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■■１Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『新人「清水」で首位は動きそうにない』 
 初日の⑦（清水）は力出し切る前にアッサリ吉川勇気に行かれたが、２日目は反省を生かして
の鐘前先行、結果は３着に沈んだが内容は光ってたし、前２走は何もしてない③（黒川）と２分
戦なら逃げて押し切ってるパワー。後は初日に連携してる①（田崎）、２日目に薮下直輝の突っ
張り先行の前にハコ３したのはチョッピリ不安。この後を選んだのは悪くない②（大石）、前１
車は抜いているか。やれば出来るタイプの（黒川）は、④（丸山）⑤（瀬口）に任された事で攻
める気に成ればのレーサー。尚強烈捲りでＳ級でも活躍した⑥（熊無）は今年限りとの事、お疲
れさまでした。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１田崎美佐夫 薮下が強くて一杯。初日任せた清水。 
△２大石敏弘  白濱は余力あると思って入れたんですよ。関東から。 
×３黒川将俊  熊本の２人に任されたので自力です。 
 ４丸山辰男  慶一郎（瀬口）と話をして黒川に任せます。 
 ５瀬口慶一郎 こんな調子なので丸山さんに任せます。 
 ６熊無俊一  今期で引退です、お世話に成りました。決めず。 
◎７清水健次  初日鐘前から逃げた結果。先行します。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１２【３】４５ ６ 
 
＜穴を探る＞（清水）の首位で（丸山）。 ７－４ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－３ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 
 
 
 
 

第３日 



 
 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『「白濱」の若さに期待したが波乱』 
 初日は１１３期の八嶋稔真にアッサリ叩かれた①（白濱）、２日目は前を取った薮下直輝がま
さか突っ張るとは思わなかったのか、ヤワに上昇したら突っ張られ、泡を喰っての大敗と全く良
い処は無いが、こゝは油断しないと信じて。後は今年限りの②（尾籠）が「森山さんとの前後は
微妙」とコメントしたのは、前でやりたいの意思表示だったら、誰よりも仲間想いの⑦（森山）
は３番手で折り合う可能性があるので、あく迄も顔見せ参考。そんな並びに関係なく狙ってみた
いのは連日伸びてる⑤（藤本）、（白濱）が⑥（野口）との叩き合いに成った時は頭までありそう。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１白濱一平  薮下さんの突っ張りにやられた。自力です。 
△２尾籠久則  森山さんとの前後は顔見せで決めます。 
 ３山中 隆  福道（丹波）が野口に行くなら任せる。 
 ４丹波福道  選んだ位置が正解した。こゝは野口君。 
×５藤本辰次  調子は悪くないでしょう。こゝも自分でやる。 
 ６野口修平  瀬戸内の２人に任されたので自力。 
○７森山昌昭  （尾籠との前後は顔見せでに成りそう） 
 
＜展開予想＞ 
←【１】２７ ５ 【６】４３ 
 
＜穴を探る＞ 単騎（藤本）が狙い。 ５－１ ５－７ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－５ 
３連単 １－７＝２ 
 
 
 
 
■■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＞『初日の調子と信じて「吉川」の首位』 
 初日の１Rで対戦してる⑦（吉川）と、③（薮下）⑤（長田）の北日本コンビ、その時は前を
取った（薮下）は（吉川）が来る前に清水健次が来た事で（吉川）に飛び付けず６番手に成り、
捲れなかったもの、こゝも（薮下）は前を取ったら２日目みたいに突っ張りか、それでも（吉
川）に出られた時は粘る事も。しかし初日みたいに単騎の④（鈴木）がイン斬りした時は、（吉
川）の逃げには①（奥中）⑥（組橋）がスンナリで続く事に成りそう。何れにしても先行１車同
然（吉川）の優位は動かないが、（薮下）を甘くみない事か。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１奥中竜之  準決勝で任せた吉川に再度です。 
 ２本間慎吾  北日本に決めた結果。北日本の後です。 
△３薮下直輝  初日の事があったので突っ張った。先行基本。 
 ４鈴木祥高  清水を２着に残せなかったのだけが。自分で。 
×５長田彰人  初日に任せた同期の薮下。 
 ６組橋一高  ハコ４ですか、３着なら決勝だったのに。中近へ。 
◎７吉川勇気  増田さんに脚負けですね。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５２【４】【７】１６ 
 
＜穴を探る＞ 同期北コンビで独占。 ３＝５ 
 
２車単 ７－１ ７－３ ７－５ 
３連単 ７－１－６ ７－３＝５ 
 
 
 



 
 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『特選シード「藤原悠」が意地を見せる』 
 初日特選は小谷実に任せて共倒れした⑦（藤原）、準決勝は後輩奥村諭志を庇っていたら、い
きなり石橋慎太郎に内を掬われる不運、調子そのものもそこ迄良い事はないが、来期のＳ級を考
えたらこのまゝではダメなので、先輩①（井上）に任された以上は本命人気に応える全力勝負。
２日目の③（永田）はあそこ迄中村美千隆を警戒せず、シンプルに逃げたら楽に押し切れたのに、
こゝは先行１車であれば押し切りの方が本命かも。後は⑥（野口）②（河野）で固める。尚東の
２人は各々に成ったが、モヤモヤしてる④（阿部）は番手で勝負するやも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１井上 剛  兵庫を選んだのは自分の判断。悠斗（藤原）。 
×２河野克也  このメンバーなら九州の後です。 
○３永田隼一  逃げ切りたかったですね。自力。 
 ４阿部宏之  あれは飛び付けませんよ。決めず。 
 ５飯田威文  競りに成り、飛ばされた。僕も決めず。 
 ６野口誠一郎 秋山は頑張りましたよ。初日に離れた永田。 
◎７藤原悠斗  石橋さんに内からやられた。こゝは自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】６２【７】１【５】 ４ 
 
＜穴を探る＞ 復調（永田）の逃げ切り。 ３－２ 
 
２車単 ７＝３ ７－１ ７－２ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『好調「山崎」が北を連れて逃げる』 
 準決勝の⑦（山崎）は柏木伸介・海野敦男の静岡コンビに任された事で、１１１期ルーキー吉
田智哉と特選シードの自力型小谷実を相手に鐘前カマシの男気、これは調子良いからやれた芸当
で、こゝは明らかに調子悪い③（秋山）が相手なら逃げて粘り抜く。準決勝で矢口大樹の鋭い踏
み出しに付いて行けなかった①（佐々木）は、こゝ迄落ちたらこれ迄やって来た事があるので、
（山崎）が逃げてくれたら残し気味に逆転するか。④（関戸）が３番手。今回の（秋山）は疲れ
ているのか、フレーム又はセッティングが合わないのかスランプ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１佐々木健司 矢口に付いて行けず済みません。こゝは山崎。 
 ２垣外中勝哉 前の美千隆（中村）は１着なのにね。決めず先手ライン。 
×３秋山貴宏  井手さんにやられました。自力・自在。 
△４関戸 努  こゝは健司（佐々木）さんに任せます。 
 ５原 敬次  永田に付いて行けたので。後輩秋山。 
 ６赤松秀展  今日も秋山の３番手だったので、佐賀の後。 
○７山崎輝夫  静岡の２人に任されたので頑張った。自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４ ２ 【３】５６ 
 
＜穴を探る＞（秋山）突然の復活。 ３－１ ３－７ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－３ 
３連単 １＝７－３４ 
 
 
 



 
 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『気力に衰えは無い「海野」が主役』 
 生死を彷徨う大怪我をやったばかりとはとても思えない不死身のベテラン⑨（海野）、この職
業が余程好きなのか、練習を怠る事無く真面目にやってるのがこの頑張り、こゝは初日に任せて
ダメだった①（高橋）に頑張って貰う事で。任された（高橋）は本人が言ってる様に不振だが、
能力は高い大物なので。予選の１着は見事だった②（石坂）は、高知の大ベテラン⑤（橋本）⑥
（森下）に任されてもやってる事は主戦法の中団捲り。成績以上の調子は捲り鋭い④（一ノ瀬）、
こゝは③（藤原）に任された事で何時もより早く仕掛けるならば。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１高橋大輝  力不足で済みません。海野さんの前で自力。 
△２石坂永伍  矢口に追い付かなかった。後２人なら自力主体。 
 ３藤原 誠  小谷には付いて行けてるので悪くない。一ノ瀬。 
×４一ノ瀬貴将 ６番手に成ったのが。調子は大丈夫。自力。 
 ５橋本忠延  森下は点数取れたなら、前で石坂の番手。 
 ６森下忠夫  ２班の点は取れました。橋本さんの後。 
◎７海野敦男  ３着で決勝に乗れないとは。初日同様、高橋。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７【２】５６【４】３ 
 
＜穴を探る＞ 中近コンビで独占。 ４＝３ 
 
２車単 ７＝１ ７－２ ７－４ 
３連単 ７－１＝２４ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『７割の出来でも「吉田」で堅い』 
 初日予選の調子であれば準決勝も大丈夫と期待した⑦（吉田）、それが山崎輝夫の奇襲カマシ
を捲れずとはまだまだの調子だけど、恵まれた事にこゝは自在②（中村）と２分戦なら、油断し
ない限り首位は不動視される。心配は例年この時期は悪い地元①（中井）、それでも根性は半端
ないので。３番手の⑤（長野）は悪くないとの事であれば２着争いは互角以上。（中村）が動い
て（吉田）が捲りの時は、（中井）が離れる事は一考。その時に狙ってみたいのは近畿コンビで
あり、２日目は抜群に良かった⑥（井手）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１中井大介  厳しい調子ですね。吉田の番手で頑張る。 
×２中村美千隆 頭迄届いたので悪くない。自力。 
 ３溝口和人  井手さんと話をして、僕は決めず。 
 ４窓場加乃敏 皿屋の捲りに付いて行けなかった。美千隆。 
△５長野和弘  窓場さんに任せた結果。中井先輩。 
 ６井手尚治  競り勝って前を抜いたし、調子は大丈夫。近畿へ。 
◎７吉田智哉  捲れないではまだまだですね。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１５ ３【２】４６ 
 
＜穴を探る＞（吉田）の首位で薄目。 ７－６ ７－４ 
 
２車単 ７－１ ７－５ ７－２ 
３連単 ７－１＝５  ７－２－４６ 
 
 
 



 
 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『連勝「薦田」３度目のＶに王手』 
 ７月にデビューして早々に２度優勝した①（薦田）、６場所遠去かっているが。前２日の出来
は際立って居り、⑥（中武）と２車ならば逃げと捲りを使い分けて特別昇班の足場固めをする。
初日こそ先輩⑤（田村）に抜かれた⑦（増田）だが、準決の逃げ切りこそが現在の調子であれば、
逃げて２度目の優勝。後は再度（田村）。③（菅藤）はもう一人の新人②（八嶋）に任せると思
ったら、先輩④（土屋）に任された事で自力・自在にやると決めた事で、早く初優勝は決めたい
（八嶋）は溜めての捲りで勝負する。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１薦田将伍  ラインで決まり良かった。３連勝決める自力。 
△２八嶋稔真  薦田に脚負けですね。初Ｖ狙う自力。 
 ３菅藤 智  土屋さんと話をして、前々自在。 
 ４土屋 宏  菅藤に乗せて貰ったので、再度任せる。 
×５田村光昭  薦田は凄い踏み直しでした。初日同様、増田。 
 ６中武克雄  何とか４着で決勝に乗れた。薦田の番手。 
○７増田 仁  初日を反省して逃げました。同期に負けない自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】６【３】４【７】５【２】 
 
＜穴を探る＞ 広島コンビ。 ７＝５ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－５ 
３連単 １－７＝２５ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『仕上ってる「矢口」には逆らえない』 
 初日特選のパワーには度肝を抜かれたが、準決勝で後続を引き離したのには驚き以上は①（矢
口）、現在の勢いを殺さずこゝで３連勝したら、後２場所も連勝を重ねて特進を決めた暁は一気
にスターダムに突入してるハイパワー。後は初日特選でワン・ツー決めた⑦（柏木）。予選から
連勝で勝ち上った⑤（皿屋）も絶好調で、仕掛けのタイミング次第では（矢口）に先んじてる事
も。②（小谷）は単騎でやるより（皿屋）に決める。ニューフレームがマッチしてる⑥（奥村）
もこゝに来て調子を上げて居り、先輩③（櫻井）を連れて逃げるし、単騎④（石橋）迄の争いは
興味津々。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１矢口大樹  初日より２日目が良かった。人気に応える自力。 
 ２小谷 実  決勝に乗れて良かった。ライン大事に皿屋さん。 
 ３櫻井太士  永伍（石坂）の頑張りですよ。後輩奥村。 
×４石橋慎太郎 初日も単騎で走ったので、決勝も単騎で自力・自在。 
△５皿屋 豊  ラインで決めれなかったのは反省。自力で力出し切る。 
 ６奥村諭志  同期の皿屋さんに脚負けですね。２車でも先行基本。 
○７柏木伸介  山崎君に感謝です。初日同様、矢口です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７【５】２【４】【６】３ 
 
＜穴を探る＞（皿屋）の３連勝。 ５－１ ５－２ 
 
２車単 １－７ １－５ １－４ 
３連単 １－７＝４５ 
 
 


