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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２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『大物然としてる「吉川」のパワー信頼』 
 坂上樹大（８０期）が元選手の祐二氏（５６期）から預かった弟子①（吉川）、体力に恵まれ、
練習での強さは実弟の希望（１１１期）より上との評判、その力を発揮出来る様に成ったのが今
期の成績、こゝは１１３期新人③（清水）との叩き合いは避けられないが、力でネジ伏せてるパ
ワー。番手の④（中武）は５４歳から来る踏み出しの悪さで付いて行くのは難かしいので、中団
はある②（薮下）に任せる⑦（長田）が巧みな差脚で２着をキープすると思われるのは、義兄、
大槻寛徳（８５期）と練習してる効果。次いで（薮下）の自在脚。卓球で鍛えた（清水）は、こ
れからの若手。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉川勇気  やっと練習の力を実戦で出せる様に成った。自力。 
△２薮下直樹  同期の長田さんに任されたので自力です。 
 ３清水健次  小倉は初めて。バックを取る自力です。 
×４中武克雄  中近ラインで吉川の番手です。 
 ５田崎美佐夫 生き残りを懸けて頑張る。清水の番手。 
 ６丸山辰男  ３期目なので点数上げたい。中近の後から。 
○７長田彰人  同期薮下とは好相性です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】４６【２】７【３】５ 
 
＜穴を探る＞北コンビで仲良く。 ２＝７ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－４ 
３連単 １－７＝２４ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 



■■２Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『北海道のルーキー「八嶋」が最上位』 
 高校迄は陸上競技をやってた⑦（八嶋）、支部長の明田春喜（８９期）に弟子入りしての輪界
デビュー、実戦に慣れる迄時間を費やしたが、９月の名古屋準決勝で２度目の失格をしてからは、
やっと競輪の何たるかを理解した様で、それが最近の好成績、九州は２前回武雄を負け戦でも２
勝して居り、初めての小倉バンクは脚質マッチであれば。後に成ったのは、いざと成れば捲りは
残してる①（土屋）。今期は３期目で勝負駆けの②（組橋）は東３番手を選択から点数アップに
全力を投じる。１１１期生④（白濱）は⑤（丹波）の前で自力勝負。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１土屋 宏  来期２班。こゝは東で、八嶋の後。 
△２組橋一高  今期は何としても７０点をクリヤーしたい。東の３番手。 
 ３奥中竜之  このメンバーなら決めず、先手ライン。 
×４白濱一平  練習はしっかりやってます。勝ち上がる自力。 
 ５丹波福道  組橋とじっくり話して、白濱の番手。 
 ６野口修平  ７月に落車してからが。単騎でも自力。 
◎７八嶋稔真  九州は武雄以来２度目。先行基本の自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１２ ３ 【４】５【６】 
 
＜穴を探る＞（白濱）のパワーが上廻る。 ４－５ ４－７ 
 
２車単 ７＝１ ７－２ ７－４ 
３連単 ７＝１－２３４ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『「増田」「田村」の広島コンビで結着』 
 野球一筋でプロ野球を目指していた①（増田）、縁あって広島の超人、斎藤勝（５３期）に弟
子入りしての輪界デビュー、新人らしく逃げに徹す事で来々期の２班は決めて居り、こゝは同県
の大先輩⑦（田村）と連を独占する先行で粘り抜く。番手に成った（田村）は、グループのリー
ダーとして頑張って来ただけあって、決め脚は鋭く逆転は互角以上。３番手を固めるのは２期目
に成った巧者⑤（山中）。抵抗するのは九州で走れば好走してるイメージがある④（米倉）と、
自在②（鈴木）の東コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１増田 仁  吉本哲郎さんに面倒見て貰ってます。３日間先行。 
×２鈴木祥高  体調はもう大丈夫。東で米倉君に任せる。 
 ３瀬口慶一郎 来期は２班なのでまだ頑張りますよ。決めず。 
 ４米倉剛志  調子は悪くない。新人に負けない自力。 
△５山中 隆  増田に一度付いてます。広島３番手。 
 ６熊無俊一  今年で卒業します。決めず単騎。 
○７田村光昭  増田とは今回で５度目の連携です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７５ ３ 【４】２ ６ 
 
＜穴を探る＞（米倉）の逃げで（鈴木）。 ２－４ ２－１ 
 
２車単 １＝７ １－５ １－２ 
３連単 １＝７－２５ 
 
 
 
 
 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『愛媛期待のルーキー「薦田」が強い』 
 小倉は９月末のミッドナイトを走り、初日・２日目は圧倒的パワーで圧勝した⑦（薦田）、決
勝は松井宏佑・嘉永泰斗の３着に甘んじてからは、取りこぼしが目立つ様に成ったが、調子は問
題ないし、それだけの練習をしてるとの事、今回は久しく遠去かってる優勝（３度目）しか狙っ
てないなら、初日は特に大事。後は①（大石）⑥（尾籠）の地元コンビだが、（薦田）が展開の
アヤで捲りに成った時は付いて行けそうになく、その時は２班の点はキープしてる自在の②（菅
藤）の２着に成るし、捲りの⑤（黒川）にも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１大石敏弘  ７０点はキープしたい。薦田の番手です。 
○２菅藤 智  黒川君と話して先行基本です。 
 ３藤本辰次  １着取れてるから悪くない。決めず。 
 ４本間慎吾  上越ラインの菅藤さんに全て任せます。 
△５黒川将俊  関東とは別で単騎でやります。 
 ６尾籠久則  ３期目、今年で終了です。大石さん。 
◎７薦田将伍  小倉は９月末に走り２度目。先行です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１６【２】４【５】 ３ 
 
＜穴を探る＞（薦田）の首位で（本間）。 ７－４ 
 
２車単 ７－２ ７－５ ７－１ 
３連単 ７－２＝４５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『新鋭「奥村」の逃げを「秋山」が捲る』 
 ７月から佐賀支部長に就任した⑦（秋山）、公務は忙しくても気持は充実してるのがこの成績、
地元①（長野）に任されたなら④（奥村）を逃がして捲るか、展開では捌いて実力発揮。地元を
走れば気合が違う（長野）なら逆転は互角。やっと９車立にも慣れて来た（奥村）に７車立は精
神的に優位に立てるし、後を⑥（森下）②（橋本）の高知ベテランコンビが固めてくれるのは有
利なら、小細工を弄せぬ先行で押し切ってるか。兵庫コンビは、前に成った⑤（中村）より後に
成った③（河野）が好調。  
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１長野和弘  シューズを元に戻して秋山に任せる。  
 ２橋本忠延  森下が勝負駆けなら後で良いですよ。 
×３河野克也  ミッチー（中村）に全てお任せです。 
△４奥村諭志  小倉は好きなバンク。先行します。 
 ５中村美千隆 この成績では良いとは言えない。自力。 
 ６森下忠夫  橋本さんに甘えて奥村の番手。 
◎７秋山貴宏  地元の長野さんと決める自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】６２【７】１【５】３ 
 
＜穴を探る＞（奥村）のパワー。 ４－６ ４－７ 
 
２車単 ７＝１ ７－４ ７－３ 
３連単 ７＝１－４ 
 
 
 
 
 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『ベテラン「海野」首位のチャンス』 
 街道練習中に車に跳ねられ骨と云う骨を骨折した⑦（海野）、それでも短期間で実戦に復帰し
たのはこれ迄培って来た根性に執念、現在は息子が競輪選手を目指してるのが励みに成ってるそ
うで、こゝは１１１期の大物①（高橋）を目標に首位奪取。（高橋）は小倉はこれ迄３度走って
居り、感染性胃腸炎で調子落していたが、本人が大丈夫と言ってるなら信用してみたい先行レー
サー。④（溝口）迄がライン。⑤（石坂）は先輩③（井上）に任されたならば中団は絶対にキー
プしての捲り狙いか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１高橋大輝  １０月に体調崩したがもう大丈夫です。積極自力。 
 ２永田隼一  地元は気持で闘います。自力。 
 ３井上 剛  永伍（石坂）には世話に成ってます。 
×４溝口和人  海野さんの後を固めます。 
△５石坂永伍  悪くはないですよ。自力・自在。 
 ６野口誠一郎 地元の永田君に任せます。 
◎７海野敦男  溝口と話して、初の高橋大。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７４【５】３【２】６ 
 
＜穴を探る＞ 岡山コンビで独占。 ５＝３ 
 
２車単 ７＝１ ７－５ ７－４ 
３連単 ７＝１－４５ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『小兵でもやる事はでかい「吉田」が上位』 
 愛媛の１１１期と言えば松本貴治・門田凌・今野大輔が一足先に花を開かせたが、変わらぬ活
躍は「山椒は小粒でもピリリと辛い」①（吉田）、それが今期３度の優勝で、来々期のＳ級、小
倉は７月に走り、初日・準決を快勝して居り、得意バンクであれば同型⑤（一ノ瀬）にやられる
事は無いと信じて。後を固めるのは北九州輪界のリーダー⑦（中井）、まかり間違っても離れて
はいけない立場。３番手はやっと良く成ってる⑥（原）だけど厳しいので、３着争いは（一ノ
瀬）が有力視される。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉田智哉  前２場所みたいな事は無い。自力。 
 ２井手尚治  飯田と話をして、近畿の後から。 
×３窓場加乃敏 前回の落車は大丈夫。一ノ瀬の番手。 
 ４飯田威文  井手さんは近畿なら決めず。 
△５一ノ瀬貴将 吉田を逃がしたら捲れないので先行主体。 
 ６原 敬次  腰の状態は変わらずですよ。中井の後。 
○７中井大介  地元だから気合で走る。初めての吉田。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７６ ４ 【５】３２ 
 
＜穴を探る＞（吉田）の首位で東コンビ。 １－２ １－４ 
 
２車単 １－７ １－５ １－３ 
３連単 １－７－３５ 
 
 
 
 
 
 



■■８Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『異色のルーキー「皿屋」が人気に応える』 
 三重県は伊勢市役所に１５年務めた①（皿屋）、自転車の趣味が昂じて「プロで勝負してや
る」と反対する嫁さんを説得して舛井幹雄（７１期）弟子入りしデビュー、強力パワーで来年一
年間のＳ級は決めて居り、現在は何処迄通用するかでハードな練習をしてる最中が最近の物足り
ない成績だが、このメンバーでは多分負ける事はなさそう。連携するのは岐阜支部長として頑張
ってる⑦（藤原）、付いては行ける脚力の持ち主なので順当なら本命一発で決まるレースだが。
３番手は③（垣外中）。抵抗するのは自力・自在の④（山崎）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１皿屋 豊  準決が壁に成ってるが大丈夫。人気に応えます。 
 ２阿部宏之  関戸さんと話をして山崎君。 
×３垣外中勝哉 何も考える事はないでしょう。中部の後。 
△４山崎輝夫  皿屋が相手なら自力・自在。 
 ５関戸 努  同期の宏之（阿部）に任せる。 
 ６赤松秀展  今期は公傷ですね。決めず。 
○７藤原 誠  皿屋に離れない様にします。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７３ ６ 【４】２５ 
 
＜穴を探る＞本命を買うか見送りのレース。 
 
２車単 １－７ １－４ １－３ 
３連単 １－７－３４ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『全てにスケール大きい｢矢口｣が大本命』 
 Ａ級に落ちた事で初心に戻って凄い練習をしたのは⑦（矢口）、どうやら最終バックは取ると
決めた模様で、逃げ主体に早目の捲りがこの本数、４００なら１周半は平気の平左なので、こゝ
は元気一杯の⑤（小谷）が相手でも怯む事なく風を切る事でパワー全開。静岡の２人は①（石
橋）が一人でやりたいと言った事で、④（柏木）は少しだけ迷ったが、順当に（矢口）の番手を
主張する。②（藤原）と⑥（櫻井）は西ラインを大事に（小谷）を選んだ事で、（矢口）がやり
合えば（石橋）にチャンス。 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１石橋慎太郎 伸介さんとは別で、僕は単騎です。 
 ２藤原悠斗  櫻井さんに許して貰ったので、小谷君。 
×３佐々木健司 こゝは決めずでお願いします。 
○４柏木伸介  慎太郎と話して矢口の番手に行きます。 
 ５小谷 実  小倉は１０月に走ったばかり。自力です。 
 ６櫻井太士  悠斗（藤原）が何をやろうと任せます。 
◎７矢口大樹  調子は良いですよ。僕は先行しか考えてない。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】４ ３ 【１】【５】２６ 
 
＜穴を探る＞（矢口）から筋違い。７－２ ７－５ 
 
２車単 ７＝４ ７－１ ７－３ 
３連単 ７＝４－１３ 


