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■■１Ｒ■■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＞『先行１車の「柳原」は小倉大好き』
伊藤成紀（９０期）の弟子⑨（柳原）、その気に成れば何でもやれるし、逃げてもの若手なの
にこの成績は努力不足は明らかだけど、こゝは一応は逃げ１車なので。後はＳ級上位で活躍した
先輩④（吉田）
、現在は腰・膝と悪い処だらけとの事なのが、それでも走る以上は。３番手の⑥
（松井）も似たり寄ったりか。もっとやれそうな①（齋藤）はもう一度捲りにチャレンジする事
での単進出。九州の３人は共に追い込み型だけど、補充の地元⑤（南）が③（三木）⑦（安東）
と話をして、動く事は一考。
＜出場予定選手コメント＞
▲１齋藤 仁
２石井雅典
注３三木健治
○４吉田尚作
×５南 和夫
６松井英幸
７安東英博
８村上清隆
◎９柳原 司

仕掛けたが全然でなかった。前々としか。
東は僕一人ですね。単騎でやります。
落車は大丈夫。南君次第ですね。
初日に任せた後輩柳原の番手。
（顔見せ参考も地元は頑張る）
中近ラインで大阪の後。
九州で結束してもなので、決めず。
腰痛は良く成ってる。流れ見て。
先行してもこれでは。逃げる事で。

＜展開予想＞
←【９】４６【１】 ８

５３

７ ２

＜穴を探る＞ 地元（南）が狙い。５＝３
２車単 ９＝４ ９＝１
３連単 ９－４＝１５

９－５

■■２Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１５時５９分）
（電投締切１５時５６分）
＜展望＞『補充「長野」が全てに最上位』
地元の開催なら体が許す限りは協力する事にしている①（長野）、幸い前回から空いてたので
疲れは無いし、九州に目標不在であれば、大ベテラン⑦（宮路）を連れて捲りを決めているもの
と信じて。２日目は競りで気合入った⑤（北村）は、初手は②（寺林）に任せるそうだが、展開
では動く事も。尚前々に攻める⑥（樋口）⑧（中条）の兵庫コンビより、何となく気に成るのは
こんなレースでは持ち味を発揮してる巧者③（鰐渕）。⑨（平坂）はラインの④（沢田）に頑張
って貰い、最終日こそはの心境。
＜出場予定選手コメント＞
◎１長野和弘
（このメンバーなら自力と思われる）
２寺林正秋
次々と内をしゃくられては。こゝも決めず。
×３鰐渕正利
セーフで助かった。こゝは決められない。
４沢田勇治
粘ったが技量不足。平坂さんの前で自在。
△５北村匡章
３番手を死守しただけでも良かった。寺林から。
６樋口有樹郎 粘っても競り負けては。先輩の前で自力。
○７宮路智裕
補充でやって来る長野に任せる。
８中条憲司
柳原に離れて悪かった。後輩樋口。
注９平坂典也
中国ラインで沢田に任せます。
＜展開予想＞
←【６】８ ３【１】７ ２５【４】９
＜穴を探る＞（北村）実力の抜け出し。５－２ ５－１
２車単 １－７ １－５
３連単 １－７－３５９

１－３

■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時２４分）
（電投締切１６時２１分）
＜展望＞『不完全燃焼「青森」が上位』
来年一年間のＳ級はほゞ決めてる①（青森）、初日特選は単騎だったから仕方無いにしても、
準決勝は任せた會澤龍にはガッカリさせられた事で、こゝは手本を見せる捲りで人気に応える。
後は追走技術には長けてる⑨（山崎）。初日予選の１着は鮮やかだった④（松田）、準決は悔いし
かなかった事もあり、このレースは堂々とコメントは「捲り」とは狙える。逃げるのは迷いが無
い１１３期ルーキー②（寺沼）か。⑦（塚本）⑧（甲斐）で固める関東ラインは数の力で。大先
輩⑤（宮倉）に任された③（福森）も一度はアクション起こす。
＜出場予定選手コメント＞
◎１青森伸也
注２寺沼将彦
３福森慎太郎
△４松田治之
５宮倉 勇
６伊藤嘉浩
×７塚本和宏
８甲斐康昭
○９山崎 司

會澤は何をしたかったのかな。自力。
山崎さんと決まり良かった。逃げます。
行ったと思ったが、あそこ迄でした。自力。
日浦との意思疎通に欠けた。捲りです。
前２人のために仕事はした。後輩福森。
大穴出して済みませんでした(笑)。初の松田さん。
突っ込むのが遅れた。寺沼君の番手。
関東ラインを大事に３番手です。
寺沼君を残せて良かった。青森さん。

＜展開予想＞
←【２】７８【１】９【４】６【３】５
＜穴を探る＞（松田）の捲り。４－１ ４－９
２車単 １＝９ １－４ １－７
３連単 １－９－４７ ４－１＝７９

■■４Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時４９分）
（電投締切１６時４６分）
＜展望＞『地元の気合で「別所」に◎』
初日特選は捲りの前田義和を楽に逆転した③（別所）、準決は展開にやられたが調子は良いそ
うで、こゝは番組が気を遣って付けてくれた②（會澤）に任せる事で。問題はその（會澤）で、
折角練習してるなら思い切って逃げても罰は当たらないのに。⑤（山崎）迄がライン。前２走の
不出来は失格ショックとしか思えない①（大矢）、このまゝでは来期に影響するので、⑨（北
村）⑦（川口）を連れて逃げれば押し切って当然の実力者。尚⑥（日浦）⑧（大川）の和歌山コ
ンビは、初日予選でワン・ツーを決めたばかりの相性。
＜出場予定選手コメント＞
▲１大矢崇弘
○２會澤 龍
◎３別所英幸
４住村 実
×５山崎岳志
６日浦崇道
注７川口秀人
８大川栄二
９北村貴幸

僕が弱いだけです。ラインで決める自力。
青森さんに悪い事した。九州の前ですね。
調子は問題ない。初めての會澤君。
吉武に付いて行けなかった。こゝは決めず。
脚が無いですね。別所に任せる。
一発狙っていたが力不足でした。先行。
悪くは無いですよ。関東の後です。
予選でワン・ツー決めた後輩、日浦。
今日のレースではこれが精一杯。大矢君。

＜展開予想＞
←【１】９７ ４【２】３５【６】８
＜穴を探る＞（大矢）のパワー。
２車単 ３＝２ ３＝１
３連単 ３＝２－１５

１－９

１－２

２－１

■■５Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１７時１７分）
（電投締切１７時１４分）
＜展望＞『伊東温泉のホープ「大石」が逃げる』
準決勝の⑨（大石）は当面のライバル丹波孝佑を被せて一気にスパートしたかったのに、どう
やらさせても貰えなかった様で、レース後は不満そうにしてたのは今回は連覇しか狙ってなかっ
たからの事、こゝは伊東の大先輩①（遠藤）だけでなく、④（國廣）⑥（武田）の関東迄ならば、
捲りでなくしっかり先行する。地元②（片山）は、⑤（屋宜）⑧（木村）に任された事で動きは
するが、若い（大石）が相手では厳しいのは確か。捲りしか狙わない⑦（西）は③（富安）と２
車であれば、叩き合いを捲るのが理想の展開だが。
＜出場予定選手コメント＞
○１遠藤勝行
２片山直人
注３富安保充
△４國廣哲治
５屋宜浩二
６武田靖夫
×７西
徹
８木村 勉
◎９大石剣士

大竹が決勝に乗っただけでも。後輩大石。
力不足ですね。後２人なら先行基本。
前の丹波は１着なのに力不足。西さん。
先行する積もりで踏んだ結果。静岡の後。
内へ行けたし悪くない。片山さん。
國廣の頑張りですよ。こゝも任せる。
仕掛けるタイミングが狂った分タレた、。自力。
仕掛けたら２着でした。九州の後。
丹波さんを蓋して行きたかったんですよ。先行。

＜展開予想＞
←【９】１４６【７】３【２】５８
＜穴を探る＞（大石）の脱落は考えられない。
２車単 ９－１ ９－４ ９－７
３連単 ９－１－３４７

■■６Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１７時４５分）
（電投締切１７時４２分）
＜展望＞『頑張って欲しい「東矢」に思い切って』
高校時代から「熊本に東矢あり」と言われ、中央大学でも自転車競技で活躍した⑨（東矢）、
９８期をトップの成績で卒業して前途洋々だったのに最近のスランプはどうしたものか、こゝは
先輩②（松本）に地元⑤（阿部）が後を固めてくれるなら得意の捲りを決めてるものと信じて。
このまゝでは暮のヤングラが思いやられる③（門田）は、④（濱口）と２車でも逃げてこそのル
ーキー。実績の①（望月）は、前２日間しっかり逃げてる⑥（高橋）には任せず自分でやる。中
部の２人も展開次第では。
＜出場予定選手コメント＞
×１望月永悟
○２松本大地
△３門田 凌
４濱口健二
５阿部兼士
６高橋幸司
注７原 真司
８松田 大
◎９東矢昇太

前を抜けないでは弱い。前々にします。
たまたまですよ。再度東矢の番手。
全てに力不足なので練習します。先行基本。
（四国の後輩、門田と思われます）
九州ラインを大事に熊本の後。
逃げても弱いだけです。僕は自力。
落車の影響は微妙。松田が自力なら。
原さんに任されたので自力。
仕掛け遅れたのが全て。ラインで決めます。

＜展開予想＞
←【３】４ １【９】２５【８】７【６】
＜穴を探る＞（門田）３日目こそは。 ３－９ ３－１
２車単 ９＝２ ９－３
３連単 ９－２－１３

９－１

■■７Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時１４分）
（電投締切１８時１１分）
＜展望＞『悪くない「津村」がこゝは逃げる』
準決勝の①（津村）は鐘で最悪の８番手に成ったが、後の松岡貴久に迷惑掛けられないでカマ
シ敢行、結果は９着したが内容はあったし、気持の素晴らしさに拍手、こゝは⑨（原田）④（飯
田）の地元コンビだけでなく⑦（大竹）迄ならば、逃げが８割で、佐賀の師弟コンビが捨て身で
先制した時に限り捲りに成ると思われる。尚現在の（原田）なら離れる事はない筈。やっと自力
に成った③（竹山）だが、不安は調子。２日目同様佐賀コンビは⑥（佐々木）が師匠を引き出す
が。
＜出場予定選手コメント＞
◎１津村洸次郎
２堂村知哉
×３竹山陵太
△４飯田裕次
注５三槻智清
６佐々木翔一
７大竹慎吾
８坂西佑介
○９原田 礼

貴久さんが１着なら良かった。自力です。
このメンバーも決めず単騎ですね。
東矢の捲りを止めに行った処を掬われた。自力。
礼（原田）さんの後を固めますよ。
弟子は初めてだったんですよ。こゝも任す。
師匠の前で逃げたが力不足。自力。
こゝは地元の後を固めます。
３連単で人気してたのに力不足。竹山君。
裕次が許してくれたので、津村です。

＜展開予想＞
←【１】９４７ ２【３】８【６】５
＜穴を探る＞（竹山）の捲りを。
２車単 １＝９ １－４
３連単 １－９－３４

１－３

３－１

３－９

■■８Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１８時４７分）
（電投締切１８時４４分）
＜展望＞『自力型の脚力拮抗で波乱』
予選は話題のルーキー松井宏佑（神奈川）を相手に敢然と鐘から逃げた③（矢野）、一周半の
タイムは尋常でなく、それで松井は焦って落車した程のハイパワーをこゝでも再現するものと期
待。後は自力より追い込みが合ってる⑨（志村）、付いて行けば逆転迄あるか。準決の①（吉
本）は惜しいチャンスをフイにしてしまった事もあり、こゝは⑥（石田）⑤（星島）に任された
なら、原点回帰で逃げに徹してこそのキャラクター。そしてもう一人気に成るのは自力と決めた
⑦（伊藤）で、④（坂本）が先行争いをやればチャンス到来。
＜出場予定選手コメント＞
▲１吉本哲郎
貴久を当てにし過ぎた。こゝは逃げます。
２渡邊 健
高久保は強過ぎる。正樹さんです。
◎３矢野昌彦
宿口に任せてたので。こゝは自力です。
注４坂本周作
捲り切ったけど感じはあまり。自力です。
５星島 太
志村君は流石ですね。こゝは広島の後。
６石田洋秀
哲郎（吉本）が居るなら行かせて貰う。
×７伊藤正樹
信（伊藤）に付いて行けなかった。自分でやる。
８佐藤慎太郎 捌かれて前に悪い事をした。周作（坂本）。
○９志村龍己
内は狙ってたんですよ。矢野さんの番手。
＜展開予想＞
←【１】６５【７】２【３】９【４】８
＜穴を探る＞ （吉本）のパワー。 １－６ １－５
２車単 ３＝９ ３＝１
３連単 ３＝９－１７

３－７

■■９Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１９時２０分）
（電投締切１９時１７分）
＜展望＞『無念の「坂本」
、気合のパワー戦』
準決勝の③（坂本）は順番が来た事で鐘からスパートしたのは、これ全て後を信じての事だっ
たのに、無情にも先輩永澤剛はズッポリ抜いたし、３番手の佐藤慎太郎は捌かれてた事もあり悔
し過ぎる４着敗退、レース後は力不足で済ましたのは性格か、こゝは先輩④（大崎和）と２車な
らば、勝利する自力で人気に応える。予選は良かったのに準決は出番が無かった②（大野）は、
⑦（西岡拓）に任された事で同じ捲りでも仕掛けは早く成りそう。実力者①（林）は、再度後輩
⑨（村上）に任せて勝ちに行く。
＜出場予定選手コメント＞
○１林 雄一
▲２大野悟郎
◎３坂本貴史
×４大崎和也
５大崎飛雄馬
６原田泰志
７西岡拓朗
８鷲田幸司
注９村上直久

直久（村上）は頑張りましたよ。再度。
狙っていたけどチャンスはなかった。自力。
逃げて残れないでは力不足。自力です。
力不足としか。貴史に付いて行きます。
このメンバーなら決めずですね。
力不足だけは。単騎にします。
こゝは初めての大野さんに任せる。
神奈川の後に行けるならば。
鈴木に飛び付こうとしたら内を行かれた。自力。

＜展開予想＞
←【９】１８【３】４

５【２】７ ６

＜穴を探る＞（大野）の捲り。２－７
２車単 ３＝１ ３＝２
３連単 ３－１＝２４

３－４

■■１０Ｒ■■出走表（本命率４５％）
（発走時間１９時５５分）（電投締切１９時５２分）
＜展望＞『九州の結束に期待大』
九州４人は分かれるかなと思ったが、失格でＳ級点がピンチに成ってる地元小倉の①（八尋）
を何とかしてやりたいに成ったのか、④（前田）を先頭に（八尋）が番手で、⑦（高比良）⑤
（池田）で結束する事でまとまったものゝ、先頭の（前田）はもう死ぬ様な年齢でないし、３番
手の（高比良）も（池田）に任された意味は解っているので、並びはしても多分真剣勝負と信じ
て（高比良）の勢いを優先したが。先行レーサー③（丹波）に⑥（大竹）が九州の好きにはさせ
ないで早くから動いて、乱しに乱した時に狙いたいのは、単騎⑨（吉武）の捲り。
＜出場予定選手コメント＞
○１八尋英輔
九州でまとまり、前田の番手に成りました。
２植木和広
連日危ない展開を凌げてるので。大竹君。
３丹波孝佑
大石は中団狙いと思って、思い切って逃げた。自力。
×４前田義和
パワーアップしてますね。九州の先頭です。
注５池田浩士
前の頑張りですよ。九州でまとまります。
６大竹哲也
ラインのお蔭で決勝です。２車でも自力。
◎７高比良豪
気合で２着でした。八尋は地元なので。
８吉川起也
力は出し切れてます。初めての丹波君。
▲９吉武信太朗 調子は初日が良かったかな。単騎で自力。
＜展開予想＞
←【４】１７５【９】
【３】８【６】２
＜穴を探る＞ 単騎（吉武）の捲り。 ９－４ ９－１
２車単 ７＝１ ７＝９ ７－４
３連単 ７＝１－４５
９－７＝１

■■１１Ｒ■■出走表（本命率５０％）
（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分）
＜展望＞『最後に笑うのは「茨城のドラゴン」
』
今回は近畿の活躍が目立つ中、準決の最終レースで捌きから②（鈴木竜）を逆転した⑧（伊藤）
には驚きとしか、④（窓場）③（高久保）の京都コンビも気力・脚力充実して居り、（伊藤）は
この前迄京都だったけど、納得したいで自力を選択。そこで⑦（西岡）は（伊藤）に成ったもの。
関東はいざと成れば横もやれる（鈴木）には⑨（宿口）で、⑥（矢口）迄と成り結束。両ライン
の争いを虎視眈々と狙っているのは決勝に成れば恵まれる強運の持ち主①（松岡）か。⑤（永
澤）も単騎だが。本命は最近の勢いと調子で（鈴木竜）。
＜出場予定選手コメント＞
○１松岡貴久
◎２鈴木竜士
×３高久保雄介
４窓場千加頼
５永澤 剛
６矢口啓一郎
７西岡正一
注８伊藤 信
△９宿口陽一

津村を残したかったですね。単騎でＶ奪取。
矢口さんと決まる様に走った。優勝する自力。
８番手は反省でも調子は良い。千加頼。
決勝に乗れて良かった。高久保さんの前で。
貴史（坂本）を残せず申し訳ない。単騎。
伊藤信に不意を喰らったのが。関東３番手。
分かれるなら、信（伊藤）に行きます。
この１着でウィナーズは決めたかも。京都とは別で。
後には悪かったが、乗れたので。初日同様、竜士。

＜展開予想＞
←【２】９６【５】
【１】
【４】３【８】７
＜穴を探る＞（松岡）の優勝。１－３ １－５
２車単 ２＝１ ２－９
３連単 ２－１＝３９

２－３

