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■■１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『１１１期「白濱」奮起の自力戦』 
 初日予選の⑤（白濱）は果敢に先行したものゝ１１３期の八嶋稔真にアッサリ叩かれては前途
は茨の道だけど、これからの努力次第ではどれだけでも強く成れる若さと体力があり、練習グル
ープの佐藤幸治・瀬戸兄弟と死に物狂いで練習する事か、こゝは自在の①（薮下）と２分戦なら
キッチリ逃げ切ってこそに成る。後は久留米をホームバンクにしてる③（大石）。④（山中）迄
がライン。初日の（薮下）は簡単に６番手迄下げたのが命取りに成った事を反省したなら、こゝ
は逃げるか捌きでの単進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１薮下直輝  同期の長田に悪かった。こゝは自力。 
 ２藤本辰次  前には付いて行けたので。こゝも決めず。 
△３大石敏弘  競り負けては力不足。白濱の番手。 
×４山中 隆  こゝは九州の３番手にします。 
◎５白濱一平  八嶋に脚負けですね。自力。 
 ６熊無俊一  このレースは東の後からにします。 
 ７田崎美佐夫 東ラインで薮下君の番手です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７６【５】３４ ２ 
 
＜穴を探る＞（薮下）が捌くか捲る。 １－７ １－２ 
 
２車単 ５＝１ ５－３ ５－４ 
３連単 ５－１＝３４ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２日 



 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『「清水」「鈴木」の埼京コンビが上位』 
 初日の①（清水）は１１３期のルーキーにしてはガッカリの内容に脚力だったのは大いに不満
だが、このメンバーならば間違いなくバックは取れるので、初日の分迄力を出し切る事か。連携
する⑦（鈴木）は捲りを残してる実力者なので、スンナリの番手ならば逆転は互角以上。この
まゝでは終われない③（丹波）は、埼京の後を主張する事での３連対。自分でやれば強い②（黒
川）は、そこ迄の自信は無いのか、ライン大事に⑤（野口）に任せる事にしたのが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１清水健次  初日の走りは反省ですね。先行基本。 
△２黒川将俊  ７番手に成ってはダメでしょう。ラインの野口君。 
×３丹波福道  白濱は逃げてくれたので。埼京の後。 
 ４瀬口慶一郎 尾籠とは別々に、こゝも単騎で。 
 ５野口修平  話をして黒川さんの前で自力。 
 ６尾籠久則  地元なので最後迄頑張る。決めず。 
○７鈴木祥高  米倉に任せての事なので。ラインの清水です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７３ ４ ６ 【５】２ 
 
＜穴を探る＞ 力ある（黒川）の単。 ２－１ ２－７ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－３ 
３連単 １＝７－２３ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『若い「吉川」「増田」力の両立』 
 開幕戦を１番車で絶大なる人気に応えた①（吉川）、体力そして練習環境に恵まれて居り、１
１３期の清水健次を子供扱いにしたパワーと、後２人のアドバンテージを生かす先行・捲り。後
は付いて行けそうな④（奥中）。対する⑦（増田）の初日は先輩田村光昭にアッサリ抜かれたの
は少しだけ不安だが、凄い練習をしてるそうなので、こゝは（吉川）の上を行くパワーと信じて。
後を固めるのは点数駆けの③（組橋）。展開で（吉川）と（増田）が激しくやり合った時に狙っ
てみたいのは⑤（菅藤）②（土屋）の群馬コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉川勇気  小倉バンクは走り易い。自力。 
 ２土屋 宏  新人を抜けなかったが悪くない。後輩菅藤。 
 ３組橋一高  選んだ位置が正解。こゝはラインの増田君。 
△４奥中竜之  準決に乗れて良かった。ラインの吉川です。 
×５菅藤 智  作戦通りでした。先輩に任されたので自力。 
 ６丸山辰男  初日の流れで吉川の３番手に決めた。 
○７増田 仁  田村先輩と決まり良かった。２車でも自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】４６【５】２【７】３ 
 
＜穴を探る＞（増田）のパワーが上廻る。 ７－３ ７－５ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－５ 
３連単 １＝７－４５ 
 
 
 
 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『愛媛のホープ「薦田」パワーで圧倒』 
 カヌー競技で基礎体力を養い、渓飛雄馬（８６期）に弟子入りした①（薦田）、初日の逃げ切
りは間違いなく進化して居り、こゝは同期④（八嶋）との対戦に成ったが、力でネジ伏せる事に
する。番手は予選で１１３期の増田仁をアッサリ逆転した⑦（田村）、付いて行けばチョイ差は
あるかも。（薦田）に遜色ない鮮やかな逃げ切りで好調をアピールした（八嶋）は、逃げ・捲り
がツボにはまった時は（薦田）の上を行き、ラインの②（長田）と独占してる事も。南関の③
（米倉）と関東の⑤（本間）は、各々に単騎戦。 
 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１薦田将伍  小倉は走り易い。先行基本。 
×２長田彰人  薮下さんが仕掛けてくれたから。八嶋の番手。 
 ３米倉剛志  ３着なら悪くない。自分で。 
△４八嶋稔真  土屋さんと決まり良かった。自力。 
 ５本間慎吾  菅藤さんに感謝。こゝは決めずですね。 
 ６中武克雄  吉川は強いですね。瀬戸内の後。 
○７田村光昭  増田と決まったので。薦田に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７６【３】【４】２ ５ 
 
＜穴を探る＞（八嶋）のパワー。 ４－１ ４－２ 
 
２車単 １－７ １－４ １－２ 
３連単 １－７＝４ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『初日は良かった「永田」が押し切る』 
 小倉を走れば間違いなく５割増は④（永田）、予選は鐘先行に挑戦、不運にも後の野口誠一郎
が離れた事で石坂永伍にやられはしたが、このメンバーは先行と言えるのは一人であれば、如何
なる展開に成っても１着でゴールしてるのでは。番手は腰を痛めた事でこゝ迄点数下げた⑥
（原）、付いて行ける保証は無いので、対抗は③（関戸）に任された事で、前々に攻める⑤（阿
部）。自力に拘っていても、こゝ数場所の不振は目を覆うものがあるかつてのスター①（中村）
は、果敢に攻める条件で。⑦（垣外中）が追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１中村美千隆 中団は作戦通りでした。自力。 
 ２井上 剛  永伍（石坂）は１着なのに残念。近畿へ。 
 ３関戸 努  同期阿部と又一緒ですね、任せます。 
◎４永田隼一  逃げた感じは良かった。自力。 
○５阿部宏之  関戸さんに再度任されたので、先手ラインへ。 
×６原 敬次  前に付いて行けなかったでは。地元永田。 
 ７垣外中勝哉 ３番手４着が現在の調子。美千隆（中村）。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】６ ５３【１】７２ 
 
＜穴を探る＞（中村）の自力戦。 １－７ １－２ 
 
２車単 ４＝５ ４－１ ４－６ 
３連単 ４－５＝３６ 
 
 
 



 
 
■■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＞『好素材「高橋大」逃げ切りの好機』 
 ３場所連続で決勝に乗り、これからの時に一ヶ月休んでしまった⑦（高橋）、その間は事情が
あって練習出来なかったのか、復帰後の成績は悲惨なのが初日の捲り不発、今年も叔父さん（高
橋大作）の所、京王閣に冬期移動したとの事なので、来期が真の勝負か、今イチの状態でもこゝ
は事実上の先行１車。①（井手）③（飯田）で後は固める。初日に人気を裏切ってくれた④（秋
山）は、これ以上は迷惑掛けられないで自力を出すか、展開では（高橋）の番手で勝負する。前
２場所の動きはＳ級に在籍してた頃を彷彿させた⑤（河野）は穴党に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１井手尚治  このメンバーなら高橋大の番手です。 
 ２野口誠一郎 永田に離れました。ラインの秋山です。 
 ３飯田威文  又井手さんと一緒ですね、任せる事にします。 
△４秋山貴宏  人気してたのに済みませんでした。自力。 
×５河野克也  美千隆（中村）に任せての事なので。決めず。 
 ６赤松秀展  こゝは九州の３番手に行きます。 
◎７高橋大輝  あれで捲れないでは力不足。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１３ ５【４】２６ 
 
＜穴を探る＞（秋山）捌くか捲り。 ４－７ 
 
２車単 ７－１ ７－４ ７－５ 
３連単 ７－１＝３４ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『予選完勝「吉田」がパワー全開』 
 予選の①（吉田）は前２場所のウサを晴らすかの様な迫力ある逃げで押し切ったのは小倉バン
クとの相性もだが、来々期のＳ級をほゞ決めてる実力、こゝは父親みたいな大先輩⑥（橋本）と
２車でも積極的に攻める姿勢は変えない。初日特選は逃げたものゝ、Ｓ級上位並みのパワーレー
サー矢口大樹に捲られた⑦（小谷）は調子良いそうで、②（藤原誠）なら仕事してくれると信じ
て、やってる事は先行。てっきり自分でやると思われた③（柏木）は、⑤（山崎）が「自力」と
コメントした事で任せるとは。高校２年の息子は自転車競技で頑張ってる④（海野）はプロには
させないとの事。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉田智哉  小倉はやっぱり合ってますね。２車でも自力。 
△２藤原 誠  皿屋に踏み直された。こゝは小谷の番手。 
×３柏木伸介  矢口は強いですね、人気に応えて良かった。山崎君。 
 ４海野敦男  後輩の伸介（柏木）が何をやろうと任せる。 
 ５山崎輝夫  静岡の２人に任されたので自力。 
 ６橋本忠延  ３着なら良かった。ライン大事に吉田。 
○７小谷 実  矢口に脚負けしたが悪くない。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】６【５】３４【７】２ 
 
＜穴を探る＞ 好調（小谷）が狙い。 ７＝２ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－３ 
３連単 １－７＝２  ７－２＝１ 
 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『１１１期「皿屋」「奥村」注目の対決』 
 予選の⑦（皿屋）は９月末の小倉予選で５着と成り、人気を裏切った事が頭にこびり付いてい
たのか、初日は前を取るや全突っ張りと決めてたそうで、２周以上を押し切った事で自信回復し
たのは事実、こゝは①（窓場）④（長野）に任されたなら逃げしか考えてないが、厄介なのは
こゝに来て在校１位の力を発揮し始めた同期⑤（奥村）の存在、叩き合うのか出して捲るかは展
開次第。そんな争いを読んでるのは天才スプリンター②（石橋）、捲りの威力は健在なので。③
（藤原悠）は、後輩（奥村）に任せての決勝進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １窓場加乃敏 皿屋の番手ですね、付いて行きます。 
○２石橋慎太郎 溝口さんに任されたので、自力・自在。 
△３藤原悠斗  矢口のスピードは違ってた。後輩奥村に任せる。 
 ４長野和弘  何とか準決で良かった。中近の３番手。 
×５奥村諭志  やっと練習の成果を出せる様に成った。先行主体。 
 ６溝口和人  海野さんのお蔭です。慎太郎（石橋）の番手。 
◎７皿屋 豊  小倉は９月に走り予選５着してたので逃げた。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【２】６【５】３ 
 
＜穴を探る＞（石橋）の捲り。 ２－３ ２－６ 
 
２車単 ７＝２ ７－３ ７－５ 
３連単 ７－２＝３５ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『絶好調「矢口」の再勝は揺るがない』 
 Ａ級に落ちたのを機に肉体改造に取り組んだ同県の先輩、成清貴之・山賀雅仁を手本として炭
水化物を極力摂らない事にした①（矢口）、体は引き締まりパワーアップしたのが今期の快成績、
初日特選のハイパワーは、とてもじゃないがＡ級のものでなくＳ級、それもトップクラスなら、
こゝでの取りこぼしは考えられない。番手に選ばれたのは巧者⑦（佐々木）、付いては行けると
信じての大本命レース。②（櫻井）は同県④（石坂）に任せての２・３着狙いか。予選で③（一
ノ瀬）に直線だけで抜かれた地元⑤（中井）は、その（一ノ瀬）に任せる事に決める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１矢口大樹  調子は全く不安ない。連勝する自力。 
△２櫻井太士  同県の永伍が何をやろうと任せる。 
×３一ノ瀬貴将 追い込みに成ったが２着なら悪くない。自力。 
 ４石坂永伍  今日は展開ですよ。櫻井さんの前で自力・自在。 
 ５中井大介  ハコ３してる様では良いとは言えない。一ノ瀬。 
 ６森下忠夫  前と後のお蔭で点数取れたかも。岡山。 
○７佐々木健司 Ｓ級点はあきらめてます。矢口の番手を守る。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７【４】２６【３】５ 
 
＜穴を探る＞（矢口）の首位で薄目。 １－４ １－５ 
 
２車単 １－７ １－２ １－３ 
３連単 １－７－２３４ 


