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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『焦点は九州勢の並び』 
 このレースは３日目だけ補充の②（渡邉）と⑦（田中）が参加した事で、九州４人は自在の⑧
（高橋）を先頭にまとまるかに成れば凄く微妙で、大分と宮崎は南九州ラインであれば（田中）
が（高橋）に行き、地元の（渡邉）は④（高尾）に任されたのを盾に自分でやる道を選びそうな
ので、顔見せは大事。九州に関係ないのは中近で、練習では悪くない①（奥平）には、能力はこ
んな物じゃない⑨（小川）で連携。⑤（近藤）は（小川）とは同期と言う事で、中近の３番手に
成ったものと思われる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１奥平充男  練習の脚を出せないのが悔しい。自力基本。 
×２渡邉 満  （高尾に任された事で自分でやる事も） 
 ３高森圭介  島田に任せての事なので。こゝは決めず。 
 ４高尾剛文  満（渡邉）が南九州の後でも、任せます。 
△５近藤直幹  芳野に付いて行けないでは。中近の後。 
 ６田畑英行  力不足としか言えません。決めず。 
 ７田中洋輔  （大分はラインであれば高橋の後かも） 
注８高橋義秋  新しくした部品代を稼がねば。前々自在。 
◎９小川将人  宮西に任せた結果。こゝは奥平さん。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５ ３ ６【８】７【２】４ 
 
＜穴を探る＞（渡邉）の抜け出し。２－９ ２－７ 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－２ 
３連単 ９－１＝２５ 
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■■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＞『補充戦に強い「片山」が本命』 
 小倉は今期正規配分が２度で、補充を１０月・１１月に走ってる①（片山）、補充は連勝中な
ので当然自力と思って来たらこんなメンバー、同県の⑨（徳吉）が自分でやりたいと言ってるな
ら我まゝ言わず任せて絶大なる人気に応えるのでは。後は⑦（大久保）④（大竹野）の鹿児島コ
ンビで固めるラインは強力過ぎる。尚（片山）がどうしても前でやると言った時は（徳吉）が番
手のケースもあるので、前後はあくまでも顔見せで。北海道コンビは初日連携はしてるが共に不
振では。関東の③（赤石）⑧（井上）に、単騎の⑤（佐藤）は苦戦。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１片山直人  （徳吉が自力でやりたいなら任せるのでは） 
 ２三谷幸宏  初日に任せた後輩茂希（島田）。 
 ３赤石 聡  捲りに行ったが出なかった。自在です。 
×４大竹野裕樹 大久保さんが地元なら、後からです。 
注５佐藤有輝  調子は悪いですね。決めず。 
 ６島田茂希  見ての通りです。先輩の前で先行。 
○７大久保聡  福岡の２人には世話に成ってるので、３番手。 
 ８井上達雄  今日も任せた赤石に任せます。 
△９徳吉正治  片山さん次第ですが、僕は前でやりたい。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１７４ ５【３】８【６】２ 
 
＜穴を探る＞ 地元（片山）は外せない。 
 
２車単 １＝７ １－９ １－４ 
３連単 １－７＝９ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１６時２４分）（電投締切１６時２１分） 
 
＜展望＞『気合入った「芳野」が連対の軸』 
 初日予選で◎人気を裏切った⑨（芳野）、これではダメだと２日目は絶対に負けられないで走
った結果が捲り勝利、これで気合も入ったし調子も戻ったものと信じて、このレースはしっかり
位置をキープしての捲りで連勝。後は四国の先輩⑦（山本）。特選シードの①（山崎）は９月１
日の当地準決で失格に成ったのを納得してない事もあり何時もと違うが、こゝは先輩⑤（梶原）
だけでなく、⑥（高田）に迄任されたなら、怒りのパワーでブッ千切ってる事も。中近の２人は
何となく冴えない⑧（宮西）が前で、調子上げてる②（窪田）を連れて動くが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１山崎 翼  展開は読めてたのに仕掛け遅れた。自力。   
×２窪田陽介  奥平さんに感謝です。宮西さんの番手。 
 ３中川慶一  落車は堪えてますね。何かやると言う事で。 
 ４鈴木慎二  細川さんに悪い事した。中川か、決めず。 
注５梶原恵介  前に付いて行けないでは。後輩、翼。 
 ６高田 誠  離れては引退ですよ(笑)。大分の後。 
△７山本宏明  藤原に任せての事なので。芳野です。 
 ８宮西 翼  もっと踏まないといけなかった。自力。 
◎９芳野 匠  初日の事があったので勝ちに行った。再度。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５６【９】７ ３ ４【８】２ 
 
＜穴を探る＞（山崎）のパワー。１－５ 
 
２車単 ９－１ ９－７ ９－２ 
３連単 ９－１＝２７ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時４９分）（電投締切１６時４６分） 
 
＜展望＞『無念の「中村雅」がキッチリ決める』 
 準決勝の⑨（中村）は、もっと若い藤原俊太郎が木村弘とやり合うものと思って中団を取った
のに、藤原は８番手に下げて仕掛け遅れた事で慌てゝ捲りに行ったが、時すでに遅しで不発に終
わりガックリしてたが、こゝは九州の新らしい仲間に成った①（片折）に任せて勝ちに行く。後
は２日目の１着に上機嫌だった大ベテラン⑥（中塚）、付いては行けるか。先行レーサー⑧（隅
田）を先頭に、②（沖本）④（櫻井）でまとまる広島トリオで狙えるのは、準決勝の競り合いで
気合入った（沖本）。③（乾）は中団が理想。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１片折勇輝  体調は今イチですが、熊本の前で自力。 
△２沖本尚織  競り勝っても離れては。後輩隅田の番手。 
注３乾 庄平  後２人だったので無理して仕掛けた。自在。 
 ４櫻井宏智  広島３人ですね、３番手固める。 
 ５細川 洋  乾君は頑張ってくれた。再度任せる。 
○６中塚記生  今期初勝利ですよ。雅仁（中村）。 
 ７佐藤 明  このメンバーなら細川さんの後です。 
 ８隅田幸助  脚使ったにしては粘れた。広島の先頭で。 
◎９中村雅仁  ４人を捲るのは厳しかった。初の片折。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９６【３】５７【８】２４ 
 
＜穴を探る＞（中村）、こゝでは多分負けない。 
 
２車単 ９－６ ９－２ ９－１ 
３連単 ９－６＝１２ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時１７分）（電投締切１７時１４分） 
 
＜展望＞『準決を反省の「藤原」が逃げる』 
 準決勝の①（藤原俊）はどう見ても木村弘と２分戦なのに山本宏明と立てた作戦は前を取って
の捲りだったとは、これからの若者にしては淋しいレースだったのは残念としか、これからは逃
げて逃げまくってＳ級上位で活躍して欲しい、こゝは後競りは気にせず準決の分迄逃げに徹し切
る。競り合いはどっちが勝っても離れそうなので、特選先勝の③（高橋秀）が捲りを応用して
（藤原）と勝負する。練習してるからこの成績は好調②（園田）、自力・自在に前々に攻める事
での連突入が、３番目の狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１藤原俊太郎 前を取ったのが大失敗。こゝは逃げます。 
△２園田鉄兵  山崎に任せてたので。こゝは自在。 
○３高橋秀吉  競りの後は厳しかった。単騎で走る。 
 ４林 明宏  九州を選んで良かった。英雄（篠原）。 
 ５長井優斗  高橋昇が勝負するなら後を固める。 
×６吉田輪太郎 チャンスはあったのにね。単騎で自力。 
 ７高橋昇平  ４番手で仕事しました。藤原に直付け。 
注８松丸裕紀  前に任せての事なので。鉄兵（園田）。 
 ９篠原英雄  良くは成ってますね。競りでも藤原俊。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】（９７）（４５）【３】【２】８【６】 
 
＜穴を探る＞ 本命を買うか見送りのレース。 
 
２車単 １＝３ １－２ １－６ 
３連単 １－３－２６８ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『動き軽快「岸澤」が勝ちに行く』 
 今回の②（岸澤）は気持が乗ってるのか初日は佐川翔吾を突っ張り、準決は中本匠栄を鐘で又
しても突っ張るやる気、結果は９着したがしっかり「競輪」をやって居り、こゝは⑤（紺野）④
（森川）が後を固めてくれるなら、力の出し惜しみだけはやらない。（紺野）は（森川）の前に
成った以上はの闘志。初日の捲り、そして準決のカマシでアピールしてる③（小玉）の調子は頭
から狙えるが、先輩⑨（大前）を従えた以上は、自分だけの捲りは許されないかも。地元⑦（八
谷）は腰痛ぐらいでシュンと成る様な選手ではないので、人気薄なら狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １立石拓也  大西は仕掛けてくれたので。八谷です。 
◎２岸澤賢太  やるだけの事はやったので。自力です。 
×３小玉拓真  小嶋さんが１着なら良かった。２車でも自力。 
注４森川 剛  やる時はやるでしょう。こゝは紺野さん。 
○５紺野哲也  森川の後で良かったのにね、岸澤に成った。 
 ６土岐幹多  前には付いて行けるてので。大谷の番手。 
▲７八谷誠賢  実は２日前に腰を痛めたんですよ。自力。 
 ８大谷靖茂  最終日こそは逃げたいですね。 
 ９大前寛則  セッティングをいじり大失敗、戻した。小玉。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１【２】５４【３】９【８】６ 
 
＜穴を探る＞（八谷）の責任感に。７－１ ７－３ 
 
２車単 ２＝５ ２＝７ ２－３ 
３連単 ２＝５－３４７ 
 
 
 
 
■■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＞『こゝ迄落ちたら「池田」で不動』 
 準決勝は勝負処で内をごっそり行かれ浮いてしまい、まさかの９着で一般戦を走る事に成った
①（池田）、そこ迄落ち込んでなかったのは強い精神力の持ち主だからなのかも、同じ自力でも
捲りより本来の先行を主体に人気に応える事に。マークするのは初日予選で鈴木謙太郎に離れた
ショックで珍しく元気が無い⑨（小坂）、気合で付いて行く。⑦（小川）迄がライン。調子良く
てもこれだけ運行が下手ではこの成績も頷けるのは力ある⑤（佐川）、こゝは叩き合いを避けて
の捲りであれば。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１池田勇人  走ると決めた以上は自力で頑張ります。 
×２桑原 亮  八谷さんに任せた結果。予選同様、大西。 
 ３開坂秀明  針治療の影響か、力が入らない。松澤です。 
注４松澤敬輔  内しかなかったんですよ。自力・自在。 
△５佐川翔吾  脚使ったにしても２着は悔しい。自力。 
 ６木本賢二  ９着しなかっただけでも。佐川の番手。 
 ７小川圭二  このメンバーなら関東の３番手。 
 ８大西貴晃  捲りに行ったが遅かった。自力。 
○９小坂敏之  見ての通りですね。勇人（池田）の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【４】３【５】６【８】２ 
 
＜穴を探る＞（佐川）のパワーを。５－１ 
 
２車単 １－９ １－５ １－２ 
３連単 １－９＝５７ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１８時４７分）（電投締切１８時４４分） 
 
＜展望＞『好調「畑段」が人気に応える』 
 初日の捲りなら決勝には乗ってるものと信じていた⑨（畑段）、結果は頼みの②（栗山）がま
さかの８番手に成るとは、それでも（栗山）に優勝を獲らせて貰った恩があるし再びに成ったな
ら、逃げてくれたら体を張って援護する。任された（栗山）は準決勝の事があるので後手は踏ま
ない気合の自力型。良化の実力者⑦（吉村）が３番手。連日の動きは光っているのに、詰めを誤
まってる①（鈴木裕）は⑤（近藤）③（伊藤大）に任された事で無茶駆けは避けての捲りであれ
ば、持ってる物は違うので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１鈴木 裕  連日、主導権は握ってるので。自力です。 
○２栗山俊介  ８番手に成ったのが全て。反省の先行。 
注３伊藤大志  小玉は点数以上ですね。南関の後。 
 ４浦川尊明  予選で任せた小田倉に再度。 
 ５近藤俊明  内藤なら捲りは止めると思った。鈴木裕。 
 ６小田倉勇二 ホームで仕掛けたが、力不足。自力です。 
×７吉村和之  初日より良かった。こゝは近畿の後。 
 ８田村真広  前２人のお蔭で１着。栃茨の後。 
◎９畑段嵐士  栗山さんには世話に成ってるので、再度。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９７【１】５３【６】４８ 
 
＜穴を探る＞（鈴木）のハイパワー。１－５ １－３ 
 
２車単 ９－２ ９＝１ ９－７ 
３連単 ９－２＝１７ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時２０分）（電投締切１９時１７分） 
 
＜展望＞『躍進「中本」が単騎で捲る』 
 今期の活躍で全国に名を売った⑤（中本）、半年以上も絶好調を続けて来たが先月からカゲリ
が、それでも予選は１１秒１のハロンで１着取って居り、こゝは単騎に成った事で好きに走れる
で喜んでいるのは事実、じっくり溜めての捲りを決める。対抗は①（小岩）に任された事でやる
気に成った捲りのスペシャリスト⑨（野田）。落車の影響はモロだった⑦（飯野）には格上の意
地があるので、思い切って逃げた時は③（朝倉）とで独占も。着以上に動けてる②（久米）は先
輩④（吉岡）を従えての自力で穴出す。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １小岩大介  誠さんは１着なのに、力不足としか。野田さん。 
注２久米康平  逃げてこの着では力不足。先行基本。 
△３朝倉佳弘  謙太郎に任せての事なので。同期、祐太。 
 ４吉岡篤志  同県の後輩、康平に行く。 
◎５中本匠栄  鐘で突っ張られたのが痛かった。単騎自力。 
 ６竹田和幸  佐川を抜いてしまったのが。徳島の後。 
×７飯野祐太  見ての通り、力不足としか。自力です。 
 ８金子真也  勇人に任せての事なので。朝倉の後。 
○９野田源一  捲りに行ったが、出なかった。自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】４６【９】１【５】【７】３８ 
 
＜穴を探る＞（野田）の捲り。９－１ ９－３ 
 
２車単 ５＝９ ５－３ ５－７ 
３連単 ５－９＝３７ 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時５５分）（電投締切１９時５２分） 
 
＜展望＞『１１３期新人「河合」「曽我」に注目』 
 準決こそ②（宮越）に抜かれた③（河合）だが、鐘前から仕掛けて１周半をフルにモガいた勇
気は、間違いなく将来はタイトルホルダーの仲間入りを果たす大物、初日同様④（齊藤）⑧（篠
崎）を従えての逃げで４度目の優勝を飾る。（河合）とは同級生の⑨（曽我）はまだ１・２班戦
の優勝は無いので、（河合）と真向からやり合うより、叩き合いは先行レーサー⑦（木村）に任
せての自信ある捲りであれば初Ｖも。後は地元で張り切る①（樫山）。連日の伸びは良かった頃
に戻ってる（宮越）は、展開不問で狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１樫山恭柄  曽我と決めたかったんですよ。再度任せる。 
×２宮越孝治  小倉との相性だと思います。再度田村。 
◎３河合佑弥  準決の走りは修正の余地ありです。先行。 
注４齋藤和伸  木村には世話に成ってるので。こゝは河合。 
 ５高橋紀史  ニューフレームはバッチリ。弘（木村）に再度。 
 ６田村風起  宮越さんの作戦通りでした。前で自力。 
 ７木村 弘  後３車を生かしました。２車でも自力。 
 ８篠崎高志  恵まれました。初日同様、埼京の後。 
○９曽我圭佑  初日を反省して逃げた結果。初Ｖは狙います。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】４８【６】２【９】１【７】５ 
 
＜穴を探る＞ 九州コンビで独占。９＝１ 
 
２車単 ３＝９ ３＝１ ３－２ 
３連単 ３－９＝１２ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分） 
 
＜展望＞『地元「園田」執念のパーフェクトＶ』 
 競輪祭の落車は影響大だった①（園田）、そんな状態でも四日市記念は決勝に乗った事が良か
ったのか連日の伸びこそが本来のもので、こゝは準決の捲りは見事だった後輩⑤（田中）に任せ
ての完全Ｖ。任された（田中）は先行屋じゃないので、捲りと捌きを応用する事でのＶ奪取。⑨
（内藤）だけでなく③（濱田）に迄任された②（鈴木）は公約した通り、逃げるかロング捲りで
の押し切りこそが本命かも。準決の⑦（小嶋）は勘も冴えてたが、（鈴木）を合わせた番手捲り
はまるで超人、こゝも当然一発はあるし狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１園田 匠  匠栄が仕掛けてくれたから。誠（田中）です。 
○２鈴木謙太郎 行ったと思ったが、小嶋さんにやられた。自力でＶ。 
 ３濱田浩司  康平（久米）と決めたかったですよ。鈴木の３番手。 
 ４伊藤勝太  仕掛け遅れてるが、決勝ならば。こゝも単騎。 
×５田中 誠  内藤さんのブロックを越えたのが。前で自在。 
 ６郡 英治  この優出でＳ級点はクリヤー。こゝも決めず。 
▲７小嶋敬二  小玉の頑張りですね。岩本と決める自力。 
 ８岩本和也  小嶋さんに追い付いて良かった。再度です。 
注９内藤秀久  同期の誠は止めたと思ったのに。謙太郎は初。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９３ ６【４】【５】１【７】８ 
 
＜穴を探る＞（鈴木）が押し切る。２－９ ２－３ 
 
２車単 １＝２ １＝７ １－５ 
３連単 １－２＝５９ ２－９＝１３ 


