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≪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＞『初日は良かった「隅田」が決める』 
 ４５期の超ベテラン佐古雅俊（５９歳）が率先してやってる広島競輪場での早朝練習に吉永好
宏・大川龍二等と参加してる⑨（隅田）、その成果を出せてるとは言えないが、続けた暁はもっ
と上で闘える自力型、初日は１１３期の曽我圭佑に捲られはしたが中途のかゝりは良かったので、
こゝは逃げと捲りを使い分ける事で。後は長欠明けの①（篠原）、不安はあるがそこは実力で。
単騎の③（佐藤）はこの後に居るか。ライン長いのは、先行レーサー⑥（島田）に任せた⑤（高
森）⑦（赤石）⑧（井上）だけど。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１篠原英雄  一走したので、もう大丈夫。隅田に任せる。 
 ２高尾剛文  （高橋が自力なら任せるのでは） 
△３佐藤有輝  南関東は一人なら、決めずにします。 
 ４高橋義秋  後輪は壊れたが、体は大丈夫。自力。 
×５高森圭介  ⑤番のスピードが良過ぎでは。島田君。 
 ６島田茂希  赤板前に行ったのにね。後３人なら先行。 
注７赤石 聡  高森に任せる事にします。 
 ８井上達雄  初日任せた高森の３番手。 
◎９隅田幸助  曽我に捲られたが悪くない。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←４２【９】１ ３【６】５７８ 
 
＜穴を探る＞（高森）が恵まれる。 ５－７ ５－６ 
 
２車単 ９＝１ ９－３ ９－５ 
３連単 ９－１＝３５ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２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＞『走る以上は「芳野」で仕方ない』 
 予選の⑨（芳野）は定石通り一旦斬って中団をキープした迄は良かったが、不用意に上った処
を吉田輪太郎に内を掬われる大チョンボで、本命党の期待を裏切ったのをレース後は深く反省し
てたので、このレースは①（近藤）と２車でも、勝利するためには捲りと先行を使い分けての汚
名返上に全力を投じる。後に成った（近藤）は付いて行くものと信じて。初日は⑧（大竹野）に
任せた⑦（大久保）は②（徳吉）が補充で来た事もあり、話をして前で（徳吉）に成った以上は
だが。調子は良いけど展開には勝てなかった③（窪田）は、④（奥平）に任せる事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１近藤直幹  芳野と一緒ですね、付いて行きます。 
注２徳吉正治  （鹿児島の２人に任されたなら自力か） 
×３窪田陽介  今日は仕方ないでしょう。奥平さん。 
 ４奥平充男  藤原の番手か３番手で粘る作戦でした。自力。 
 ５三谷幸宏  島田に任せての事なので。決めず。 
 ６田畑英行  弱いだけです。僕も決めずです。 
△７大久保聡  裕樹（大竹野）と話をして、徳吉の番手。 
 ８大竹野裕樹 自力は厳しいので、こゝは大久保さん。 
◎９芳野 匠  人気を裏切り済みませんでした。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７８【９】１ ５ ６【４】３ 
 
＜穴を探る＞（芳野）の首位で薄目。 ９－８ ９－４ 
 
２車単 ９－１ ９－７ ９－３ 
３連単 ９－１＝３７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分） 
 
＜展望＞『大乱戦を制すか巧者「細川」』 
 初日の③（細川）は目の前の泉文人が高橋義秋の後輪にぶつかり、この２人が車体故障したの
に間一髪で追突を逃がれたのは、これ迄の経験であり調子の良さだったのでは、こゝは後輩⑤
（鈴木）と話をして自力・自在の⑦（乾）に任せての単進出。任された（乾）は先行型では無い
ので、狙っているのは⑧（宮西）と⑨（片折）の先行争いを捲るか。実績の①（小川）は初日こ
そ河合佑弥の突っ張りに手も足も出なかった（宮西）に任せる事で。先行主体の（片折）も後を
⑥（中塚）と②（林）が固めてくれるなら、逃げの一手か。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１小川将人  宮西と又一緒ですね、任せます。 
 ２林 明宏  このメンバーなら、九州の後です。 
◎３細川 洋  落車しなかっただけでもツキはある。初の乾。 
 ４佐藤 明  細川さんに鈴木さんなら、決めず。 
×５鈴木慎二  バック踏み切れず切り替えた。細川さん。 
 ６中塚記生  前が空けてくれなかった。初の片折君。 
○７乾 庄平  このメンバーなら、自分でやります。 
 ８宮西 翼  河合にやられました。２車でも自力。 
特９片折勇輝  中途を踏み過ぎました。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】１ ４【７】３５【９】６２ 
 
＜穴を探る＞ 中部で独占。 １＝８ 
 
２車単 ３＝７ ３＝１ ３－５ 
３連単 ３－７＝１５ １＝８－３７ 
 



 
■■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＞『小倉大好き「中村雅」に展開向く』 
 今回は山崎翼も居れば後輩曽我圭佑もで準決はどっちかに成ると思っていた②（中村）、それ
なのに自力のメンバーに苦が笑いをしてたが、広島の優勝も捲りであり、この選手に似合うのは
捲りと読んだ優秀な番組は、若い先行レーサー⑤（木村）と⑨（藤原）をセットして、後を④
（梶原）と⑥（松丸）に固めさせる念の入れ様。ラインの長さを生かすのは特選こそ末を欠いた
（木村）、①（高橋紀）だけでなく、埼玉コンビ迄なら、逃げの選択肢しかないかも。予選の逃
げ切りは圧巻だった岡山のホープ（藤原）のパワーは互角以上。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１高橋紀史  今日は行けないと思った判断ミス。弘(木村)。 
◎２中村雅仁  曽我じゃないんですね(笑)。自力・自在。 
 ３山本宏明  強い藤原の番手ですか、付いて行きます。 
 ４梶原恵介  中村さんの番手に行きます。 
▲５木村 弘  出が悪かったので、修正しての自力です。 
 ６松丸裕紀  前に離れたが３着ならば。九州３番手。 
注７齋藤和伸  河合は一段と強く成ってますね。北の後。 
 ８高橋昇平  齋藤先輩の後をしっかり固めます。 
○９藤原俊太郎 前回以上の調子です。決勝に乗る自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１７８【２】４６【９】３ 
 
＜穴を探る＞ 北コンビで独占。５＝１ 
 
２車単 ２＝９ ２＝５ ２－１ 
３連単 ２－９＝１５ ９－２＝５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『本当に強い「河合」の再勝有力』 
 予選の⑦（河合）は前を取るやハナから誰も出す気は無かったのか突っ張り、２周先行で最後
迄しっかり踏み切っての逃げ切りはすでに輪界トップクラスに匹敵する大迫力、人間性も苦労し
てるだけあってしっかりして居り、後競りならファンのために押し切って人気に応える。先輩④
（長井）は③（沖本）に競り込まれては厳しいので、特選先勝の②（高橋秀）が力での連対が有
力視される。⑨（園田）に任された①（山崎）は（河合）の後は離れるのを見越しての自力戦法。
復活⑤（宮越）は⑧（田村）に任せて決勝には乗ってる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１山崎 翼  自分のやるべき事はやった迄。自力。 
○２高橋秀吉  前のお蔭で１着。河合の３番手。 
 ３沖本尚織  俊太郎が強かった。河合に直付けします。 
 ４長井優斗  後輩河合は初めて、競りは仕方ない。 
×５宮越孝治  調子は問題ないですね。ライン大事に田村。 
 ６櫻井宏智  前に付いて行けて良かった。決めず。 
◎７河合佑弥  小倉は凄く走り易い。準決も先行。 
 ８田村風起  ラインで決まり良かった。自力です。 
注９園田鉄兵  曽我に切れ気味では。山崎君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】（４３）２【１】９ ６ 【８】５ 
 
＜穴を探る＞（河合）の後に九州がはまる。１－７ １－９ 
 
２車単 ７－２ ７－１ ７－５ 
３連単 ７－２＝１ ７－１＝９ 
 



 
■■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＞『大型ルーキー「曽我」の連勝』 
 予選の⑨（曽我）は５場所前の当地予選で５着した事が頭にこびり付いてたのか、それで危な
いレースに成ったが、最後は力でネジ伏せたのは近い将来Ｓ級で中川誠一郎の前で闘い度い夢が
あるからの事、今回は同期のライバル河合佑弥が逃げて目立ってるなら、得意の瞬発力を生かす
ものと信じて。連携するのは地元の実力者①（樫山）、（曽我）が逃げた時は余裕で逆転してる。
九州に好きにさせないと燃えているのは、反骨心旺盛な⑦（水谷）で、南関のカク乱に乗じての
捲りは、頭からの狙い。③（山崎）が好追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１樫山恭柄  修正の余地ありですね。初めての曽我。 
注２岡本英之  展開が読めなかった。ラインの吉田さん。 
×３山崎光展  田村君のお蔭で１着。こゝは初めての水谷君。 
 ４篠崎高志  久し振りに恵まれた。決めずですね。 
 ５中川慶一  吉田さんに感謝です。岡本さんの後。 
 ６吉田輪太郎 小倉はやっぱり良いですね。自力です。 
△７水谷将司  中途半端でした。山崎さんの前で自力。 
 ８高田 誠  片折君に準決に乗せて貰った。恭柄。 
◎９曽我圭佑  組み立ては勉強ですが、調子は大丈夫。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】【２】５【７】３ ４ 【９】１８ 
 
＜穴を探る＞（水谷）のパワーが上廻る。７＝３ 
 
２車単 ９＝１ ９－７ ９－３ 
３連単 ９－１－２３７ 
 
 
 
 
■■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＞『反省しきりの「佐川」が逃げる』 
 予選の②（佐川）は何も考えず力出し切る事に専念すれば結果を出せたのに何をしてたのか 、
９着したのは本人が一番ショックだったのでは、ヘルニア（腰）を２度も手術した苦労人なら一
度Ａ級に落ちてやり直した方が良いのかも、こゝは初日の分迄先行する。後を固めるのは⑨（竹
田）⑥（土岐）の義理堅い岐阜コンビ。初日は動くのが早かった④（松澤）は捌きか捲りがスタ
イル。⑦（開坂）が追走。①（小坂）は予選でこそ鈴木謙太郎に離れたが、このメンバーでは３
連対には。九州の２人は⑧（大西）のやる気次第。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１小坂敏之  もう引退ですよ（ガックリ）。決めずにします。 
◎２佐川翔吾  考え過ぎて失敗した。先行します。 
 ３立石拓也  ③番に内を掬われたのが。大西に任せる。 
△４松澤敬輔  力不足で紺野さんに悪かった。前々自在。 
 ５大前寛則  ３番手で仕事したのが余計でした。決めず。 
 ６土岐幹多  久し振りにゴールしました（笑）。竹田さん。 
注７開坂秀明  ２日目からですよ。松澤の番手です。 
 ８大西貴晃  中途半端でした。立石さんの前で自力。 
○９竹田和幸  展開だけで調子は大丈夫。佐川の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９６ ５【４】７ １【８】３ 
 
＜穴を探る＞（松澤）の捲り。 ４＝７ ４－１ 
 
２車単 ２－９ ２－４ ２－１ 
３連単 ２－９－１４６ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分） 
 
＜展望＞『補充「八谷」は常に全力駆け』 
 今年から北九州支部長に就任した①（八谷）、根が真面目故にどうしたら支部を盛り上げて強
くするかで先頭に立って頑張ってるだけでなく、競輪祭ナイターは８日以上も拘束されたのに短
い時間に練習してた姿は正にプロ、今回は予備だったので２日目から走ると準備してたならそれ
なりの結果は出す。初日はメンバーに不満たらたらだった⑨（桑原）は、（八谷）に成り笑顔。
⑤（小川）迄がライン。中近は⑧（大谷）を先頭に③（吉村）⑥（木本）でまとまったのに対し、
東勢は男気ある④（森川）に②（紺野）⑦（田村）の実力者コンビで九州に挑む。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１八谷誠賢  補充は待ってました。桑原の前で自力。 
△２紺野哲也  腰でなく骨盤を痛めてたんですよ。森川の番手。 
 ３吉村和之  久し振りできつかった。大谷に任せる。 
 ４森川 剛  紺野さん・田村さんの前で自力です。 
×５小川圭二  九州に決めたんですけどね。こゝも九州。 
 ６木本賢二  ９番手では厳しかった。こゝも中部の後。 
注７田村真広  前が離れては。こゝは紺野さんの後です。 
 ８大谷靖茂  久米を意識し過ぎたのは反省。逃げます。 
○９桑原 亮  八谷さんに行けるみたいですね。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【４】２７【８】３６ 
 
＜穴を探る＞（森川）に任せた（紺野）を。 ２－７ ２－４ 
 
２車単 １＝９ １－２ １－５ 
３連単 １＝９－２５７ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間１９時０６分）（電投締切１９時０３分） 
 
＜展望＞『ラインの長さで南関東優勢』 
 初日特選の⑦（鈴木裕）は凄い勢いで捲り切ったのに、伏兵畑段嵐士の捲りに屈したが動きは
良かったし、こゝは①（内藤）⑨（近藤）の神奈川コンビが後を固めてくれる事で逃げと捲りを
使い分ける事に。番手の（内藤）は落車した時の方が強く成るファイターなので。予選の３着は
不本意過ぎた②（田中）は、④（小岩）に任された事もあり初日の分迄暴れる事を約束。関東は
⑤（池田）の自力には⑧（金子）でスンナリ決まったが、⑥（小田倉）は信念を貫く事に。この
レースで最大の狙いは、初日のスピードは凄かった単騎③（伊藤）の連勝。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１内藤秀久  裕（鈴木）は行ってくれたのに。再度です。 
▲２田中 誠  匠栄は遅いですよ。こゝは自分でやる。 
特３伊藤勝太  ２角で行けてましたね。単騎で勝ちに行く。 
 ４小岩大介  野田さんと決まり良かった。誠（田中）さん。 
×５池田勇人  思い切りに欠けたが悪くない。自力です。 
 ６小田倉勇二 準決とは嬉しいですね。単騎自力。 
○７鈴木 裕  ラインで決まったと思ったのに。自力です。 
 ８金子真也  岸澤が強かった。何をやろうと勇人（池田）。 
 ９近藤俊明  選んだ位置が正解。内藤に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１９【２】４【３】【５】８【６】 
 
＜穴を探る＞（田中）が狙い。 ２－４ ２－３ 
 
２車単 １＝７ １＝２ １－５ 
３連単 １－７＝２３ 
 



 
■■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＞『仕上ってる「謙太郎」のパワー信頼』 
 初日は予選とは言え栗山俊介の逃げを強引に叩き切って１周以上を押し切った⑨（鈴木謙）、
ラスト半周ハロンは１１秒５、ホームからバック迄は１０秒９の物凄さ、こゝは真剣に新記録を
狙うとの事なので。同期の②（朝倉）なら付いては行けるか。（謙太郎）とは中学・高校で同じ
野球をやり兄弟々子として輪界デビューした親友でありライバルの⑤（飯野）は、初日の出来は
明らかに落車の影響はモロ。尚①（小嶋）は⑧（吉岡）が③（野田）に行った事で、⑥（小玉）
を一人にするのはで使う事にしたのは、少しでも楽したかったのかも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１小嶋敬二  自力の小玉を一人にするのは勿体ないので任せる。 
○２朝倉佳弘  同期の謙太郎（鈴木）に付いて行く。 
×３野田源一  展開に恵まれた。２車ですね、自力。 
 ４岩本和也  栗山君が強かった。小嶋先輩です。 
注５飯野祐太  後の園田さんが１着で良かった。自力です。 
 ６小玉拓真  １着と思ったのに、それだけが。自力です。 
 ７伊藤大志  勝太は２角でしょう。祐太（飯野）です。 
 ８吉岡篤志  康平（久米）が強かった。こゝはゲン（野田）。 
◎９鈴木謙太郎 バンク新を狙える調子。連勝する自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２【３】８【５】７【６】【１】４ 
 
＜穴を探る＞（小嶋）の捲り。 １－４ 
 
２車単 ９＝２ ９＝１ ９－３ 
３連単 ９－２－１３５ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『地元の雄「園田」は頼れるスター』 
 初日特選の⑤（園田）は任せた飯野祐太が行けずと判断するや、こゝの②（濱田）と同時に内
へ斬り込み突き抜けたのは、これ全て競輪祭でファンに迷惑掛けた事で汚名返上せんとの頑張り、
こゝは売り出し中の①（中本）を目標に決勝には乗ってる。（中本）は一頃の勢いは失せてるが、
逃げの組み立てならば。ラインの長さを生かしたいのはダービーの賞金がある（濱田）で、初日
の伸びは久し振りに好調。四日市記念とは別人の出来だった③（畑段）は自分でもやれるのに、
抜群の相性で信頼してる⑦（栗山）の番手は最高。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１中本匠栄  ホームで行けなかったので、修正しての自力。 
×２濱田浩司  園田に気合で負けたが、良いですよ。康平。 
△３畑段嵐士  栗山さんには優勝させて貰った事がある。 
 ４浦川尊明  小田倉の頑張りで準決勝。岸澤の番手。 
◎５園田 匠  気持で１着取りました。匠栄は２度目。 
 ６郡 英治  野田は中団だったので九州に居た。四国。 
 ７栗山俊介  岩本さんと立てた作戦通りでした。自力。 
 ８岸澤賢太  持つ距離なので突っ張った。自力です。 
注９久米康平  中途踏み過ぎてタレたのが。逃げます。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３【１】５【８】４【９】２６ 
 
＜穴を探る＞（栗山）使う（畑段）を。 ３－５ ３－７ 
 
２車単 ５＝１ ５－３ ５－２ 
３連単 ５－１＝２３ 
 


