特選先勝「高比良」こゝは捲り戦』 
 初日特選は地元を盾に吉武信太朗の番手を選択した③（高比良）、チャンスを物にしたと言う
事はそれだけの調子であり、Ｓ級点を決めたい強い想いがあるからの事、こゝは地元⑤（別所）
に任された事で狙っているのは、ザ先行①（大石）②（丹波）の先行争いを捲りで仕留める事か。
（別所）なら付いて行けると信じて。初日予選とは言え逃げ切った（大石）には、実力者⑨（植
木）と成り、④（北村）迄。そして小倉バンクに強い（丹波）のハイパワーには成績以上の⑦
（富安）と成り、⑥（甲斐）迄がラインに成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１大石剣士  宮倉さんと決めたくて突っ張った。先行基本。 
注２丹波孝佑  捲りであそこ迄行けたので調子良い。自力。 
◎３高比良豪  前と後のお蔭です。こゝは自力です。 
 ４北村貴幸  寺沼のお蔭ですね。こゝは植木の後。 
○５別所英幸  前田を抜けるとは思わなかった。高比良。 
 ６甲斐康昭  選んだ位置が正解した。中近の後。 
 ７富安保充  吉川が強かったですね。丹波に任せる。 
 ８福森慎太郎 塚本君の作戦通りでした。こゝは単騎。 
▲９植木和広  内が空いたので。福森さんが行かないなら大石君。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９４【３】５【２】７６【８】 
 
＜穴を探る＞（大石）利す（植木）を。 ９＝１ 
 
２車単 ３－５ ３＝９ ３－１ 
３連単 ３－５＝１９ 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『大変身「前田」の勢いを優先』 
 予選の⑤（前田）は間が空き過ぎたのもあって捲りを別所英幸に逆転されたが、現在はＳ級そ
れも上位を目指し専属トレーナーを雇い、ウエートトレーニングや体幹を鍛えてるとの事、こゝ
は③（八尋）と２車に成ったが、あきらめない逃げか捲りで人気に応えてくれるものと信じて。
失格してるので点数上げたい（八尋）は、（前田）には２前回の富山で優勝させて貰ったばかり
の好相性。①（大矢）は失格ショックが尾を引いてたのかサッパリだったが、蔵する力量はこん
なものではないので。⑨（塚本）が好追走。南関に⑥（松田）も連圏内。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１大矢崇弘  弱いだけです。気持入れ直しての自力。 
×２遠藤勝行  余裕はあったのに見過ぎた。後輩大竹。 
○３八尋英輔  富山で優勝させて貰ってる前田君。 
 ４大竹哲也  後が離れたのは気付かなかった。自力。 
◎５前田義和  今日は重かったが、２日目は大丈夫。自力。 
注６松田治之  内が空いてラッキーした。日浦に任せる。 
 ７宮倉 勇  人気してたのにハコ３しては。静岡の後。 
 ８日浦崇道  會澤さんは引くと思ったのが的中した。先行。 
 ９塚本和宏  福森さんが強かった。大矢の番手です。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】６【１】９【５】３【４】２７ 
 
＜穴を探る＞（大矢）のパワー。 １－９ １－３ 
 
２車単 ５－３ ５－１ ３－１ 
３連単 ５＝３－１６ 
 



 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『初日とは別人と信じて「吉武」に◎』 
 副支部長をしてる小川祐司の弟子は①（吉武）、来期は初Ｓ級を決め今期も大丈夫にしては初
日は早駆けしたとは言え意外に脆かったのは不安しかないが、本人は全く気にしてないし、四国
の先輩④（住村）と２車であれば逃げと捲りを使い分けて絶大なる人気に応える。マークする
（住村）は経験で付いて行くか。地元の⑥（片山）に任せる事にした⑨（池田）は、先輩③（山
崎）の前に成った以上は仕事をしての決勝進出。広島生まれで福島に住んでる②（青森）は、同
支部の後輩⑤（會澤）に任せる事に。穴は捲りの⑦（吉川）を。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉武信太朗 きつい想いをしたので軽く成ると信じて、自力。 
×２青森伸也  踏むコースが無かった。會澤に任せる。 
 ３山崎岳志  力不足としか言えないですね。浩士に任せる。 
○４住村 実  初日は凌ぎました。吉武に付いて行く。 
 ５會澤 龍  全てに中途半端でした。２車でも自力。 
 ６片山直人  ②番が１車でラッキーした。佐賀の前で自力。 
注７吉川起也  捲れたし調子は良いですね。自力主体。 
 ８大川栄二  後輩日浦が強かった。こゝは吉川君。 
△９池田浩士  体がおかしいので修正して、直人（片山）。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】４【７】８【５】２【６】９３ 
 
＜穴を探る＞ 北日本コンビ。 ２＝５ 
 
２車単 １－４ １－９ １－２ 
３連単 １－４＝２９ 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１８時０５分）（電投締切１８時０２分） 
 
＜展望＞『自力・自在の「志村」がリードしてる』 
 予選の⑤（志村）は矢口啓一郎に任されたならば、もっと積極的に前々に攻めてれば１車で来
る窓場千加頼に切り替えられたのによもや後方に成るとは、それでも仕掛けた事で矢口には迷惑
掛けなかったのは救い、こゝは③（星島）に任されたならば何時も以上の男義で、自力・自在に
頑張るものと信じて。こゝに来てドンドン点数を下げてる①（東矢）は、先輩⑦（松本）だけで
なく④（大竹）に迄任されたならば、北日本の先制を（志村）より先き捲りしてこそか。尚⑥
（高橋）利す②（竹山）は流れでは出る事も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１東矢昇太  同着で上がらないとはツキが無い。自力。 
×２竹山陵太  周作は勉強ですね。幸司に任せる。 
○３星島 太  山形が欠場したのが。こゝは志村です。 
 ４大竹慎吾  悟郎に付いて行けなかった。熊本の後。 
◎５志村龍己  仕掛け遅れたのが全て。自力です。 
 ６高橋幸司  僕が弱いだけですよ。竹山さんの前で。 
注７松本大地  東矢は後輩なので任せる。 
 ８阿部兼士  九州４番手なら、決めずにします。 
（８車立て） 
 
＜展開予想＞ 
←【６】２【５】３ ８【１】７４ 
 
＜穴を探る＞（東矢）の捲り。 １＝７ 
 
２車単 ５＝３ ５＝１ ５－２ 
３連単 ５－３＝１２ 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分） 
 
＜展望＞『先行宣言の「坂本周」には後者「望月」』 
 予選の②（坂本周）は何時も何時も逃げてばかりではダメなので、位置取りに挑戦したらこれ
が下手クソで、結果は力を余しての大敗に、「慣れない事はやらない事ですね」と反省してたし、
特選を従兄弟の貴史が１着取った事もあり、こゝは高らかに先行を宣言。番手に成った実力者⑤
（望月）は悪くないなら、又とない勝利のチャンス。落車後の①（原）に③（堂村）は割り引い
ての評価を。尚佐賀の２人は師弟コンビなので、弟子の⑥（佐々木）は師匠の⑦（三槻）を連れ
て動く事に成ったが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１原 真司  落車したが、走る事にした。単騎。 
○２坂本周作  何事も勉強です。こゝは先行します。 
 ３堂村知哉  窓場に付いて行けなかった。単騎。 
注４飯田裕次  （佐賀の後に行くかは顔見せで） 
◎５望月永悟  村上に任せてたが、余裕はあった。周作。 
 ６佐々木翔一 師匠に任された以上は自力です。 
△７三槻智清  津村に付いて行けなかった。弟子の翔一。 
 ８坂西佑介  こゝは望月さんの後を固めます。 
  
（８車立て） 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５８ １ ３【６】７４ 
 
＜穴を探る＞（佐々木）利す（三槻）を。７－４ ７－２ 
 
２車単 ５＝２ ５－７ ５－１ 
３連単 ５＝２－１７ 
 
 
■■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＞『ライン４分の大激戦』 
 初日特選の①（松岡）は、直前の高松で一緒に走り調子の良さを実感してた鈴木竜士なら捲っ
てしまうと信じて３番手に居たが、結果は危うく落車しそうに成るアクシデントもあってダメだ
ったが、別に調子は心配ないなら、必ず仕掛けてくれる⑧（津村）に任せての首位獲り。初日の
逃げは圧巻だった⑦（高久保）は確かに好調だけど、イヤミは③（渡邊）と２車。こゝを終えた
ら地元記念を続けて走りたい願望がある⑨（吉本）の元気さも怖いが、結束する事に成った②
（宿口）⑤（矢野）の関東コンビは更にか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１松岡貴久  鈴木を見てしまったのが、２角で行くべきでした。津村。 
特２宿口陽一  竜士は強いですね。話をして前で自力。 
 ３渡邊 健  松田には世話に成ってるので。高久保君。 
 ４大崎飛雄馬 門田のお蔭ですよ。哲郎（吉本）の番手。 
 ５矢野昌彦  松井は来ても一人と思って逃げた結果。陽一（宿口）。 
 ６大崎和也  この３着は大きいですね。こゝは関東の後。 
▲７高久保雄介 鈴木君を合わせただけでも。自力です。 
○８津村洸次郎 ２着ですけど悪くない。貴久さんの前で自力。 
×９吉本哲郎  悟郎が強かった。２車ですね、自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】１【９】４【７】３【２】５６ 
 
＜穴を探る＞（高久保）のパワー。 ７－３ ７－９ 
 
２車単 １－８ １＝７ １－９ 
３連単 １－８＝７９ 
 



 
 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時４０分）（電投締切１９時３７分） 
 
＜展望＞『再度に成った青森コンビ優勢』 
 福岡県は宗像市の女性と結婚してる⑦（坂本）に取って福岡県の場は地元も同然で、応援も多
いとの事が初日特選の苦しみ乍らの捲り勝利、こゝは八戸グループの先輩①（永澤）だけでなく、
絶対に裏切らない④（佐藤慎）が後を固めてくれるなら、逃げと捲りを上手に使い分けての連勝。
調子今イチの（永澤）は付いて行く事に専念。②（西岡正）は好相性の⑨（窓場）に決勝進出を
託すが。尚チャレンジャー⑧（門田）が⑤（西岡拓）を連れて（坂本）（窓場）とやり合った時
に狙いたいのは、地元でテオ・ボスの逃げを捲った③（大野）の単。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１永澤 剛  前の貴史は１着なのにね。再度とは嬉しい。 
注２西岡正一  高久保を援護してやれなかったのが。窓場。 
△３大野悟郎  佐々木君のお蔭ですよ。単騎で自力。 
 ４佐藤慎太郎 審議に成らなくて良かった。青森の後。 
 ５西岡拓朗  哲郎（吉本）さんと決まったと思った。門田。 
 ６鷲田幸司  落車せずに良かった。近畿で３番手です。 
◎７坂本貴史  前はかゝってましたよ。北の先頭で自力。 
 ８門田 凌  窓場さんが強かった。拓朗さんの前で自力。 
×９窓場千加頼 後が離れたのは判った。後２人ですね、自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】５【７】１４【９】２６【３】 
 
＜穴を探る＞ 単騎（大野）が捲る。 ３－７ ３－１ 
 
２車単 ７＝１ ７－３ ７－９ 
３連単 ７＝１－３４９ 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『完調「鈴木竜」には逆らえない』 
 初日特選の⑨（鈴木）はペースで逃げた高久保雄介のかゝり抜群で一気に捲る事は出来なかっ
たが、最後は本命の責任感で出切ったのが現在の調子であり実力か、こゝは②（矢口）⑥（原
田）の上甲コンビに任されたなら逃げが無難だけど、捲りに成っても７番手はあるので。（鈴
木）の番手にして貰った（矢口）はこれも日頃の行いと言わんばかりの上機嫌。予選の１着は良
かった⑦（伊藤信）には①（伊藤正）が行く事に成ったが、③（林）は後輩⑤（村上）を 
どうやって逃がすかを考える事に集中するしかない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１伊藤正樹  近畿の２人を信頼した結果。信（伊藤）。 
○２矢口啓一郎 龍己（志村）が仕掛けてくれたから。竜士。 
注３林 雄一  難しいレースでした。こゝは川崎の後輩、村上。 
 ４石田洋秀  同着で準決とはツキがある。決めず。 
 ５村上直久  望月さんに申し訳ない事をした。自力です。 
 ６原田泰志  高橋幸司君のお蔭です。関東３番手。 
△７伊藤 信  逃げ切れたし調子は大丈夫。自力です。 
 ８松田 大  渡邊さんのお蔭です。中近３番手。 
◎９鈴木竜士  高久保さんが強くて先行よりきつかった。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２６ ４【７】１８【５】３ 
 
＜穴を探る＞ （鈴木）の首位は動きそうにない。 
 
２車単 ９－２ ９－７ ９－１ 
３連単 ９－２－１３７ 
 


