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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『負け戦に強い「谷口」が逃げ切る』 
 予選の②（谷口）は調子とか脚力とか以前の問題で、あまりにも運行が下手過ぎて又しても準
決進出に失敗したが、２日目は相手が軽く成るのもあり、自信を持って攻めてるのが負け戦３連
勝、再び大先輩①（大窪）に任されたなら、逃げて押し切ってるルーキー。④（俵）迄が九州ラ
イン。予選は任せた森佑樹と心中した③（沢田）は防府市営と言う事で気合入って居り、考えて
出した結論は（谷口）に直付け勝負。良くは成ってるラインの⑥（福田）が連携。中近一人に成
った⑤（若原）は、一人でやるなら流れでは追い上げる事も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １大窪輝之  競りは仕方ない、再度力也（谷口）の番手。 
◎２谷口力也  脚は大丈夫ですが、組み立ての失敗。先行します。 
○３沢田勇治  併走できつかった。こゝは新人に直付けします。 
×４俵裕一郎  レースなので仕方ない。熊本の後を固める。 
 ５若原英伸  川西に付け切れなかった。単騎ですね、前々。 
△６福田 博  感じは悪くなかった。何をやろうと沢田に任せる。 
  
＜展開予想＞ 
←【２】（１３）（４６） ５ 
 
＜穴を探る＞（谷口）の首位で（若原）。 ２－５ 
 
２車単 ２＝３ ２－６ ２－４ 
３連単 ２－３－４５６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２日 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『先行１車「森」、ファンのために逃げる』 
 予選の②（森）は赤板から叩きに行ったが、１１９期新人、岩城佑典の突っ張りで一旦下げ、
立て直して何度も捲りに行ったのはやる気であり調子か、このメンバーは恵まれた事に完全な先
行は１車ならば人気を考えて押し切るしかない。予選は目標不在で何もやれなかった①（平坂）
がラインを盾に（森）の番手を主張するが、あく迄もスンナリが条件に成る。⑤（和田）とは
各々に成った③（林）は前回失格してるが、自力は無いので（森）に飛び付くしかないかも。九
州の３人は点数持ってる④（江口）に⑥（重富）は中国の後に決めたが、⑦（吉田）は決めず連
突入。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１平坂典也  コースを探す余裕はあった。森の番手を守ります。 
◎２森 佑樹  突っ張られたが、やれる事はやった。油断せず逃げます。 
△３林 修平  抜けず悔しかった。こゝは決めず前々。 
×４江口晃正  外ではと思って内へ行ったが悪くない。中国の後。 
 ５和田信一  目隠しの積もりで併走したが。こゝは決めず前々 
 ６重富公輔  ダメですね…。こゝは江口さんに任せます。 
 ７吉田 稔  バック踏まされてきつかった。決めずにします。 
 
＜展開予想＞ 
←３ ５【２】１４６ ７ 
 
＜穴を探る＞（森）の首位で薄目。 ２－６ ２－７ 
 
２車単 ２－１ ２－３ ２－４ 
３連単 ２－１－３４６ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『大器「岩城」パワーで連勝』 
 予選の③（岩城）は川西貴之・若原英伸の岐阜コンビに任された事で、突っ張ると決めて前を
取り、丸２周を悠々押し切ったのは自信に成ったのでは、こゝは豊橋バンクをホームにしてる先
輩④（岡田）に任されたならワン・ツー決める先行でパワー全開。自力兼備の（岡田）なら付い
ては行けるか。予選で山本浩成のカマシを逆転した好調②（吉成）は、愛知に決めて決勝進出。
捲りのイメージしかなかったのに、逃げてもやれる事を予選で立証した①（松本）は、⑥（後
藤）に任された事での逃げか捲り勝負。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１松本充生  岡崎さんと決まり良かった。後藤さんに任されたので自力。 
○２吉成晃一  山本の踏み出しが強烈で離れたが、練習してるので。愛知の後。 
◎３岩城佑典  突っ張る事しか考えてなかった。先輩岡田さんと決めます。 
△４岡田大門  流れで何とか準決に乗れた。後輩岩城の番手。 
 ５荘田竜斗  メンバーと展開に恵まれました。吉成さんの後からです。 
 ６後藤浩二  前のレースで尾崎が頑張ったので気合入った。松本君。 
 ７尾崎勝弘  山中のお蔭で準決勝。こゝは決めず。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】４２５【１】６ ７ 
 
＜穴を探る＞（松本）の捲りが狙い。 １－３ 
 
２車単 ３＝２ ３－４ ３－１ 
３連単 ３－２＝１４ 
 
 
 
 



 
■■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＞『悪くない「山本」パワーで圧倒』 
 初日予選の②（山本）は④（岡嶋）の逃げを鐘過ぎから捲るや、瞬時に捉え、追った吉成晃一
を大きく引き離すパワーを披露、結果は力ある吉成に抜かれはしたが、練習の力は出せて居り、
再び（岡嶋）との対決に成ったが、力の出し惜しみをせぬ限り首位は有力視される。マークする
先輩⑥（瓦田）はスンナリでも付け切れるかは怪しいのに、又しても競り負けた⑤（山中）の存
在は気に成って仕方ない。そこで（岡嶋）の残りから狙ってみたが。チャレンジで初勝利を挙げ
た①（岡崎）は（山中）に任せて決勝進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１岡崎昭次  チャレンジは緊張します。四国の後輩山中に任せる。 
◎２山本浩成  吉成さんに抜かれはしたが調子は良い。小倉で初勝利する自力。 
 ３川西貴之  森との競りを凌いだので悪くない。同期岡嶋さん。 
○４岡嶋 登  川西だけでなく浅見さんに迄任されたので自力です。 
 ５山中崇弘  競り勝ったので抜きたかった。岡崎さんの前で前々勝負。 
×６瓦田勝也  山中に競り負けたが、気持で準決勝。後輩浩成（山本）。 
 ７浅見敏也  前の頑張りで準決勝。ライン大事に川西に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←５１【２】６【４】３７ 
 
＜穴を探る＞（山本）の首位で好調（山中）。 ２－５ 
 
２車単 ２＝４ ２－１ ２－６ 
３連単 ２－４－３６ ２－５＝１ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『果敢「篠田」に成った「山崎」に有利』 
 予選の③（篠田）は先輩小原将通に木村浩宣の番手に入れて貰ったなら４コーナー勝負で良か
ったのに、やった事はまだかゝってた木村をＢＳから番手捲りに行っての不発、結果はダメでも
自力型の意地を見せたので、こゝは逃げと捲りを使い分けて狙うは押し切り。まだまだやれる②
（山崎）なら、しっかり番手の仕事をしてからしか抜きには行かない。弟の大地（１１１期）同
様、何でもやる事にした⑤（布居）は④（臼井）と２車なら捲り狙いかも。⑦（川島）は単騎に
成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１林 明宏  後輩、弘（阿部）が頑張るなら任せます。 
◎２山崎岳志  篠田とは連携あるし、好きに走って貰います。 
○３篠田 樹  焦って仕掛けたのが失敗。自力で頑張る。 
 ４臼井昌巨  翼（布居）君とは番手もあれば３番手を固めた事も。 
×５布居 翼  予想外の展開に成ったのが。自力で頑張ります。 
 ６阿部 弘  林先輩の前で自力主体に何でもやる。 
 ７川島聖隆  点数持たないので、一人に成るのは仕方ない。決めず。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】２【５】４【６】１【７】 
 
＜穴を探る＞ 好気配（布居）が狙い。５－４ ５－２ 
 
２車単 ２－３ ２－１ ２－５ 
３連単 ２－３＝１５ 
 
 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『気合入った「木村」、勝利する自力』 
 予選の①（木村）は篠田樹の逃げを小原将通にブロックされた上を一気にカマシ切ったのに、
不幸にも後の林明宏は付いて来れず、それで裸逃げに成り、昨年１１月に続いて準決進出に失敗
したが、はまった篠田に番手捲りをさせなかったのが今回の調子、④（松本）と実質２分戦なら
逃げと捲りを使い分けての首位は動きそうにない。番手は成績より立ち直ってる実力・実績の③
（大久保）、抜けはしなくても離れる事は無い本命戦。⑦（橋本）が３番手を固めた事で、②
（櫻井）は決めずも、四国の後からかも。九州は（松本）の自力には⑤（後田）⑥（佐々木）の
西九州ベテランコンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１木村浩宣  篠田は合わせたし、力出し切ったので。自力で頑張ります。 
×２櫻井宏智  流石に４番手とは言えないので、決めずにします。 
○３大久保直也 動けたし、悪くない。木村と一緒なら考える事はない。 
△４松本一志  初手の位置取りの失敗で、林に脚負けした。自力。 
 ５後田康成  浩三（佐々木）さんに許して貰ったので、松本の番手。 
 ６佐々木浩三 西九州の仲間、後田の後、九州３番手固める。 
 ７橋本忠延  四国ラインを大事に３番手を固めます。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】３７ ２【４】５６ 
 
＜穴を探る＞（木村）の１着で（後田）。１－５ 
 
２車単 １－３ １－４ １－２ 
３連単 １－３－２４ 
 
 
 
 
■■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＞『ヤング「林」が、こゝもしっかり逃げる』 
 急な追加でも喜んで受けた⑥（林）、１２月に走った時は予選で逃げ切れず捲られた事もあり、
初日はしっかり主導権を握り、余裕で押し切ったのが実力であり調子、ラインの②（高津）と２
車に成ったが、捲りは狙わず１周半は風を切ってる本格的な先行レーサー。（高津）は「決めず
何でもやる」とコメントした①（屋良）に競られるのは承知の上。確実に良く成ってる⑤（小
野）は③（高比良）に再度任せる選択肢はあったが、ライン大事に（屋良）に任せての決勝進出。
先輩⑦（吉野）に任された④（小川）は、何かやると言っても自力は厳しいので、瀬戸内の後か
ら攻めるのでは。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １屋良朝春  小野さんの前で、ハコ含め、前々勝負で頑張ります。 
○２高津晃冶  頑張った奥村を３着迄残せなかったのが。初の林君。 
 ３高比良豪  悪くはないが、余裕が無かった。こゝは自分でやる。 
×４小川将人  晋乃介（松岡）が強かった。吉野さんの前で何でもやります。 
△５小野俊之  豪の頑張りが全て。確実に良く成ってる。屋良には世話に成ってます。 
◎６林 昌幸  ペースで駆けました。人気に応えたのが。決勝に乗る自力。 
 ７吉野 猛  調子は何時も通り。後輩、将人（小川）に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５【３】【６】２【４】７ 
 
＜穴を探る＞（林）の首位で、（屋良)と（高比良）。６－１ ６－３ 
 
２車単 ６－２ ６－５ ６－４ 
３連単 ６－２＝４５ 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『先行型「奥村」「松岡」、五分の先陣争い』 
 趣味の魚釣りは玄人裸足と評判の①（吉岡）、今年１年間のＡ級が決まった事で本業に力を入
れ、練習したのが前２場所の優出に初日特選の３番手抜け出し、②（奥村）に任せて狙うは連勝。
（奥村）は④（松岡）との叩き合いは避けられないが、いざと成れば横もやれるし、捲りも強力
なので。Ｓ下がりの③（大竹）迄が本線。予選の捲りは力強く、タイムも出てた（松岡）は、先
輩⑤（柴田）だけでなく地元ベテラン⑥（加藤）⑦（白川）に任された事でコメントは「先行」
だけど、運行はお世辞にも上手とは言えないので、再度の捲りは大いに考えられる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１吉岡篤志  この１着は自信に成った。考える事は無い、奥村の番手。 
○２奥村諭志  調子は大丈夫。吉岡さん・大竹さんと決める先行基本。 
×３大竹慎吾  地元の２人には悪いが、瀬戸内の後に行きます。 
△４松岡晋乃介 予選は１着でも反省でしかない。後３人ですね、先行基本。 
 ５柴田祐也  空いてると判断して内へ行った。晋乃介（松岡）に任せる。 
 ６加藤昌平  調子は大丈夫。大竹さんが瀬戸内なら、岐阜の後。 
 ７白川有司  松岡には世話に成ったので、昌平（加藤）の後を固める。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】１３【４】５６７ 
 
＜穴を探る＞ 岐阜コンビで独占。４＝５ 
 
２車単 １＝２ １－４ １－３ 
３連単 １＝２－３４ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『初日特選のやり直しは地元コンビ』 
 初日特選の①（嶋田）は「何でもやる」とコメントしたなら、先行１車の奥村諭志の番手で粘
っても良かったのでは、そんな気は無く下げて粘ったのが屋良朝春の所に成り、怒りを買い徹底
して邪魔されたのに、ゴール前に切り替えて捲った②（八尋）を抜いたのは意地であり調子だっ
たのかも、再び自力それも先行１車みたいなメンバーなら人気を裏切る事は許されない。（八
尋）はしっかり任せて２人して決勝に乗る事を優先。準決は３着ばかりで決勝に乗れてない③
（小原）は、悪い流れを断ち切る事に全力を投じての単進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１嶋田誠也  全てに中途半端でした。自力主体に何でもやります。 
○２八尋英輔  嶋田が被ったので捲りに行ったが出なかった。再度です。 
△３小原将通  頑張った樹（篠田）を入れたのは当然。地元の３番手。 
 ４谷口幸司  昌幸（林）にしっかり踏み直された。任されたので前々。 
×５田村浩章  このメンバーなら、四国ラインを大事に谷口に任せる。 
 ６日浅保幸  初手に中団取れたのが全てでした。こゝは単騎。 
 ７白崎芳典  ２着に届いたので悪くない。九州の後から。 
 
＜展開予想＞ 
←４５【１】２３７【６】 
 
＜穴を探る＞ 気合の（小原）が差し切る。３－１ 
 
２車単 １＝２ １－３ ２－３ 
３連単 １－２＝３ 


