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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『実力Ｓ級「泉」が開幕の本命』 
 先行・捲りでＳ級でも活躍してた①（泉）、来期の返り咲きは決めてるのに、今期の成績は不
本意過ぎるが、予選は負けられないし、小倉バンクは脚質マッチなのは強烈な追い風。後を固め
るのは５１歳に成っても変わらない味がある巧者⑦（細川）、不安は年齢から来る反応の悪さだ
けど、離れてもリカバリは巧いので。前回和歌山の優勝に気を良くしてる⑨（山崎光）は、中途
半端に自力を出さず追い込みに徹す事で再浮上を目指す事に、こゝは近畿の後輩③（田村）を逃
がす事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１泉 文人  予選は緊張するけど、負けられない。自力。 
 ２梶原恵介  大分の後輩、義秋（高橋）に任せる。 
×３田村風起  山崎さんに任された以上は自力。 
 ４鈴木慎二  細川先輩の後を固めます。 
注５高橋昇平  赤石さんと話して、近畿の３番手。 
 ６高橋義秋  梶原さんに任された以上は前々自力・自在。 
△７細川 洋  慎二が許してくれたので、泉の番手。 
 ８赤石 聡  高橋昇は近畿なら、後からにします。 
○９山崎光展  前回のＶは自信に成った。初の田村。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】９５８【１】７４【６】２ 
 
＜穴を探る＞（田村）を利す（山崎）を。９－３ ９－５ 
 
２車単 １＝９ １－７ １－３ 
３連単 １－９＝３７ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分） 
 
＜展望＞『仕上ってる「芳野」は多分負けない』 
 予選は９割強の確率で１着を取ってる①（芳野）、それが前２場所の優出、この勢いなら来期
はＳ級点を楽々キープするのでは、このメンバーではズバ抜けて居り、しっかり位置を取り、自
信の捲りを決める事にする。不安は３ヶ月のブランクがある⑨（篠原）が付け切れるかどうか。
離れた時は、住み慣れた大宮から九州一の繁華街博多に移った③（片折）、いざと成れば横もこ
なせるが、④（高田）⑧（中塚）に任されたならば逃げの組み立てに成りそう。⑥（吉田）を先
頭にまとまる南関勢は、②（中川）に望みが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１芳野 匠  成績通りの調子です。ラインで決める自力。 
×２中川慶一  佐藤さんと話をして吉田さんの番手。 
○３片折勇輝  福岡に住んでます。九州の先頭で総力戦。 
注４高田 誠  斡旋停止の間は練習した。初めての片折君。 
 ５佐藤 明  南関で３番手固めます。 
 ６吉田輪太郎 小倉は好きなバンク。自力です。 
 ７近藤直幹  四国で折り合って３番手です。 
 ８中塚記生  今期は２班を取りたい。地元の後。 
△９篠原英雄  練習はしました。話して芳野の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】４８【１】９７【６】２５ 
 
＜穴を探る＞（芳野）の首位で薄目。 １－７ １－８ 
 
２車単 １－３ １－９ １－２ 
３連単 １－３－４ １－９－２７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分） 
 
＜展望＞『岡山のニューフェイス「俊太郎」が抜群』 
 凄い運動能力を見込まれて競輪選手を志した①（藤原）、体躯には恵まれてないがそのパワー
は無尽蔵で、練習のやり方次第では１０７期の先輩取鳥雄吾クラスにはの期待が、前回取手の３
連勝でＳ級点が見えて来たので、0.6 上げるためにも決勝に乗ってまとめるには首位は不動視さ
れる。後はマーク術には長けてる⑨（沖本）⑦（櫻井）の広島コンビ。この強力過ぎるラインに
挑むのは成績以上の⑧（奥平）。連携するのは捲り兼備の⑤（乾）。②（長井）に③（大久保）は
厳しい闘い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１藤原俊太郎 前回優勝でＳ級点を狙います。先行基本。 
×２長井優斗  厳しいメンバーですね、前々自在。 
 ３大久保聡  前回の調子は維持してる。話して大竹野。 
 ４北沢勝弘  まだまだ頑張りますよ。長井に任せる。 
△５乾 庄平  調子は悪くない。奥平さんの番手。 
 ６大竹野裕樹 大久保さんの前で自力です。 
注７櫻井宏智  沖本が居ますね、後を固めます。 
 ８奥平充男  練習はしてるので。自力で頑張る。 
○９沖本尚織  藤原は顔を見るのも初めてなんですよ。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【６】３【８】５ ２４ 
 
＜穴を探る＞（藤原）の首位は動かない。 
 
２車単 １－９ １－５ １－２ 
３連単 １－９－３５７ 
 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『肥後のホープ「曽我」が断トツ』 
 小倉は特別昇班後２場所目に走ってる①（曽我）、その時は自信満々に鐘前から出たらゴール
迄持たず５着の屈辱、大学でも活躍したスター候補生は修正能力は長けて居り、２日目からは人
気を優先する捲りで後続を引き離しての連勝で小倉バンクを手の内に入れたのであれば、多分負
ける事はないハイパワー。後は来期チャレンジに落ちる事で練習した小倉に強い⑨（園田）、た
とえ離れても自力で追い掛ける調子に脚質。④（松丸）迄が九州ライン。抵抗するのは自力型⑤
（隅田）先頭にまとまる瀬戸内トリオ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１曽我圭佑  小倉は２度目。人気に応える自力。 
 ２高森圭介  目標不在ですね、何かします。 
△３山本宏明  悪くは無いですよ。ライン大事に隅田。 
×４松丸裕紀  熊本の３番手を固めます。 
注５隅田幸助  強い新人が相手なら積極自力です。 
 ６井上達雄  関東で高森に任せます。 
 ７林 明宏  瀬戸内ラインを大事に３番手。 
 ８田畑英行  北日本は一人ですね、決めず。 
○９園田鉄兵  前回以上の調子です。後輩圭佑（曽我）。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９４ ２６ ８ 【５】３７ 
 
＜穴を探る＞（曽我）は取りこぼさない。 
 
２車単 １－９ １－３ １－４ 
３連単 １－９－４ １－３－５７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率９０％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『大東京のホープ「河合」が逃げる』 
 野球の世界では有名だった⑨（河合）、ＮＰＢで活躍してる戸根千秋・京田陽太をライバル視
して、自転車の世界でスターに成ると決めて頑張ったのが、１１３期最速の特別昇班であり、
１・２班戦３度の優勝、小倉は競輪学校の試験以来でも不安はゼロのハイパワー。連携するのは
ガッツファイター①（齋藤）、抜く事はあっても離れる事は無い、本日一番の本命レース。３着
も３番手を固めるベテラン⑤（篠崎）で７割方大丈夫では、穴党ファンは見送るしかないレース
かも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１齋藤和伸  河合とは京王閣で決めてます。 
×２小川将人  宮西が自力ならば任せる。 
 ３三谷幸宏  北海道の後輩、茂希（島田）。 
 ４宮西 翼  調子は良いですよ。小川さんの前で自力。 
△５篠崎高志  埼京の３番手をしっかり固めます。 
 ６島田茂希  三谷さんに任されたので頑張ります。 
注７窪田陽介  宮西さんには世話に成ってる。中部。 
 ８佐藤有輝  こゝは決めずにします。 
◎９河合佑弥  小倉は初めて。先行で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１５ ８【４】２７【６】３ 
 
＜穴を探る＞ 本命を買うか見送りのレース。 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－２ 
３連単 ９－１－５ 
 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『ライン３分、互角の大激戦』 
 デビュー以来、逃げる事に迷いは無い①（木村）、Ｓ級に上っても上位の壁に跳ね返されては
Ａ級で力を貯えて挑戦を繰り返しているが、今期の調子であれば半年後のＳ級戦は大ブレークの
予感、小倉は年に２・３度走ってるバンクなら主導権は誰にも渡さない。後は両高橋の秋田コン
ビ、大怪我を経験した苦労人⑨（秀吉）が前で④（紀史）で固める。地元だから優勝しか狙って
ない②（樫山）は、ラインの⑧（山崎）を使うのが。力ある⑤（中村）迄が九州。北日本と九州
の争いを捲る③（水谷）⑥（宮越）の中部コンビ迄伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１木村 弘  小倉は好きなバンク。ラインで決めます。 
▲２樫山恭柄  地元は気合で走る。翼（山崎）の番手。 
 ３水谷将司  宮越さんに迷惑掛けない自力。 
×４高橋紀史  調子は良いですよ。秀吉さんの後です。 
 ５中村雅仁  九州ラインは大事なので、３番手固める。 
特６宮越孝治  このまゝＳ級点はキープする。水谷の番手。 
 ７岡本英之  小倉は１０月ミッドを走ってます。単騎戦。 
 ８山崎 翼  九州の先頭に成った以上はの自力。 
◎９高橋秀吉  紀史（高橋）が許してくれたので、弘（木村）。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９４ ７【３】６【８】２５ 
 
＜穴を探る＞ 九州・中部の筋狙い。２－５ ６＝３ 
 
２車単 ９＝１ ９＝２ ９－４ 
３連単 ９＝１－４ 
 
 
 
 
■■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＞『人気の徳島コンビに北の挑戦』 
 来年５月松戸ダービーの出場はほゞ決めてる⑦（久米）、前期の終わりは松山Ｖがあり絶好調
だったのに、今回は１班に勝負駆けならば練習しかしてないし、このメンバーなら逃げと捲りを
使い分けて人気に応える。連携するのはしっかりしてる先輩①（吉岡）、離れないものと信じて。
こゝに来て調子上げてるのは⑤（伊藤勝）②（伊藤大）の北日本勢、前に成った（伊藤勝）は⑨
（開坂）迄を連れて行く自力で頑張るのでは。（伊藤大）は（伊藤勝）が前々に攻めてくれたら、
直線だけで抜け出してる差しの冴え。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１吉岡篤志  体調は大丈夫。康平に付いて行きます。 
△２伊藤大志  調子は成績通り。勝太（伊藤）に任せる。 
 ３竹田和幸  何度も世話に成ってる大谷です。 
注４大前寛則  徳島コンビの後を固めます。 
×５伊藤勝太  追加だけど大丈夫。自力・自在です。 
 ６木本賢二  ラインは大事なので中部の後。 
◎７久米康平  前回から空いたので調子良い。自力です。 
 ８大谷靖茂  小倉は好きです。相手強力ですが自力。 
 ９開坂秀明  北日本ラインを大事に３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【５】２９【８】３６ 
 
＜穴を探る＞ 北で上位独占。２－５ ２－９ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－５ 
３連単 ７－１－２４５ 
 
 



■■８Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分） 
 
＜展望＞『躍進「中本」には気持で走る「田中」』 
 倉岡慎太郎（５９期）の門下生②（中本）、弟々子も同然の１１３期生、嘉永泰斗・上野優太
と練習する事で脚力アップ、細かなセッティングにフォームは合志正臣（８１期）の指導が今期
の快成績、久留米と豊橋の予選で取りこぼしてはいるが、こゝは⑨（田中）と④（立石）の久留
米コンビに任された以上はの先行・捲りの自力戦。どうしても来年のダービーに出たいで望んで
追加を受けた（田中）は、賞金を積み上げるためにも取りこぼせない大事な闘いに成る。巧者⑦
（紺野）に①（浦川）は実力とテクニックで３連対。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１浦川尊明  小田倉が自力で頑張ると言ったので。 
○２中本匠栄  前回よりは良いと思います。自力。 
 ３小川圭二  小玉には付いた事がないので、決めず。 
△４立石拓也  誠（田中）にしっかり付いて行く。 
 ５小玉拓真  調子は良いですよ。僕は単騎でも自力。 
 ６小田倉勇二 来期に備えて練習してる。自力です。 
×７紺野哲也  同県の後輩、松澤に任せます。 
 ８松澤敬輔  紺野さんに迷惑掛けない自力・自在。 
◎９田中 誠  追加は喜んで受けた。中本の番手は初。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９４ ３【８】７【５】【６】１ 
 
＜穴を探る＞ ベテラン（紺野）が狙い。７－９ ７－２ 
 
２車単 ９＝２ ９－４ ９－７ 
３連単 ９＝２－４７ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１９時０６分）（電投締切１９時０３分） 
 
＜展望＞『予選５連勝中の「野田」なら大丈夫』 
 ウィナーズカップの出場を決めるには最低でも今期１３勝が必要なら、目下１０勝の①（野
田）は今月中に３勝上乗せしなければならず、このレースは捲りを決めるしかない。後は今期は
１度失格してるので大事に走りたい実力者⑤（小岩）、前の（野田）にはしっかり捲って貰い、
付いて行く事に集中すればこのレースも本命で決まりそう。弟子の１１３期生、福永大智と練習
する事で確実にパワーアップしてる④（佐川）は今月中に１点上げなければいけないで、逃げと
捲りを使い分けての準決勝進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１野田源一  小倉は９月が悪かったのでリベンジ。自力。 
注２吉村和之  鎖骨々折後なので走ってから。佐川君。 
×３岸澤賢太  金子さんに任されたので自力です。 
△４佐川翔吾  腰痛が治ったのが。自力です。 
○５小岩大介  野田さんにしっかり付いて行きます。 
 ６土岐幹多  落車続きでも気合充分。吉村さん。 
 ７金子真也  練習はしました。岸澤に任せる。 
 ８會田正一  こゝは東ラインで関東の後。 
 ９郡 英治  地元記念は誘導してました。先手ライン。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】２６【１】５ ９【３】７８ 
 
＜穴を探る＞（野田）は外せない本命レース。 
 
２車単 １－５ １－４ １－３ 
３連単 １－５－２３４ 
 
 



■■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＞『Ｖ候補の一角「鈴木謙」で不動』 
 追加でも九州の地なら喜んで受ける事にしてるのは天才肌の③（鈴木謙）、抜群の瞬発力を武
器にＳ級初Ｖが小倉なら記念初Ｖが別府で、熊本・久留米でも好走続き、こゝは⑤（栗山）と実
質２分戦ならば、後の⑦（小坂）⑨（田村）が付いて行ける様逃げを第一に、捲りはあく迄も展
開でに成りそう。逃げる（栗山）には実績の①（岩本）、ちゃんと仕事をすれば両者で独占する
事も。九州だから頑張りたい④（桑原）は⑧（大西）に任せる事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１岩本和也  調子は良いと思います。栗山君。 
 ２近藤俊明  森川と話をして中近の３番手です。 
◎３鈴木謙太郎 大好きな小倉なので喜んで受けた。自力。 
 ４桑原 亮  大西と話をして、任せる事に。 
×５栗山俊介  鈴木さんを逃がしたら捲れないので先行。 
 ６森川 剛  近藤さんの後に居ます。 
○７小坂敏之  謙太郎（鈴木）に離れない様にします。 
 ８大西貴晃  桑原さんの前で自力・自在。 
注９田村真広  関東ラインを大事に茨栃の後。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１２６【８】４【３】７９ 
 
＜穴を探る＞（栗山）の逃げで（岩本）。１＝５ １－２ 
 
２車単 ３－７ ３－１ ３－５ 
３連単 ３－７－９ ３－１＝５ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『古豪「小嶋」のパワー健在』 
 神山雄一郎（栃木）には及ばないが、Ｓ級戦士として７４５勝は燦然と輝く⑧（小嶋）、今期
も１班はキープして居り、大垣ウィナーズカップは豊橋ＦＩＶで確定したのも不断の努力、小倉
バンクは好走してるイメージしかないし、こゝは⑥（畑段）に任せず自分でやる気合に敬意を表
して。地元の雄③（園田）は、競輪祭の疲れと落車は不安でも、そこは輪界を代表するガッツマ
ンなので、①（飯野）に任せて連対は決めていそう。（小嶋）には④（濱田）が主張する。②
（池田）⑨（朝倉）の関東同期コンビ、好気合⑤（鈴木）⑦（内藤）の南関コンビに、自力の
（飯野）迄横一線。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １飯野祐太  落車後でも大丈夫。園田さんの前で自力。 
注２池田勇人  悪くは無いですよ。朝倉さんと決める自力。 
○３園田 匠  競輪祭以上の気合で走る。初の飯野。 
△４濱田浩司  ダービー賞金に不足してるので頑張る。小嶋さん。 
 ５鈴木 裕  調子は良いですよ。小倉も得意。自力です。 
×６畑段嵐士  ダービーに出たいので練習してます。自力・自在。 
 ７内藤秀久  落車後だけど、練習は良かった。裕（鈴木）。 
◎８小嶋敬二  豊橋のＶでウィナーズは決めた。納得の自力。 
 ９朝倉佳弘  同期の勇人とは豊橋で連携したばかり。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９【１】３【６】【５】７【８】４ 
 
＜穴を探る＞ 埼京コンビで独占。２＝９ 
 
２車単 ８＝３ ８－４ ８－６ 
３連単 ８－３＝４６ 


