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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５６分）（電投締切２０時５３分） 
 
＜展望＞『復活期す「山原」自力でパワー全開』 
 弾丸自力でＳ級でも活躍した時期があった②（山原）、怪我と故障でチャレンジ迄落ちてしま
ったが、このまゝ終わる事は毛頭考えてないし練習してるのが初日予選で、結果こそ最下位でも
新人太田将成の逃げを１度は叩いたのはやる気であり調子か、こゝは③（川添）⑥（木田）の九
州勢に任された事で、自信を持っての先行か捲りで押し切る。初日の①（木村）は後輩菱沼元樹
に付いて行けないと判断して内へ行ったのにはビックリさせられたが、こゝは関東の自力型⑦
（植木）に任せる事で。もう自力は考えてない④（樫村）は前々に攻める事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１木村健司  菱沼と呼吸が合わなかった。植木さん。 
◎２山原 務  動けたし悪くない。自力・自在。 
○３川添輝彦  庄太郎（木田）と話をして、山原君の番手。 
 ４樫村伸平  中井さんに任せての事なので。決めず。 
 ５服部正継  前の坂田さんは２着なのにね。関東の後。 
 ６木田庄太郎 前に付いて行けなかった。川添さんの後。 
×７植木貴志  木村に任されたので自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←４【７】１５【２】３６ 
 
＜穴を探る＞ 関東コンビで独占。 １＝７ 
 
２車単 ２＝３ ２－１ ２－７ 
３連単 ２－３＝１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２日 



 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２１時１８分）（電投締切２１時１５分） 
 
＜展望＞『初日やらかした「栗田」が汚名返上』 
 初日の①（栗田）は６番手に成った事で、白川裕也を連れて自信満々にホームから仕掛けたが、
１１１期生谷口幸司のかゝりは予想外だったのか、中団迄しか行けず、敢え無く撃沈してしまっ
たが、これで逆に気合入ったし、こゝは後２人ならば逃げ主体の自力で初日の分迄パワー全開。
マークする⑤（平岡）の初日は、木村成希に離れてる様では調子不安。そこで浮上するのは（栗
田）に遜色ない②（中井）のパワー。④（梶原）が好追走。北の２人は前々自在とコメントした
③（佐藤）に⑦（清水）は任せて３連対には貢献したい。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１栗田雅也  人気を裏切り済みませんでした。自力です。 
○２中井 修  コースが遠過ぎましたね。２車でも自力。 
×３佐藤康恭  清水さんに任されたので自力・自在。 
 ４梶原秀庸  佳憲（坂本）に任せての事なので。中井さん。 
 ５平岡浩司  前に離れてる様では。同級生の栗田。 
 ６木村圭吾  関東は一人ですね。南関の３番手。 
△７清水一博  勝太（須永）に任せたので。康恭（佐藤）に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５６【２】４【３】７ 
 
＜穴を探る＞（中井）が捲る。 ２－４ 
 
２車単 １＝２ １－７ １－３ 
３連単 １＝２－３４７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『自力型３人は脚力拮抗』 
 開幕戦の①（関根）は、１１１期の新人山口龍也を叩いて鐘から休まず全力で逃げた事で４着
に沈んだが、中途のかゝりは山口が全く行けなかった迫力、この調子で今度はペースで押し切る。
⑦（芦川）⑤（鈴木）の南関コンビで後は固める。近歴通りの調子は捲りの③（山中）、予選こ
そ明星晴道の巧妙なブロックにやられたが、今度はしっかり決めているかも。自力・自在の②
（坂本）も力量的には（関根）（山中）に遜色無いし、前々に攻めるならば。地元⑥（高松）が
連携。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１関根崇人  後２人に迷惑掛けなくて良かった。自力です。 
×２坂本佳憲  初日は反省でしかないですね。自力・自在。 
▲３山中孝一  捲れたと思ったが、明星さんにやられた。自力。 
 ４筒井建次  関東ラインで山中に任せます。 
 ５鈴木栄司  ５着なら頑張ったでしょう。芦川に任せる。 
 ６高松直満  悪くないですね。坂本君に任せる。 
○７芦川大雄  鈴木さんがいゝなら関根君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７５【２】６【３】４ 
 
＜穴を探る＞（山中）の捲りが狙い。 ３－１ ３－４ 
 
２車単 １＝７ １＝３ １－２ 
３連単 １－７＝２３ 
 
 
 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２２時０２分）（電投締切２１時５９分） 
 
＜展望＞『反省しきりの「山口」が逃げに徹す』 
 初日予選の①（山口）は関根崇人に叩かれた事で、５番手から捲りに行こうとしたら何かアク
シデントでもあったのか、勝手に飛んでしまう大チョンボ、それで後尾に成り、捲りに行ったが、
時すでに遅しで人気を裏切ったもの、こゝは⑦（須永）と実質２分戦ならば、前を取れば突っ張
り、後攻めなら鐘前には上昇してパワー全開。⑥（河添）③（工）で後を固めるが、調子不安な
ので、（山口）よりバック数多い⑦（須永）の機動力は互角以上。調子良いのに単騎に成った④
（浅井）は全力勝負をモットーにしてるので、必ず仕掛けて穴を出す。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山口龍也  ７番手に成るとは。初日の分迄自力。 
 ２菊地大輔  宮原さんに許して貰ったので須永君。 
 ３工 正信  増成は強いですね。こゝは九州の後から。 
△４浅井雄三  新人の藤井に脚負けしたが悪くない。単騎自力。 
 ５宮原貴之  大輔（菊地）の後を固める事にします。 
×６河添信也  ３番手４着が現在の脚です。山口の番手。 
○７須永勝太  新人はかゝってました。ラインで決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】６３【７】２５【４】 
 
＜穴を探る＞（須永）が逃げる。 ７－２ ７－５ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－６ 
３連単 １－７＝４６ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２２時２４分）（電投締切２２時２１分） 
 
＜展望＞『予選圧勝「菱沼」「田村」の実力戦』 
 予選は鐘過ぎに先頭に立ち、余力を残して押し切った⑤（田村）と、６番手捲りで後続を引き
離した⑦（菱沼）の力量は互角、展開は①（阿部）と⑥（栗田）を従える（菱沼）の方が、③
（坂本）と２車に成った（田村）より有利と判断したが、（田村）としては２車なら考えて逃げ
と捲りを使い分ける事か。（坂本）なら離れず付いて行ける。細いけど、こゝ一番には強い②
（坂田）は④（浅野）に任された事で前々に攻めれば、（菱沼）と（田村）次第では恵まれる事
も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１阿部博之  太田と僕とで人気してたのに済みません。菱沼です。 
×２坂田 学  前々に攻めた結果です。自在。 
 ３坂本智哉  藤井は余裕でしたね。こゝは田村に任せる。 
 ４浅野将弘  浅井さんの頑張りで準決勝。坂田さん。 
○５田村裕也  四国で独占して良かった。自力。 
 ６栗田弘一  前の頑張りですよ。東で３番手。 
◎７菱沼元樹  自分だけに成ったのは反省。ラインで決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１６【５】３【２】４ 
 
＜穴を探る＞（田村）パワーの連勝。５－３ 
 
２車単 ７＝５ ７－１ ７－２ 
３連単 ７－５＝１ ５－７＝１３ 
 
 
 
 



 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２２時４６分）（電投締切２２時４３分） 
 
＜展望＞『初日の出来なら「藤井」の再勝』 
 広島のニューリーダー吉本哲郎（８４期）のグループで師匠の大屋健司と練習してる⑦（藤
井）、鍛えられた上・下半身から繰り出すパワーは即ぐにでもＳ級に通用する威力、初日予選は 
先制した浅井雄三・浅野将弘の岐阜コンビをアッサリ叩き切ったのは当然でも、出切ってしまう
前に大胆にも後を振り返り、坂本智哉が付いて来てるか確かめてギヤチェンジした余裕にはビッ
クリ、こゝは②（明星）と２車だけど、再勝は不動視される。対する①（島村）は③（木谷）⑤
（高田）を信じて逃げれば、（藤井）は一人で来るかも知れないので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１島村 匠  木谷さんと決まり良かった。自力。 
△２明星晴道  冨井さんに抜かれたが悪くない。藤井君。 
×３木谷 凉  島村が気を遣ってくれたんですよ。再度。 
 ４片山大輔  関根君の頑張りですよ。木村さんに任せる。 
 ５高田隼人  山口が消えたので、待ったんですよ。九州で３番手。 
 ６木村成希  平岡さんに任されたので頑張った。自力です。  
◎７藤井 將  坂本智さんと決まり良かった。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】３５【６】４【７】２ 
 
＜穴を探る＞（島村）の再勝。１－３ １－５ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－３ 
３連単 ７－１＝２ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２３時０８分）（電投締切２３時０５分） 
 
＜展望＞『今シリーズの主役「太田」が決める 
 初日予選の⑦（太田）は鐘過ぎに山原務を出した時はヒヤリとしたが、冷静にホーム前には仕
掛けて押し切ったのは実力であり調子か、こゝは北日本の先輩①（白川）に任されたなら、２人
して決勝に乗る自力で人気に応える。来期の２班返り咲きを決めてる⑤（増成）は大病を克服し
たとは思えぬ超元気、叩き合いは④（谷口）に任せて、捲りに行けば③（近藤）と決めてる事も
だが、性格上（太田）とやり合うのを楽しみにしてるのは、何でもやれる好調（谷口）の方なの
かも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１白川裕也  栗田雅が飛んだので切り替えた。太田です。 
 ２眞鍋伸也  こゝも単騎で頑張ります。 
 ３近藤時啓  谷口に１着をプレゼントして貰った。増成先輩。 
×４谷口幸司  栗田雅さんに勝ったのは自信。自力・自在。 
△５増成富夫  菱沼が単騎で助かった。時啓の前で自力。 
 ６冨井正門  明星が内を空けてくれたんですよ。谷口の番手。 
◎７太田将成  落ち着いて走れました。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１ ２【４】６【５】３ 
 
＜穴を探る＞ 初日好走（谷口）が狙い。４－７ ４－６ 
 
２車単 ７＝１ ７－５ ７－４ 
３連単 ７－１－４５ 
 
 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２３時３０分）（電投締切２３時２７分） 
 
＜展望＞『快速「森山」が人気に応える』 
 熊本輪界では中川誠一郎に次ぐスピードレーサーとして努に有名なのは①（森山）、小倉のド
―ムバンクは脚質にマッチして居り、瀬戸内の２人に任されたのは有利で、仕掛け処を誤らなけ
ればブッ千切り迄あるハイパワー。⑤（中石）に任された③（栗田）は、自力でも先行型では無
いので（森山）の番手で楽する道を選ぶ。徹底先行でやって来た⑦（藤井）、８月末の久留米で
は田頭寛之（京都）を使って優勝した事があるが、こゝは④（北川）と話をして単騎で勝ちに行
く。Ｓ級点はボーダーの②（磯島）は、単騎でも１着しか狙わない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１森山智徳  小倉は好きなバンク。僕は単騎でも自力です。 
×２磯島康祐  Ｓ級点は大丈夫と思います。優勝する自力です。 
○３栗田貴徳  前回の奈良は宮本隼輔が強かった。中石さんと話して森山君。 
 ４北川大五郎 調子良いですよ。藤井さんとは別々に自力です。 
 ５中石昌芳  今期は３回のＶでＳ級を決めました。栗田に任せる。 
 ６馬場和広  ８月の当地ミッドＶで選ばれたんですよ。単騎。 
▲７藤井昭吾  大五郎と話をして納得の先行勝負です。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】【７】【１】３５【２】【６】 
 
＜穴を探る＞ 近畿の２人が現地集合。 ７＝４ 
 
２車単 １＝３ １＝７ １－２ 
３連単 １－３＝２７ 


