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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『初日の調子と信じて「東」の首位』 
 前回の広島戦もだけど、初日予選の勝利はとてもチャレンジの選手とは思えなかった①（東）
だが、大事な準決勝は逃げてる尾崎悠生より６番手の塩田大輔を気にし過ぎての捲り不発とは、
これでチャレンジに居る訳が判ったもの、このメンバーならば初日の再現で絶大なる人気に応え
る事にする。後は展開以上に調子そのものに問題がある⑦（大崎）、たっぷり時間があるので修
正したものと信じて。連日積極的に動けてる④（千原）は初日同様③（藤田）に任されても、や
ってる事はこれ迄やって来た先行で粘り抜く。力ある②（佐藤）は２・３着には。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１東 隆之  新人尾崎に脚負けですね。自力です。 
×２佐藤正吾  山田祐は強いですね。こゝは自力・自在です。 
 ３藤田享市  見ての通りの調子です。初日に任せた千原。 
△４千原洋晋  中村の番手に成ったが抜けなかった。自力です。 
 ５谷尾佳昭  大崎の後に居るかも知れないが、切れ目から。 
 ６二塚正裕  こゝは東ラインで、佐藤君に任せます。 
○７大崎世志人 後輩伊藤に任せての事だが、調子です。東の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】３【１】７ ５ 【２】６ 
 
＜穴を探る＞ 近畿で連独占。 ４－３ 
 
２車単 １－７ １－４ １－２ 
３連単 １－７＝２４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３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＞『前途多難の新人「真崎」に３度び◎』 
 初日予選の⑦（真崎）は赤板から逃げた事で、突っ張った筈の前島恭平に捲られてもと同情し
たけど、準決勝は鐘前に前島を出して５番手をキープしたのに、捲りに行ったが１車も出ずに千
切れてゴールしてる様ではお先真暗とはこの事で、こゝが終わったら凄い努力をやる事か、こゝ
は①（辻）と２車でも逃げに徹して汚名返上する事に。（辻）は２日目の機敏な動きならば逆転
充分。果敢に攻めてる③（佐野）は着以上に内容はあるが、連携する⑤（日比野）は付いて行け
るかの調子。岡山の２人に任された②（伊藤）は今回に限りは不振。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１辻 政一  初日より良かった。こゝは新人真崎の番手。 
×２伊藤貴史  岡山の先輩２人に任された以上は自力。 
△３佐野洋継  ３着だけど初日よりはマシでした。自力です。 
 ４藤原富雄  ２日目に任せた後輩山下にこゝも。 
 ５日比野行政 中村に付いて行けなかった。初日任せた佐野。 
 ６山下正人  富雄さんに許して貰ったので伊藤です。 
◎７真崎章徳  前島さんに又してもやられては力不足。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１【３】５【２】６４ 
 
＜穴を探る＞（佐野）の捲りが届く。 ３－７ 
 
２車単 ７＝１ ７－３ ７－２ 
３連単 ７－１－２３ 
 
 
 
 
■■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＞『自信回復「中村」パワーで圧勝』 
 初日はこゝの⑥（山田）に脚を使わされて大敗した①（中村）、このまゝでは終われぬの気魄
が２日目の突っ張りからの逃げ切り、これで本来の調子に戻ったし、初日の事があるので（山
田）をナメてかゝらず全力でやっつけに行けば、戦歴が示す様にこのクラスではズバ抜けている
ので。後は初日も付いてた味があるベテラン⑦（古田）だが、力の衰えは否めないので、狙いた
いのは小倉を走れば練習の力を存分に発揮する事が出来る（山田）のパワー。次いで、初日の捲
りは見事だった③（柊元）の底力。久留米の先輩⑤（高尾）が追走。降班の実力者④（富永）は
捲り狙いか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１中村賢二  気合ですね。初日に迷惑掛けた古田さんと決める自力。 
 ２志村正洋  このレースは東ラインで、新人山田の番手。 
△３柊元則彦  佐賀の後を固めた事なので。自分でやる。 
 ４富永昌久  真崎に任せた結果。こゝは単騎で何でも。 
 ５高尾剛文  東が行けなかったでは仕方無い。後輩柊元。 
○６山田祐太  小倉だけで３勝ですよ。自力で連勝狙います。 
×７古田勇治  初日予選で任せた賢二（中村）にこゝも。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７【４】【３】５【６】２ 
 
＜穴を探る＞ 新人（山田）の再勝。６－２ ６－３ 
 
２車単 １＝６ １－３ １－７ 
３連単 １－６＝３７ 
 
 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『気合の「高瀬」再度の逃げ勝負』 
 ２日目の①（高瀬）は先行１車で負けられないの責任感もあったのか、何度か捲られそうに成
ったが、耐えに耐えて１周半以上を逃げて粘り抜いたのは間違いなく弟子（尾崎悠生）効果、こ
のレースは捲りを匂わした⑤（船曳）は居るけど、先行レーサーは一人なので。後は２日目同様
⑦（笹川）が主張したが、調子は見ての通りなので、決めずにした④（石川）が後から抜くか、
それとも追い上げての番手勝負で連対。②（是永）は⑥（瓦田）に任された事で（高瀬）の番手
を狙うか、ショート捲りぐらいは。前２日間は何もしてない③（岡田）は（船曳）に任せるでは。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１高瀬 卓  逃げ切れず済みません。何時も通りの自力。 
△２是永幸寛  瓦田さんに任されたなら自在に頑張る。 
 ３岡田浩太  単騎で何も出来なかった。船曳に任せる。 
○４石川英昭  高田には付いて行けてるので。前々へ。 
 ５船曳義之  捲りに行っただけでも良く成ってる。何かします。 
 ６瓦田勝也  （ラインは大事にするので、後輩是永に任すか） 
×７笹川竜治  高瀬と又一緒ですね、番手は守ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７ ４ 【２】６【５】３ 
 
＜穴を探る＞ 地元（是永）が抜け出す。２―１ 
 
２車単 １－４ １－２ １－７ 
３連単 １－４＝２７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『練習してる「高倉」逃げ切りのチャンス』 
 初日予選の⑦（高倉）は荒木真慈に抜かれたくなかったのか、中団それも遅目の捲りで好調さ
をアピールしたのに、大事な準決勝は宮本隼輔を相手に構え過ぎたばかりに力を出せずの最下位
とは、これがスタイルと行ってしまえばそれ迄乍ら、前期の後半からは練習してるのか絶好調に
近い上に、このメンバーは恵まれた事に先行は１車。心無しか不元気の①（太田黒）は④（伊
狩）に直で競られる事に成り、やっと気合入ったのは確か。２日目に動いた③（塚本）は⑤（木
村）に任された事で仕掛ければ、（高倉）の番手にはまってる事は大いに考えられる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１太田黒大心 九州ラインで、競りでも高倉の番手です。 
 ２永山英司  北日本とは決めず、一人で何かします。 
△３塚本 諭  仕掛けたけど行けなかった。こゝは自在。 
 ４伊狩知人  高倉の逃げ１車なら直付けします。 
×５木村元信  初日は別々に走ったが、塚本さんに任せる。 
 ６菊池崇史  このメンバーならラインと思ってる九州の後。 
◎７高倉俊宏  積極さに欠けたのが全て。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】（１４）６【３】５ ２ 
 
＜穴を探る＞（高倉）の首位は動きそうにない。 
 
２車単 ７－１ ７－３ ７－５ 
３連単 ７－１＝３５ 
 
 
 
 



 
 
■■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＞『気合入った「荒木」は連対外さない』 
 松戸戦で強豪相手に１０数年振りの優勝を決めた④（荒木）、４７歳でも努力すれば脚力アッ
プする事を知らしめた功績は大、今回も期待されたのに初日は裏切ったが、準決の突っ込みで勢
い戻ったものと信じての首位。２日目に単騎で捲りを決めた③（仲松）は、（荒木）と連携して
るものと想定。先輩①（隅）に任された⑦（友永）に、同支部⑥（辻）だけでなく②（廣島）迄、
後を固めて貰える事に成った⑤（谷本）は打鐘を機に激しく主導権争いを演じそうなのも九州コ
ンビには追い風。 
  
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１隅 貴史  後輩友永は頑張りましたよ、再度信頼。 
 ２廣島和彦  谷本には初日世話に成ったので、北陸の３番手。 
○３仲松勝太  狙い通りのレースをやれての１着。こゝも決めず。 
◎４荒木真慈  初日より２日目は良かった。決めず。 
 ５谷本奨輝  後競りで３着では力不足。自力。 
 ６辻  力  逃げての２着なら悪くない。同支部谷本の番手。 
×７友永龍介  初日より動けた。隅先輩の前で自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１ ４ ３ 【５】６２ 
 
＜穴を探る＞ 山口コンビで独占。１＝７ 
 
２車単 ４＝３ ４－１ ４－７ 
３連単 ４－３＝１７ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『初日を再現したい九州コンビ優位』 
 地元小倉は毎月の様に走ってる④（片山）、気持が違うのか好走して居り、初日も②（四元）
を連れての捲りを決めてるならば、３分戦で２車のハンディはあってもそこは地の利を生かす事
で。任せる（四元）には一足早く春が来てるので。初日の逃げもそうだが、２日目の捲りは見事
だった⑦（高田）は、特選シードの①（棟方）に任されたなら逃げを考えているか。⑥（薮）に
任された③（玉村）も元気一杯なので、何もせず凡退する事は無いファン受けする自力型。尚力
ある⑤（小佐野）は（棟方）を認めての後廻り。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１棟方次郎  前の２人が強くて追走一杯でした。こゝは高田君。 
◎２四元慎也  屋良の動きに付け切れなかった。初日同様片山。 
 ３玉村元気  単騎でもやるだけの事はやった。自力です。 
○４片山直人  動けるし調子は大丈夫。四元さんと決める自力。 
 ５小佐野文秀 このメンバーなら東ラインで３番手を固める。 
 ６薮 謙治  元福井の玉村に任せる事にした。 
×７高田隼人  人気に応えて良かった。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１５【４】２【３】６ 
 
＜穴を探る＞（高田）のパワーが狙い。７＝１ 
 
２車単 ２＝４ ２－１ ２－７ 
３連単 ２－４＝１７ 
 
 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『「尾崎」「前島」は共に絶好調』 
 連日の力強さはとてもデビューから優出は２度目とは思えない①（尾崎）、体もガッシリして
いるが、初日はロング捲りで、準決は東隆之の捲りを許さない鐘先行と内容も光って居り、師匠
（高瀬卓）の前で初優勝を決める。後は準決同様③（中田）⑥（斉藤）。（尾崎）の上を行ってる
のは、やっと素質を発揮し始めた⑦（前島）、捲りそして逃げの威力は（尾崎）とは互角以上。
連携するのは、準決同様⑤（阿部）。力あっても連日、後手踏んでばかりの②（塩田）だが、準
決勝４着で決勝に乗れた運を味方に叩き合いを捲れば優勝も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１尾崎悠生  ラインの力で押し切れた。先行出来る様に。 
△２塩田大輔  ギリギリで決勝に乗れた運は自力で生かす。 
 ３中田健二  尾崎は強い、付いて行けたので。再度番手。 
 ４小林裕司  昨年９月の松戸以来の優出。ライン大事に塩田。 
 ５阿部利光  前島が全部やってくれたんですよ。再度とは嬉しい。 
×６斉藤重明  埼玉の２人が頑張ってくれたからの優出。再度。 
○７前島恭平  調子は良いですね。自力で優勝狙います。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】３６【２】４【７】５ 
 
＜穴を探る＞（前島）の自力に（阿部）。 ７＝５ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－６ 
３連単 １－７＝２５ １－２＝３６ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『大器「宮本」Ｓ級特進へ全力パワー』 
 評判以上のパワーでチャレンジからの連勝を１７と伸ばした⑥（宮本）、今回は防府市主催と
言う事で関係者の期待を一身に担っての追加参戦、小倉は３度目でもありバンクを手の内に入れ
て居り、①（上田）には悪いが、特別昇進を決めるためには手段を選ばぬハイパワーで全国のフ
ァンの期待に応える。単騎に成ったが動きの良さは光ってる②（屋良）は頭の方は脚より回るの
で、展開を読んでの２着は有力視される。次いで仕上ってる⑦（古川）の機動力。後に成った③
（渡辺）に、初日特選で連携してる④（小林）⑤（春日）の即席コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １上田 学  宮本に付いて行けて良かった。好きに走って貰います。 
○２屋良朝春  気合で人気に応えました。単騎で頑張ります。 
 ３渡辺正光  屋良さんにやられたが悪くない。古川さん。 
 ４小林史也  宮本の加速は凄いですね。自力で頑張ります。 
×５春日勇人  古川は強いですよ。初日に任せた小林。 
◎６宮本隼輔  特別昇進は意識して、決める事に全力勝負です。 
△７古川宗行  連日力は出し切ってるので。優勝する自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３【２】【４】５【６】１ 
 
＜穴を探る＞（宮本）から薄目。 ６－３ ６－４ 
 
２車単 ６－２ ６－７ ６－５ 
３連単 ６－２－全 
 
 
 
 


