
 
 
 
 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 小倉競輪 ファンクラブ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                                  vol.1549 2019/01/13 
                      制作・編集責任／コンドル出版社 武田 圭二 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
               http://www.kokurakeirin.com/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
             【小倉競輪場】 電投番号［８１＃］ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
         ★ 防府市営 第６回 後節 第２日 オッズパーク杯 ★ 
                  ミッドナイト競輪 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
                 2019/1/☆・14(月・祝)・15(火) 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
 
≪目 次≫ 
 
◆展望＆出場予定選手コメント 
 
 
≪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＞『初日を反省「中村」、汚名返上の力走』 
 開幕戦で人気を集めた①（中村賢）、鐘前に新人山田祐太をしっかり叩かなかったばかりに突
っ張られて後退、それでも捲りには行った時は脚が残ってなくて人気を裏切る結果、再び開幕戦
に選ばれたからは人気に応えるハイパワー。マークはラインの⑥（日比野）だけど、付いて行け
るかに成れば大きな賭けに。そこで対抗視したのは後輩⑦（伊藤）を使える②（大崎）。次いで
初日の逃げは悪くなかった先行職人⑤（千原）の前残り。前期後半の頑張りで疲れはあった③
（辻）は（千原）の番手を主張したが、初日に後輩柊元則彦に離れている様では。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１中村賢二  ちゃんと叩かなかったミスで済みません。自力です。 
○２大崎世志人 こゝは同県の後輩、伊藤に頑張って貰います。 
 ３辻 政一  柊元に付いて行けず済みません。千原君の番手。 
 ４谷尾佳昭  愛知の後を選んだ結果。こゝは高知の後。 
△５千原洋晋  逃げて捲られては力不足。自力です。 
×６日比野行政 中部ラインで、中村にしっかり付いて行きます。 
 ７伊藤貴史  大崎さん・谷尾さんに任されたので先行。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】６【５】３【７】２４ 
 
＜穴を探る＞（千原）の捲り。 ５＝３ ５－１ 
 
２車単 １＝２ １－５ １－６ 
３連単 １－２＝５７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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＞『１１３期生「山田」が元気に逃げる』 
 野球で鍛えた体力を何とか生かしたいで、一念発起して福島県はいわき市の競輪選手養成学校
（大谷道場）に入門した③（山田）、そこで知り合った飯野祐太（９０期）に弟子入りして１１
３期に合格、恵まれた体を生かしてるとは言えないが、デビューしての２勝は何れも昨年１０月
の当地戦、初勝利は梶原秀庸・真鍋伸也を相手に逃げ切り、２勝目は同門で同期の前川大輔を利
しての追い込み、それがあったのか初日は結果としては大敗したが内容はあったので、後２人な
らば逃げて３勝目。番手は北日本の仲間⑦（佐藤）で、大ベテラン④（二塚）迄。ダッシュマン
①（佐野）は落ち着いて仕掛ける条件で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１佐野洋継  藤田さんと２車ですね、自力で頑張る。 
 ２藤原富雄  同県の後輩、山下に任せる事にしました。 
◎３山田祐太  突っ張って中団は取れたが力不足。自力。 
 ４二塚正裕  こゝは東ラインで、北日本の３番手です。 
×５藤田享市  近畿の後輩、佐野に任せます。 
 ６山下正人  富雄（藤原）さんに任されたので何かします。 
○７佐藤正吾  塩田に付いて行けなかった。山田の番手です。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】７４【１】５【６】２ 
＜穴を探る＞ 近畿コンビ。 １－５ 
 
２車単 ３＝７ ３＝１ ７－１ 
３連単 ３＝７－１５ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『「尾崎」「東」「塩田」自力型の競演』 
 尻に火が点かないと練習にも身が入らないのか、瀬戸際に成れば凄い力を発揮する⑤（東）、
初日の勝利は内容もあったし、タイム的にも立派に１・２班戦で通用するもの、こゝは②（高
尾）と２車ならば、自力主体の自在戦で決勝進出。師匠の高瀬卓（６Ｒ）に気合入れられてたル
ーキー①（尾崎）は、大先輩④（中田）⑥（斉藤）の援護を信じての先行で連勝狙い。初日は冷
や汗ものゝ勝利だった⑦（塩田）は③（志村）と２車であれば、叩き合うよりスピードを生かせ
る捲りで単進出。このレースに関しては自力型が元気なので、力と力の結びが有力視される。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１尾崎悠生  今回は師匠と一緒なのが力強い。自力。 
×２高尾剛文  真崎は強く成りますよ。九州ラインで東です。 
 ３志村正洋  尾崎に付いて行けて良かった。ラインの塩田です。 
 ４中田健二  前島に離れて二塚に悪い事した。後輩尾崎。 
◎５東 隆之  富永さんと決まり良かった。決勝に乗る自力。 
 ６斉藤重明  このメンバーなら、ライン大事に埼玉の後。 
▲７塩田大輔  柊元さんは強い、やっと抜きました。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】４６【５】２【７】３ 
 
＜穴を探る＞（尾崎）のパワー。 １－４ １－６ 
 
２車単 ５＝１ ５＝７ ５－２ 
３連単 ５－１＝２７ 
 
 
 
 
 



■■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＞『上昇新人「真崎」は元気一杯』 
 初日の①（真崎）は赤板前からこゝの②（前島）を突っ張り上げ、人気を考えて流してたらそ
の（前島）に捲られるとはまだ甘いばかりだけど、そのやる気は新人らしくて、努力すれば師匠
（成松春樹）と肩を並べるのは早いかも、こゝは先輩⑦（富永）だけでなく⑤（柊元）迄後を固
めて貰えるなら、（前島）にリベンジする大逃走。（富永）が初日みたいに追走一杯の様であれば、
初日に先輩辻政一を千切った（柊元）が一気に追い込んでの連対は意外な好配当。（前島）には
④（阿部）⑥（小林）の昔は強かったベテラン。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１真崎章徳  突っ張った相手に捲られては力不足。自力です。 
×２前島恭平  新人は早駆けしてたから、落ち着いて捲った。自力です。 
 ３古田勇治  賢二の頑張りで準決勝です。決めず先手ライン。 
 ４阿部利光  山田祐太は頑張ってくれましたよ。前島君です。 
△５柊元則彦  調子は良いですね。こゝは佐賀の３番手。 
 ６小林裕司  前２人に付いて行けたので。東で３番手。 
○７富永昌久  東は仕上ってますね。後輩真崎の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７５ ３ 【２】４６ 
 
＜穴を探る＞ 好調（柊元）の追い込み。５－１ 
 
２車単 １－７ １－５ １－２ 
３連単 １－７＝２５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『初日連携した「高田」「石川」で結着レース』 
 初日予選は⑦（石川）を連れて果敢に逃げた①（高田）、結果は３番手の高倉俊宏に捲られは
したがゴール前迄粘ってたし、再び（石川）に任されただけでなく④（永山）迄ならば先行で
悠々押し切ってる調子でありパワー。再度に成った（石川）は前回に続いて今年２勝目のチャン
ス。⑥（菊池）に任された事で動く気に成った②（船曳）だけど、最近の調子では。又しても決
めずとコメントした③（木村）は、東ラインで南関東の後辺りに居るかも。往時は捲りで鳴らし
た⑤（辻）は、どうしたのかの調子では。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１高田隼人  石川さんに任されたので自力・自在。 
 ２船曳義之  菊池さんに任されたからは何かします。 
×３木村元信  玉村君に脚負けですね。こゝも決めず。 
△４永山英司  落車しなかっただけでもツキはある。南関で３番手。 
 ５辻  力  中近は一人ですね、単騎で自在。 
 ６菊池崇史  四国ラインで船曳に付いてます。 
○７石川英昭  初日も高田に任せたので、勿論再度です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７４ ３ 【２】６【５】 
 
＜穴を探る＞（船曳）の捲り。２－１ ２－７ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－３ 
３連単 １＝７－３４ 
 
 
 
 
 
 



■■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＞『先行１車「高瀬」が連対の軸』 
 今回はデビュー前から面倒見てる１１３期生尾崎悠生と一緒と言う事で、何時も以上に気合入
れてる④（高瀬）、それが宮本隼輔（山口）を相手に逃げたやる気、このメンバーは間違いなく
逃げる候補生は一人ならば油断しない事か。番手は前回に続いて又落車してしまった①（笹川）、
厳し過ぎる調子では。並ぶと思われた九州の２人は互いに番手を狙っているのか、別々にやると
の事だが、流れでは捲りは当然考えている。それは⑤（塚本）⑥（岡田）③（伊狩）も同様。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１笹川竜治  連続落車は痛いが、走る以上は。高瀬の番手。 
△２仲松勝太  太田黒さんと話をして、僕も単騎です。 
 ３伊狩知人  中近は僕一人なら、決めずにします。 
◎４高瀬 卓  弟子（尾崎）が見てるので下手なレースはやれない。自力。 
 ５塚本 諭  初日も単騎だったので、こゝもです。 
 ６岡田浩太  目標不在なら、流れ見て何かやる。 
○７太田黒大心 友永に任せての事なので。前々に攻める。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】１【５】【２】【７】【６】 ３ 
 
＜穴を探る＞（太田黒）が動く。７＝２ ７－６ 
 
２車単 ４＝７ ４－２ ４－１ 
３連単 ４－７＝１２ 
 
 
 
 
■■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＞『自信の塊「屋良」は信頼出来る』 
 日大自転車部のエリートからそのまゝ東京に住み、京王閣をホームバンクにしてた①（屋良）、
先行・捲りの自力で記念でも実績を残してたのに、何かを変えたくて古里沖縄に戻ってからは全
てを１８０度変えての頑張り、初日特選の動きに責任感ならば、任せる②（谷本）が後手踏んで
もキッチリ人気に応えてる実力。後は支部長の仕事が合ってるのか、狂い咲きのベテラン⑤（四
元）。４０００個人追い抜きのチャンピオン⑦（渡辺）は初日特選の動きでは評価を下げざるを
得ないが、自力もあるし、単騎に成った⑥（玉村）に行く事もあるので顔見せ参考。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１屋良朝春  頭迄届いたと思った。競りでも谷本の番手。 
×２谷本奨輝  逃げても３着に沈んでは力不足。自力。 
３岩本 純  （欠場） 

 ４小佐野文秀 東ラインで、何をやろうと渡辺に任せる。 
○５四元慎也  直人（片山）が全部やってくれた。屋良の番手。 
 ６玉村元気  ３番手を捌いての３着なら悪くない。単騎でも自力。 
△７渡辺正光  古川さんに離れるとは。修正して、自分でやる。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】１５【７】４【６】 
 
＜穴を探る＞（渡辺）の底力。７－１  
 
２車単 １－５ １－７ １－７２ 
３連単 １－５＝７ 
 
 
 
 
 
 
 



■■８Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『成長した「古川」は何をやっても大丈夫』 
 腰が悪い状態でも、小倉を走れば逃げ切ってたイメージがある①（古川）、体調の不安が無く
なり練習してるのか、前期のＳ級は逃げと捲りを使い分けて点数以上の大活躍、それが初日の力
強い逃げ、こゝは②（片山）④（友永）の同型が居ても、Ｓ級上位に通用したパワーで圧倒する。
初日特選は小林史也を利して先勝した⑦（春日）が大手を振って（古川）の番手を主張する。堅
実⑤（棟方）迄結束した特選トリオで決まる本日一番の本命レース。尚（片山）には後輩⑥（是
永）で、（友永）には③（隅）が行くけど、特選組とは差があり過ぎるでは。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１古川宗行  小倉はやっぱり走り易い。自力で人気に応えます。 
×２片山直人  四元さんと決まり、ほっとしてます。自力。 
 ３隅 貴史  隼輔（宮本）に付いて行けて良かった。後輩友永。 
 ４友永龍介  力不足で迷惑掛けました。自力で頑張る。 
△５棟方次郎  正光（渡辺）に任せた事なので。東で３番手。 
 ６是永幸寛  ３番手で宮本に付いて行けたし調子良い。片山さん。 
○７春日勇人  小林君が攻めてくれたからの１着。古川君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７５【２】６【４】３ 
 
＜穴を探る＞（棟方）の差し切り。５－１ ５－７ 
 
２車単 １＝７ １－５ １－２ 
３連単 １－７－５ 
 
 
 
 
■■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＞『輪界維新の志士「宮本」特昇へＧＯ！』 
 初日の⑦（宮本）は先輩隅貴史を連れて行ける様に、踏み出しは５割ぐらいで徐々にペースを
上げて押し切ったハロンは１１秒４、Ｓ・Ｓの清水裕友（１０５期）は同級生で良きライバル、
練習では互角以上であれば、早く特別昇進を決めてＳ級それも上位で大旋風を巻き起こして欲し
い輪界の期待星。パートナーに選ばれたのはＳ級に再びチャレンジする事に決めた①（上田）、
（宮本）はラインで決める事を優先してるので。大きな体でパワーもある③（小林）は自力型の
先輩として連勝ストップに闘志。九州は初日も連携したコンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１上田 学  話題のルーキー宮本に付いて行きます。 
 ２高倉俊宏  荒木さんと決めれなかったのは反省。自力です。 
△３小林史也  古川君に脚負けですね。新人に負けない自力。 
 ４廣島和彦  谷本を２着に残せなかったのだけが。近畿の後。 
×５荒木真滋  前は１着なのに、３着では良くないかも。再度高倉。 
 ６藪 謙治  小林の番手ですね、全力で頑張ります。 
◎７宮本隼輔  小倉は本当に走り易い。期待に応える自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１【２】５【３】６４ 
 
＜穴を探る＞（宮本）の首位で好調（高倉）。７－２ 
 
２車単 ７－１ ７－３ ７－５ 
３連単 ７－１＝３ ７－２＝５ 
 
 
 
 


