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■■１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１５時２３分）（電投締切１５時２０分） 
 
＜展望＞『強力中近トリオ対、捲りの「河上」』 
 前回奈良特選の失格は不運だった⑨（富永）、これで今期のＳ級点取りは厳しく成ったが、気
持は折れてないし、逆に「やってやる」で練習したのであれば、男らしい自力型②（藤田）を目
標に準決勝進出。後は差脚切れる復調⑤（北村）の逆転は盲点。師匠の中村浩士（７８期）のア
ドバイスもあって初Ｓ級点を取れた事で２ヶ月休んで練習した①（河上）、それが前回の松戸の
好走、区切りの１００勝は捲りで決める事にする。⑦（橋本）なら付いてはいける。義理堅い③
（安部）は、⑥（永田）が自力とコメントした以上は任せる事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１河上陽一  来期は初Ｓ級、今期も。自力で１００勝。 
×２藤田 真  調子はボチボチ。中部の前で自力。 
 ３安部龍文  永田が自力と言ってる以上は任せる。 
 ４佐藤 謙  東ラインで３番手を固める。 
○５北村 篤  調子は大丈夫。富永さんの後です。 
 ６永田秀佑  高知予選が現在の調子。自力。 
注７橋本紀彰  茨城と千葉はラインも同じ。河上さん。 
 ８鳥丸晃順  このメンバーなら決めずにします。 
◎９富永益生  篤（北村）と話して、藤田の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９５ ８【１】７４【６】３ 
 
＜穴を探る＞（河上）の捲り単。１－７ 
 
２車単 ９＝５ ９＝１ ９－２ 
３連単 ９－５＝１２ １－７－２９ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時４６分）（電投締切１５時４３分） 
 
＜展望＞『小倉男「瀬戸」が人気に応える』 
 小倉バンクは脚質マッチしてるのか「水を得た魚」状態に成るのは⑨（瀬戸）、後を地元のリ
ーダー①（中井）と、地道に頑張ってる⑤（下田）が固めてくれるなら、逃げか捲りの自力で押
し切ってるパワーに調子。前回の奈良は３・３にやられた②（久保）だが、それ迄５場所の成績
こそが現在の調子であり、実力であれば（瀬戸）の上を行くパワーで、九州トリオを粉砕に全力。
立ち直りに懸命な⑦（伊藤）と、努力してる大ベテラン③（中澤）が後を固める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１中井大介  地元戦は調子に関係無く頑張る。瀬戸です。 
▲２久保将史  調子は不安無い。ラインで決める自力。 
 ３中澤孝之  まだまだ頑張りますよ。南関東の後。 
 ４細田純平  練習してるから調子は良好。一生懸命。 
×５下田和美  九州３番手が僕の位置ですね。 
 ６橋本大祐  息子が１１７期に合格したんですよ。中澤さんから。 
特７伊藤拓人  前回が悪かったので練習した。久保さん。 
 ８赤松誠一  ライン大事に細田の番手です。 
◎９瀬戸晋作  小倉は得意で好きなバンク。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１５【２】７３６【４】８ 
 
＜穴を探る＞（久保）のパワー駆け。２＝７ 
 
２車単 ９＝１ ９＝２ ９－５ 
３連単 ９＝１―５ ２＝７－３ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１６時０９分）（電投締切１６時０６分） 
 
＜展望＞『火の国健児「曽我」が断然』 
 １１３期としては河合佑弥（東京）に次ぎ２番目で特別昇班を果たした①（曽我）、それなの
にまだ１度もＶ歴が無いのはどうしたものか、今期はＳ級しか狙ってないし、それだけの練習は
してるなら間違いなく１年後はＳ級戦士、小倉は４前回に快走して居り、逃げて人気に応える。
地元⑨（別所）がピッタリ続いての逆転が押さえ。⑦（白川）迄の九州ラインは強力過ぎる。本
線を苦しめるのは何でもやる事にした⑤（宮崎）、前回松阪の調子であれば。連携するのはチャ
ンスは物にする渋太い③（田村）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１曽我圭佑  小倉は４前回に走ったばかり。先行基本。 
 ２山中貴雄  このメンバーなら、四国の後ですね。 
×３田村浩章  調子は普通です。ラインの宮崎です。 
 ４石田岳彦  前回よりは上の調子。鈴木に任せる。 
△５宮崎康司  動けてるし調子は大丈夫。自力・自在。 
 ６鈴木達也  石田さんに任されたので自在。 
注７白川有司  練習は２週間。別所の後です。 
 ８越川一寿  見ての通りですね。決めずにします。 
○９別所英幸  追加だけど、地元は大丈夫。初の曽我。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【５】３２【６】４ ８ 
 
＜穴を探る＞（曽我）は連対を外さない。 
 
２車単 １＝９ １－５ １－３  
３連単 １－９－３５７ 
 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１６時３３分）（電投締切１６時３０分） 
 
＜展望＞『東京の新星「河合」が連勝伸ばす』 
 １１３期生トップを切って特昇を決めた①（河合）、１・２班をいきなり完全Ｖの時は土付か
ずでＳ級を決めるのではと思われたが、厳しくモマれる事で特昇は松井宏佑（神奈川）宮本隼輔
（山口）に先を越され、森田優弥（埼玉）にもだけど、野球をやってた事で自転車は素人同然か
らなので焦りはないし、昨年末こゝ小倉で不覚を取った後は、大宮・宇都宮の５００を完全Ｖで
今回は特昇シリーズならば、３連勝でＳ級をゲットする。後はＳ下がりの⑨（栗林）だが、付い
て行けるかは大きな賭けに成る。離れた時は③（木村）②（伊藤）の自力型が狙いに成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１河合佑弥  特別昇進は意識して狙います。先行。 
×２伊藤彰規  進藤さん・黒瀬さんの前で自力・自在。 
△３木村浩宣  相手強力ですね。自力で頑張る。 
 ４菊谷信一  幡中さんに任されたので何でもやります。 
 ５進藤浩行  黒瀬君と話して、伊藤君の番手。 
 ６幡中幸弘  菊谷と２人で頑張ります。 
注７山根泰道  前回は久し振りの優出。ラインの木村。 
 ８黒瀬浩一  同期同部屋の進藤さんの後です。 
○９栗林 巧  初めての河合に離れない様にします。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９【２】５８【３】７【４】６ 
 
＜穴を探る＞（河合）で１着は仕方ない。 
 
２車単 １－９ １－３ １－２ 
３連単 １－９＝２３ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間１６時５８分）（電投締切１６時５５分） 
 
＜展望＞『大乱戦を制すのは地元「松尾透」』 
 来期のＳ級は決めた事で今回の地元戦を獲るための準備しかしてない①（松尾）、区切りの１
００勝を決めるためにもこゝでリーチを掛けたいで、迷わず任せた⑤（西本）に頑張って貰い勝
利者インタビュー。任された（西本）は失格で陥落した事で練習しかしてないし、主戦法の先
行・捲りで降級後初勝利。往時は特別、それも競輪祭で決勝に乗った事がある③（小川）は、年
齢を経る度びに脚力アップしてる凄いベテラン、信頼してる後輩⑧（田中）を好きに走らせる事
で。逃げるイメージしかない⑥（隅田）先頭にまとまる関東勢に、復調②（平沼）に⑦（吉松）
にも食指は動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１松尾 透  地元は調子に関係無くやるしかない。西本さん。 
×２平沼由充  ２００勝は早く決めたい。地元松尾君の後です。 
▲３小川 巧  勇二（田中）とは前回の奈良で連携したばかり。 
 ４深井高志  調子は悪くありません。栃茨の後。 
○５西本直大  来期はＳ級なので今期もと思ってる。自力です。 
 ６隅田洋介  来期のＳ級は決めた。何時も通りの先行です。 
 ７吉松直人  岡山の３番手で勉強します。 
注８田中勇二  前回に２００勝決めたし、調子は大丈夫。前で自在。 
 ９大薗 宏  前回を休んだので体調は万全。ラインの隅田。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】９４【５】１２【８】３７ 
 
＜穴を探る＞ 岡山コンビで独占。３＝８ 
 
２車単 １＝５ １＝３ １－２ 
３連単 １＝５－２３８ 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時２３分）（電投締切１７時２０分） 
 
＜展望＞『果敢に攻める「荒牧」は信頼度大』 
 小倉はデビューしてから１２回走ってる②（荒牧）、優出を外したのは２０１３年の７月と昨
年の競輪祭だけで、３度の優勝に準Ｖも３度と得意にしてるバンク、勿論今回も優勝しか狙って
ないし、昨年末の立川３連勝の後もそつなくまとめて居り、このレースは積極的に攻める限り首
位は動きそうにない。対抗はデビューしてからブレる事なく逃げ主体の自力を貫いて来た⑦（中
嶋）、それが力に成ったのが西武園の優勝であり今年の連続優出、このレースも最終バックは取
ってる女傑。尚前橋のドームで練習してる⑤（小林）はこゝに来て好調。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １溝口香奈  産休で休んでました。不安はレース勘。前々。 
◎２荒牧聖未  小倉はこれ迄１２回走り、優勝３回のバンク。自力。 
 ３山口菜津子 前期は何とか４７点を上廻ったし、こゝからと思ってます。前々。 
 ４山路 藍  産休前よりもガールズはレベルが上がってますね。まずは流れに乗って。 
△５小林彩乃  小倉は前橋と同じドームなので好きです。前々。 
×６佐藤亜貴子 小倉は５連続優出中の相性良いバンクなので頑張りたい。自力・自在。 
○７中嶋里美  小倉は３回目。バックを取る競走を心掛けてます。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】【２】【５】【６】 ３ １ ４ 
 
＜穴を探る＞ 好調（小林）が狙い。５－２ 
 
２車単 ２－７ ２－５ ２－６ 
３連単 ２－７＝５ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１７時４８分）（電投締切１７時４５分） 
 
＜展望＞『何をやっても強い「石井」が断トツ』 
 静岡のガールズグランプリは捲った児玉碧衣に目標を絞り逆転を狙った④（石井）、結果は抜
けず準Ｖに甘んじたが、逃げても捲りに成っても必ず力を出し切るのをモットーにしているのが、
デビューからの安定した快成績、その中でも小倉は競輪祭を含め７回出走して３度の優勝に３度
の準Ｖは際立って居り、ましてやこのメンバーでは全てにズバ抜けてるなら、同じ勝つにしても
後続をどれくらい引き離すかの方に興味津々。２・３着争いは点数順で⑥（那須）が一番手で、
⑤（大谷）⑦（島田）の順に成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １岡村育子  小倉は１年前に決勝に乗ってます。前期は何とか４７点クリヤーした。前々。 
 ２森 美紀  副鼻腔炎が完治してないのであまり練習出来てない。取れた位置。 
 ３渡口まりあ 小倉は初めてだけど、同じドームの前橋は悪くなかったので。自力。 
◎４石井貴子  不本意なレースが続いてるので力出し切りたい。自力。 
△５大谷杏奈  斡旋が詰まってる方が好きなので。流れに乗って。 
○６那須萌美  小倉は昨年暮に補充で走ってます。流れに乗って。 
×７島田優里  小倉は６回目です。今年は成績上げたい。好位狙い。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】 １【４】 ２ ５【６】 ７ 
 
＜穴を探る＞（石井）が強過ぎて穴は難かしい。 
 
２車単 ４－６ ４－５ ４－７ 
３連単 ４－６＝５７ 
 
 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時１５分）（電投締切１８時１２分） 
 
＜展望＞『復活期す「新田」堂々の主役』 
 ３年前の競輪祭で落車した③（新田）、これが選手生命を絶たれかねない大怪我で、復帰する
のに４ヶ月を要す重傷、それでも日本一に成る夢はあきらめず日々努力しているのは１歳に成っ
たばかりのそれこそ目に入れても痛くない愛息の存在、こゝは信頼してる⑨（松坂）に任せての
準決進出。任された（松坂）は、逃げと捲りを使い分けるパワーレーサー。来期は初Ｓ級１班の
②（工藤）に小倉バンクは脚質マッチして居り、捲った時は独り旅迄ある調子。九州コンビは立
ち直ってる①（菅原）は、地元新鋭⑤（市橋）のやる気と自力に任せる事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１菅原 晃  調子は良いですよ。地元市橋に任せる。 
▲２工藤文彦  前回から空いたので調子は良い。自力。 
◎３新田康仁  洋平（松坂）が居ますね、任せます。 
 ４金澤竜二  前回別府と違い、小倉はドームなので。自力。 
注５市橋司優人 菅原さんに迷惑掛けない自力。 
 ６梶應弘樹  工藤には世話に成ってるので、中国から。 
 ７小林圭介  金澤君を一人には出来ないので任せる。 
 ８桶谷明誉  工藤さんに離れない様にします。 
○９松坂洋平  新田さんと話して前で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１【９】３【４】７【２】８６ 
 
＜穴を探る＞（工藤）のパワー。２－１ ２－９ 
 
２車単 ３＝９ ３＝２ ３－１ 
３連単 ３＝９－１２ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時４３分）（電投締切１８時４０分） 
 
＜展望＞『「林」「松尾」の地元コンビを抜擢』 
 昨年７月の吉岡稔真カップを制したのは②（松尾）、展開は山崎賢人が２周前から逃げたのを
番手の松川高大が、捲りを止めに行った内を抜け出た同門の先輩小川勇介をビサ逆転しての快挙、
今回の濱田賞も狙うと早くから準備はしてたので。前で頑張る⑦（林）は弟の慶次郎（１１１
期）と共に大旋風を巻き起こしてる大ホープ、直前宇都宮のパワーを再現するものと信じて。絶
好調⑧（塚本）迄が九州。人気を集める神奈川コンビは、前に成った③（小原）の頑張り次第で
は先輩⑨（加藤）は嬉しい区切りの２００勝達成。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １長尾拳太  小倉は好きなバンク。先行主体の自力。 
◎２松尾信太郎 地元は吉岡カップで優勝して以来。大悟（林）。 
▲３小原太樹  小倉は競輪祭を走ってます。自力勝負です。 
 ４笹倉慎也  調子は良いですよ。ラインの長尾です。 
 ５大澤雄大  落車が続いてたが、もう大丈夫。神奈川。 
 ６中川博文  前回の大宮記念も悪くなかった。中部。 
○７林 大悟  宇都宮の優出で間に合った。先行です。 
×８塚本大樹  失格を挽回できる様頑張る。地元の後。 
注９加藤圭一  ２００勝は小原の番手で決めます。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】２８【３】９５【１】４６ 
 
＜穴を探る＞（小原）の実力を。３＝９ 
 
２車単 ２＝７ ２＝３ ２－８ 
３連単 ２－７＝３９ 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１９時１３分）（電投締切１９時１０分） 
 
＜展望＞『愛媛のホープ「松本」小倉初見参』 
 愛媛の高校から岐阜にある自転車競技の名門朝日大学に進み、眠っていた素質に火が点いた⑤
（松本）、競輪学校で上位の成績を残した自信でチャレンジにＡ級１・２班戦を順調にクリヤー、
Ｓ級でも記念・特別で活躍したのはこれ全て天分が成せる業、初めて実戦を走る小倉だけど現在
の調子ならば取りこぼす事は無さそう。①（三ツ石）⑧（大久保）の徳島コンビで後を固めるラ
インは強力。大宮記念の好走に気を良くしてた②（三宅）は、後輩⑦（谷口）と一緒に成りたい
気持が番組に届いた運は物にするしかない気迫。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１三ツ石康洋 松本とは防府記念以来、２度目です。 
注２三宅裕武  大宮記念は良かった。遼平に付いて行く。 
 ３小島 歩  又落車したが、練習はして来た。小酒君。 
 ４渡邉泰夫  前橋みたいに頑張りたい。三重の後。 
◎５松本貴治  小倉は試験以来。自力で人気に応えます。 
 ６萩谷直正  この成績では良いとは言えない。歩（小島）。 
△７谷口遼平  来期は失格でＡ級。練習してます。自力。 
 ８大久保直也 成績は悪いが大丈夫。三ツ石に任せる。 
×９小酒大勇  自在でなく自力でお願いします。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１８【９】３６【７】２４ 
 
＜穴を探る＞（谷口）の捲り。７－２ ７－５ 
 
２車単 ５＝１ ５－７ ５－９ 
３連単 ５－１－２７８ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時４５分）（電投締切１９時４２分） 
 
＜展望＞『豪快「中西」がパワーで制圧』 
 久留米で生まれ育った健康優良児は③（中西）、それでやった事は競輪選手養成学校化してる
祐誠高校（旧久留米工大附属）で陸上競技をやり、その縁で大阪体育大学迄は円盤投げをやって
いたが、目指した道は競輪選手での日本一、１０７期在校１位の素質が最近の成績か、今回は優
出しか狙ってないなら予選では負けられない。連携するのは自在型⑦（森川）、あくまでも競り
無しが条件に成る。冬期移動は久留米にしてる①（櫻井）に取って福岡の場は愛着があり、地元
と思ってるなら、流れでは（中西）の番手で勝負してる事は大いに考えられる 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１櫻井正孝  今年も久留米に冬期移動してます。自力です。 
注２白岩大助  大宮記念の世話で疲れました。後輩相川。 
◎３中西 大  久留米出身なので小倉もホーム。自力で勝つ。 
 ４相川永伍  体も脚も良くは成ってます。自力。 
×５佐々木省司 正孝と一緒ですね、恵まれます。 
 ６高津晃治  悠斗が中近なら、僕は北の３番手。 
○７森川大輔  中西の番手に行けですね、連携あります。 
 ８藤原悠斗  高津さんに許して貰ったので中近。 
 ９松永 将  相川とは前回も連携した。埼玉の後。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】７８【１】５６【４】２９ 
 
＜穴を探る＞ 北日本コンビを。１＝５ 
 
２車単 ３＝７ ３－１ ３－５ 
３連単 ３－７－１５ ３＝１－５ 
 



 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『関東輪界屈指の自力型「吉澤」が本命』 
 現在は来月の別府全日本選抜に備えて乗り込んでるのは②（吉澤）、小倉は悔いを残した競輪
祭以来だが苦が手意識は無いそうで、先輩⑤（芦澤）に任された以上は２車でも先行主体に、捲
りはあくまでも展開次第。小倉を走れば大魔神に変身する①（北津留）は、⑨（荒井）に任され
ても、やってる事は異次元パワーでの大捲り。中近トリオは前々に攻めるファイター⑧（野原）
が、③（東口）⑦（北野）を連れての大暴れ。両（三宅）の岡山コンビは、追い込み同士で並ん
でもどうにも成らないとの結論に達し、別々を決断。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１北津留翼  今回の地元戦に仕上げました。先行基本。 
◎２吉澤純平  前回を休んだのは考えがあっての事。自力。 
×３東口善朋  地元記念は良かった。雅也（野原）。 
 ４三宅 伸  達也と話をして、僕は九州の後です。 
○５芦澤大輔  小倉は競輪祭で失格したのでリベンジ。純平。 
 ６三宅達也  伸（三宅）さんが九州なら、僕は茨城です。 
 ７北野武史  中近はラインなので近畿３番手。 
注８野原雅也  もう落車の影響は無い。何時も通りの自力。 
 ９荒井崇博  小倉は走り易いバンク。翼に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５６【８】３７【１】９４ 
 
＜穴を探る＞ 地元（北津留）が捲る。１＝９ 
 
２車単 ２＝５ ２＝１ ２－３ 
３連単 ２＝５－１６ 


