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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＞『チャレンジが合ってる「中村」が主役』 
デビューしてからずっと、チャレンジの７車立に成れば、それこそ「水を得た魚」状態に成る

⑦（中村）、成績もだがタイム的にも１・２班それも上位に通用するのに、９車立と相手にビビ
るのか、エレベーター生活を続けてるのに、そろそろ終止符を打っても良いのでは、こゝは点数
駆けの大先輩⑤（古田）を連れて行く自力勝負。④（東）も（中村）に似ている自力型、現在の
調子なら何をやっても連対は外さないのでは。力あってもムラがあり過ぎる①（富永）は（東）
に任せるが、調子は走ってからの判断を。小倉は２度目のルーキー⑥（山田）も必ず一度は動い
て見せ場は作る。  
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１富永昌久  調子は悪くないと思います。東に任せる。 
 ２谷尾佳昭  愛知の３番手からにして下さい。 
 ３阿部利光  北日本でも同支部の山田に頑張って貰う。 
○４東 隆之  今期はＡ級１・２班の点キープします。自力。 
△５古田勇治  ３期目なので頑張りますよ。後輩、賢二（中村）。 
 ６山田祐太  小倉は昨年１０月末に２勝したバンク。自力です。 
◎７中村賢二  小倉は大好きなバンク。古田さんと決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】３【４】１【７】５２ 
 
＜穴を探る＞ 九州コンビで独占。 ４－１ 
 
２車単 ７＝４ ７－５ ７－１ 
３連単 ７＝４－１５ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１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＞『好素材「塩田」勝利する自力戦』 
 山内大作（７５期）の弟子は⑦（塩田）、深谷知広に代表される９６期を在校成績２７位で卒
業した好素質を生かしてるとは思えないが、まだ３１歳の若さなら努力次第ではＳ級を狙える器、
出直しの一戦は心して自力に徹せば、逃げても捲ってものパワー。後を主張したのは降班の①
（佐藤）、付いて行けば逆転迄あるか。大怪我を克服して何とか引退を免れた②（辻）、練習では
坂本健太郎（Ｓ級）の逃げを軽く捲ってしまうとの評判なら、④（柊元）がダメでも連対を決め
ているか。先行職人③（千原）にも食指は動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１佐藤正吾  このメンバーなら塩田君の番手を主張します。 
△２辻 政一  今期は７０点オーバーが目標。後輩柊元。 
×３千原洋晋  ３期目なので頑張るしかない。何時も通りの自力。 
 ４柊元則彦  辻さんに任されたので何でもやる積もりです。 
 ５斉藤重明  厳しく成ったが全力で頑張ります。一人で。 
 ６藤田享市  追加だけど疲れは無い。千原に任せます。 
◎７塩田大輔  来期は２班に戻るし、体も元気です。自力勝負。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１ ５【４】２【３】６ 
 
＜穴を探る＞ 久留米コンビを。 ２＝４ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－３ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『１１３期ルーキー「尾崎」の可能性に』 
 高校迄は野球をやってた⑦（尾崎）、縁あって高瀬卓（８７期）に弟子入りして勇躍デビュー
したが仲々結果を出せず、９月に小倉を走った時も最終日の負け戦でやっと２着に残った程度だ
ったのに、同期の森田優弥と練習したのか、前３場所予選は逃げ切りの３連勝は実力であり調子、
①（志村）⑥（小林）の南関勢と決める先行。来期は２班に戻れそうな②（佐野）は小倉バンク
にマッチしたスプリンター、じっくり構えて捲りを放てば後続を引き離す事も一考。もう一人の
自力型⑤（伊藤）は成績以上の実力者。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１志村正洋  小林さんと話をして初めての尾崎に決めた。 
△２佐野洋継  このまゝでは終わりません。１着狙う自力です。 
 ３藤原富雄  体は大分良く成りました。伊藤の番手です。 
 ４日比野行政 ２期目なので頑張りますよ。佐野に任せる。 
×５伊藤貴史  藤原さんと２車でも自力で頑張る。 
 ６小林裕司  志村の方が点数上なので３番手ですね。 
◎７尾崎悠生  小倉は５月に走ってます。先行で力出し切る。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１６【２】４【５】３ 
 
＜穴を探る＞（佐野）の捲りが狙い。 ２－７ ２－４ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－５ 
３連単 ７－１＝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＞『躍進「真崎」で押し切れるメンバー』 
 野球で鍛えた体力を生かせる職業として競輪選手を志した①（真崎）、師匠は自力型の成松春
樹（９３期）、スタートダッシュには失敗したが、前期の後半から逃げて結果を出せる様に成っ
たのがこの成績、小倉を実戦で走るのは初めてだけど、好きであっても嫌いな筈はなく、人気を
考えて逃げ切るしかない。連携するのは２班下がりだから点数持ってる⑦（高尾）。力ある③
（大崎）は、九州の３番手から直線勝負での連対。自力の④（前島）に任せるのは⑤（中田）②
（二塚）の５４歳に成った昔は強かった埼玉コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１真崎章徳  小倉は初出走、試験以来です。自力で人気に応える。 
 ２二塚正裕  同級生、健二（中田）の後を固めます。 
△３大崎世志人 このメンバーなら九州の３番手を固める。 
×４前島恭平  練習はしてます。ラインの先頭で自力。 
 ５中田健二  二塚と話して前島君の番手に成りました。 
 ６山下正人  ２期目ですが、厳しく成りました。決めず 
○７高尾剛文  真崎には松戸初日に離れてるので今回こそは。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７３ ６【４】５２ 
 
＜穴を探る＞（大崎）が抜け出す。 ３－１ 
 
２車単 １－７ １－３ １－４ 
３連単 １－７＝３４ 
 
 
 
 
■■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＞『努力のベテラン「荒木」は現在が旬』 
 ６９期生としてデビューした時は、華々しかった横田努・曽我明広・松村政治の陰に隠れて目
立たなかった①（荒木）、現在では早熟の３人は引退したのに、どんな練習をしたのか前期は信
じられないくらい伸びる様に成ったのは不断の努力、松戸の優勝は後輩本郷雄三の逃げを余裕で
抜いた価値あるもの、こゝは前回の準Ｖに気分良くしてる⑦（高倉）には好きに走らせての首位。
復調④（仲松）迄がライン。岩津裕介（８７期）は師匠で、高校で野球をやってた時のチームメ
イトは②（岩本）、Ｓ級で活躍してた頃の脚に戻ってるので、先輩⑥（岡田）を連れての捲りは
首位互角。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１荒木真慈  松戸の優勝は１４年振り。高倉に任せます。 
▲２岩本 純  今期はＳ級復帰を目指します。自在。 
 ３高田隼人  石川さんに任された以上はの総力戦。 
×４仲松勝太  長欠明け２場所目だが大丈夫。九州３番手。 
 ５石川英昭  南関東ラインを大事に高田の番手です。 
 ６岡田浩太  調子は良いですよ。純（岩本）に付いて行く。 
○７高倉俊宏  成績通りの調子です。ラインで決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【２】６【３】５ 
 
＜穴を探る＞（岩本）の捲りが決まる。 ２－６ 
 
２車単 １＝７ １＝２ １－４ 
３連単 １－７＝２４ 
 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『復調「太田黒」が連対の軸』 
 ３歳年長の荒木真慈（５Ｒ）に刺激されて気合入れて練習したのは②（太田黒）、腰ヘルニア
の手術を３度もやってるのに、それを理由にせず黙々と努力しているのは荒木に相通じるものが、
こゝは小兵だがガッシリして如何にもスタミナありそうにしている自力型⑤（友永）に任せて勝
ち上がる。その（友永）は以前から小倉好走型で、今回は防府市営と言う事もあっての自力勝負。
今回は師匠の大庭正紀と一緒だったのに、その師匠は落車で欠場した事で、やらねばの⑦（谷
本）には①（廣島）だが、不安は前回地元岐阜戦の低調子。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１廣島和彦  前回の岐阜より上の調子。ラインの谷本君に任せる。 
◎２太田黒大心 年末の名古屋から良く成った。友永君の番手。 
 ３笹川竜治  落車の影響はあるかもです。太田黒君の後です。 
 ４薮 謙治  成績以上の調子です。中部の後、３番手。 
○５友永龍介  今回防府主催なら頑張りますよ。積極自力。 
 ６永山英司  このメンバーなら決めず先手ライン。 
△７谷本奨輝  岐阜に冬期移動してます。持ち味の自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【５】２３ ６ 
 
＜穴を探る＞ 中部コンビで独占。７－１ 
 
２車単 ２＝５ ２－７ ２－１ 
３連単 ２＝５－１３７ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『絶好調「四元」は連対外さない』 
 宮崎・鹿児島・沖縄地区の支部長を務めて１０年近くに成る①（四元）、面倒見る事で、もう
一度Ｓ級に挑戦してやると決めて練習しているのが昨年後半からの快成績、フロックもこゝ迄続
いたら実力か、こゝは昨年の９月から小倉は正規が２回、補充４回も走り、其の都度、結果を残
してる地元⑦（片山）に任せて人気に応える事にする。（片山）の残りが有力視される。九州の
後に居るのは何故か④（木村）②（塚本）の北コンビと思われる。３人で結束する四国は、ガー
ルズケイリンの選手と結婚した縁で福井から香川に移籍した⑤（玉村）が先頭で頑張る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１四元慎也  こゝ３ヶ月くらいは絶好調ですね。直人（片山）。 
×２塚本 諭  木村と話して別々で決めずにします。 
 ３船曳義之  香川の仲間に成った玉村の番手。 
△４木村元信  塚本さんと一緒で、位置決めず流れ見て。 
 ５玉村元気  前回を欠場したので今回が初戦。自力です。 
 ６菊池崇史  四国ラインを大事に香川の後位。 
○７片山直人  地元はこゝ半年で７回目ですよ。自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１ ２ ４ 【５】３６ 
 
 
＜穴を探る＞（玉村）のパワーを。５－３ ５－１ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－２ 
３連単 １－７－２４ 
 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率９５％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『Ｓ級特進に王手は大ホープ「宮本」』 
 佐世保の時は最悪の体調でも人気の責任感で連勝を６迄伸ばした①（宮本）、それで年頭の小
松島を休んだのはこれ全て防府市主催の小倉ミッドナイトで特別昇進を決めるため、チャレンジ
で２度経験してる熟知バンクであれば早く同級生のライバル清水裕友（１０５期）に追い付くた
めにも３連勝はノルマ。後輩の強さは練習をやる事でイヤと言う程、思い知らされてる先輩⑦
（隅）は抜けない迄も離れないで２着をキープする。３番手は地元戦に張り切る④（是永）、順
当なら大本命で収まるレース。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１宮本隼輔  小倉は３度目。隅先輩と決める自力です。 
×２小佐野文秀 調子良好の高瀬に黙って任せます。 
 ３辻  力  相手強力ですね。自在に何かします。 
△４是永幸寛  地元戦に向けて仕上げた。山口の後。 
 ５高瀬 卓  宮本忠典さんの息子は強いので自在に何でも。 
 ６伊狩知人  中近ラインで辻さんに任せる事にした。 
○７隅 貴史  隼輔（宮本）と一緒に成ると思って練習しました。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７４【３】６【５】２ 
 
＜穴を探る＞ 本命で決まるレース。 
 
２車単 １－７ １－４ １－２ 
３連単 １－７－４ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『気力・脚力充実の「屋良」を抜擢』 
 住み慣れた東京を引き払って生まれ故郷の沖縄に戻った②（屋良）、これが良かったのか見違
える様なレーサーに変身してるのは、もう一度Ｓ級上位で闘う野望があるからの事、こゝは昔の
仲間⑦（古川）が居ても見向きもせず「自分でやる」の心意気を尊重。まだまだやれる⑤（上
田）は⑥（小林）より、九州はラインなので（屋良）を選ぶ。失格２回で落ちた①（渡辺）は④
（棟方）③（春日）と話して（古川）の番手に決める。そこで（渡辺）同様、不本意な失格２回
で陥落した（春日）は⑥（小林）を指名する。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１渡辺正光  平の落車は問題ありません。春日さんと話して古川さん。 
◎２屋良朝春  疲れが心配だけど走る以上は気合で頑張る。中団キープから。 
 ３春日勇人  北には悪いけど、空いてる小林君の番手。 
 ４棟方次郎  来期のＳ級は取れた。正光（渡辺）に任せます。 
○５上田 学  前回が良かったので頑張る。九州の屋良に任せる。 
 ６小林史也  調子良いし、小倉も大丈夫。単騎でも自力。 
×７古川宗行  小倉は好きなバンク。僕は自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【２】５【６】３ 
 
＜穴を探る＞（渡辺）が狙い。 １－４ １－７ 
 
２車単 ２－５ ２＝１ ２－７ 
３連単 ２－５＝１７ 
 
 


