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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１５時２３分）（電投締切１５時２０分） 
 
＜展望＞『練習してる「宮崎」が断トツ』 
 練習グループのリーダー池田憲昭（９０期）が「宮崎は練習の調子ならばＳ級で通用しますよ、
問題はハートですね」と評してた通り、前２走は印象深いレースをしてる①（宮崎）、同型⑥
（永田）には何をやっても負けないハイパワー。問題は⑤（赤松）が現在の調子で付いて行ける
かどうか。（永田）が逃げて（宮崎）が捲りに成った時は多分独り旅と成り、（永田）に任せる⑨
（白川）④（森山）の福岡コンビの２・３着が有力視される事に。尚関東の③（佐藤）に⑦（越
川）は並んだ処でか。自力ある⑧（鈴木）は少々。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１宮崎康司  流れの中で突っ張った。自力で頑張る。 
 ２進藤浩行  落車したけど走ります。行けるなら四国。 
 ３佐藤 謙  落車しなかっただけでも。中団からです。 
△４森山昌昭  永田が逃げてくれたから。九州３番手。 
×５赤松誠一  前に付いて行けてないでは。宮崎の番手。 
注６永田秀佑  何か重いですね。先行を心掛けます。 
 ７越川一寿  もう少し待って外でしたね。佐藤に任せる。 
 ８鈴木達也  自力型ではないのでね、こゝは切れ目から。 
○９白川有司  安部と一緒に飛ばされた。永田に成った。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５２【８】 ３７【６】９４ 
 
＜穴を探る＞ 九州で独占。９＝４ ９－６ 
 
２車単 １－９ １－４ １－５ 
３連単 １－９＝４６ 
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■■２Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１５時４６分）（電投締切１５時４３分） 
 
＜展望＞『Ｓ級経験の両「伊藤」に期待したが』 
 前々期のＳ級戦では自力を武器に穴を出してた①（伊藤彰）、それなのにＡ級の成績は酷過ぎ
るし、準決勝で前に付いて行けなかったのは不安でしかないが、このクラスではの自力戦。番手
に成った⑨（伊藤拓）は岡村潤（８６期）が気にして一緒に練習してるのにこの成績はどうした
ものか、一からやり直してもう一度Ｓ級に挑戦するならこゝでの連対は外せないか。⑦（石田）
迄がライン。自力でやるより②（細田）に任せた⑤（安部）はシビアに出る事か。③（徳吉）が
連携。穴と言うより狙いたいのは、２日目の気合で⑧（橋本）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１伊藤彰規  前に離れては力不足。こゝは自力です。 
注２細田純平  一生懸命自力で頑張ります。 
 ３徳吉広紀  （ライン大事のレーサーなので安部の後か） 
 ４菊谷信一  印付けて貰ってたので気合入った。自力・自在。 
▲５安部龍文  ブロックで止まったのは力不足。初の細田君。 
 ６幡中幸弘  橋本に任せて納得ですよ。信一（菊谷）。 
 ７石田岳彦  このメンバーなら南関東の後です。 
×８橋本大祐  息子に「ザ・競輪」を見せてやりました(笑)。単騎。 
○９伊藤拓人  力不足なので練習します。彰規に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７【４】６【８】【２】５３ 
 
＜穴を探る＞（細田）利す（安部）を。５－３ ５－２ 
 
２車単 １＝９ １＝５ １－８ 
３連単 １＝９－５７ ５－３－２８ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時０９分）（電投締切１６時０６分） 
 
＜展望＞『復調「平沼」２００勝達成』 
 準決勝の⑨（久保）は初日の調子ならば叩き合いを捲るものと信じて◎を付けたのに、結果と
して単騎では何もやれずの大敗とは見込み違いだったが、こゝはしっかりラインが出来るので逃
げか捲りで２日分のパワーを発揮する。やっと２００勝に王手を掛けた①（平沼）、ガタガタだ
った腰に膝は良く成ったそうで、（久保）に任せて決める事にする。後は２日目の伸びは良かっ
た⑧（橋本）。凄い能力を有す自在の③（吉松）は、⑦（田村）と２車ならば（久保）と⑤（藤
田）の先陣争いを捲るのが理想形だけど。中部の２人は（藤田）が頼り。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１平沼由充  走る前にシューズが壊れ、予備を使ったのが。初の久保。 
注２北村 篤  別所さんのコースでしたね。藤田さん。 
▲３吉松直人  河合を待ってたんですが。自力・自在。 
 ４下田和美  腰痛はきついですね。決めずです。 
 ５藤田 真  田中に切り替えたのが失敗。自力です。 
 ６山中貴雄  ６着ならやった方でしょう。北村に任せる。 
 ７田村浩章  内へ行ったが伸びてないのが調子。吉松です。 
×８橋本紀彰  ⑤番の押圧を凌いだにしては伸びた。平沼さん。 
○９久保将史  前で音がしたのに反応してしまった。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１８【３】７ ４【５】２６ 
 
＜穴を探る＞（吉松）の首位。３－７ ３－９ 
 
２車単 １＝９ １＝３ １－８ 
３連単 １＝９－３８ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時３３分）（電投締切１６時３０分） 
 
＜展望＞『浪花の「絆」は岩より強固』 
 初日特選の①（西本）は地元の松尾透に任された事で、気合の捲りを決めたのに、準決勝は折
角３番手の位置が取れたのに詰めを誤まる大チョンボ、こゝは大先輩⑨（中澤）に任された事で、
気合入れ直しての自力で先輩と決める事にする。初日の逃げは良かったのに準決はダメだった③
（瀬戸）だが、後は地元の⑤（中井）であれば逃げる事か。初日は良かったのに準決では何もや
らなかった④（木村）は凄いスピードを有してるし、小倉好走型なので。⑧（山根）が後を固め
る。②（深井）に任された⑦（河上）は思い切って攻める事か。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１西本直大  良い位置に入ったが伸びなかった。自力。 
 ２深井高志  ⑥番の動きが想定外でした。初の河上君。 
△３瀬戸晋作  ホームで行かなかったのが全て。自力。 
×４木村浩宣  後方で前を見過ぎた。山根さんの前で自力。 
 ５中井大介  あれで３着に入れないとは力不足。瀬戸です。 
 ６鳥丸晃順  このメンバーなら、九州に行きます。 
注７河上陽一  先行を考えてたのに力不足。自力です。 
 ８山根泰道  細田の気持は貰いました。木村です。 
○９中澤孝之  ◎で気合入りました。後輩西本の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５６【１】９【７】２【４】８ 
 
＜穴を探る＞（瀬戸）本来のパワー。３－５ ３－１ 
 
２車単 １＝９ １－３ １－４ 
３連単 １＝９－３４７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１６時５８分）（電投締切１６時５５分） 
 
＜展望＞『積極自力の「佐藤」が押し切る』 
 スポーツジムで働いてる時に自分でやりたく成って柴田健（７１期）に弟子入りした③（佐
藤）、スマートな自力型として活躍してた時にアキレス腱断裂の不運、それでも根性でこゝ迄立
て直したが、仲々以前の脚に戻らないジレンマに悩んでるが、努力は怠らないし、ちゃんとレー
スはやってるので、このメンバーでは逃げて押し切ってるものと思われる。後は誰に成るかはっ
きりしないが、２前回奈良の最終日に２着がある④（島田）、そしてインを行かせたらガールズ
一の⑦（岡村）に、動きは悪くない⑤（山口）の２・３着争いで決しそうなレース。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １森 美紀  応援に来てたので見せ場は作った。取れた位置から。 
 ２溝口香奈  練習不足で離れた。取れた位置から。 
◎３佐藤亜貴子 やるべき事はやったので。自力です。 
○４島田優里  石井さんに締められて下げた。取れた位置から。 
×５山口菜津子 攻める気持に成ってるだけでも。取れた位置から。 
 ６山路 藍  ７着しなかっただけでも。流れに乗って。 
△７岡村育子  ４着に届いたと思ったのに。取れた位置から。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】４【１】５２７６ 
 
＜穴を探る＞（佐藤）の優位は動かない。 
 
２車単 ３＝４ ３－７ ３－５ 
３連単 ３－４＝５７ 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時２３分）（電投締切１７時２０分） 
 
＜展望＞『「相川」「白岩」の埼玉コンビ優位』 
 しきりに最悪時は脱したと言って連日元気に逃げてる②（相川）、これが練習に成ったのは事
実で、このレースは地元①（市橋）と実質２分戦なら主導権は渡さない。初日も連携してる支部
長⑨（白岩）、直前迄大宮記念の世話で心身共にヘトヘトの状態でも、２日間走った事で良くは
成ってると信じての番手戦。⑥（萩谷）迄がライン。２日目に地元の意地を見せた（市橋）は、
④（吉良）が後なら逃げの組み立てを第一に中団が取れた時は自信ある捲りでファンの声援に応
える事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１市橋司優人 何とか信太郎さんと決まり良かった。自力。 
○２相川永伍  初日のウサは少し晴らした。自力です。 
 ３渡邉泰夫  地元の子には上がるなと言ってたのに。決めず。 
注４吉良勝信  （こゝは地元の市橋に任せる） 
 ５桶谷明誉  追い上げる脚は無かった。九州の後。 
 ６萩谷直正  きついレースでした。埼玉の３番手。 
 ７藤原悠斗  反応が遅れてる様では。決めず一人。 
×８高津晃冶  仕掛ける前に被ってしまった。決めず。 
◎９白岩大助  初日に任せた永伍（相川）にこゝも。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９６【１】４５ ３ 【８】 ７  
 
＜穴を探る＞（市橋）気力のパワー。１－４ １－８ 
 
２車単 ９＝２ ９＝１ ９－８ 
３連単 ９－２＝１ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１７時４９分）（電投締切１７時４６分） 
 
＜展望＞『補充の２人は師弟の間柄』 
 ２日目は先輩の園田匠と一緒に、昨年の活躍で北九州新人賞に選ばれた挨拶をテレビでやって
た②（原口）、補充は準備してた上に、後は世話に成ってる師匠の⑨（八尋）であれば、決める
しかないで逃げる事にする。番手の（八尋）は前回３日目の調子なら逆転は互角。この後を主張
したのは２日目の流れで好調③（三宅）、差し切りは盲点か。力あっても気持が弱い①（金澤）
には実績の⑤（小林）⑦（松永）が固める事に。④（大久保）は⑥（梶應）に任されたなら、捲
りぐらいは。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１金澤竜二  鐘で仕掛けるべきでした。自力。 
◎２原口昌平  待機してました。師匠と決める自力。 
△３三宅裕武  前の２人は強かった。こゝも九州の後。 
 ４大久保直也 梶應さんに任されたので先手から。 
注５小林圭介  技術不足と脚の無さが。初日同様金澤君。 
 ６梶應弘樹  ２日目に任せてる直也（大久保）です。 
 ７松永 将  同県の先輩小林さんに任せます。 
 ８中川博文  前は行けないと思って追わなかった。決めず。 
○９八尋英輔  弟子の昌平とはＡ級で何度かあります。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】９３ ８【４】６【１】５７ 
 
＜穴を探る＞（金澤）のパワー。１＝５ １－７ 
 
２車単 ２＝９ ２－３ ９－３ 
３連単 ２＝９－３ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時１９分）（電投締切１８時１６分） 
 
＜展望＞『「林」「谷口」の争いで、神奈川コンビ』 
 予選の大失敗を２日目の１着で晴らした地元の大ホープ①（林）、又しても先輩⑦（松尾）と
一緒なら今度こそはで逃げを考えているが、⑧（谷口）とやり合えばどう成るかは解っているの
で、そこら辺りを頭に入れての自力戦。⑤（三ツ石）迄がライン。特選シードの③（北野）に任
された（谷口）は間違いなく仕上って居り、（林）の上を行く事も。そんな２人がやっぱり着を
度外視して先陣争いを演ずると決めてかゝれば、不振でも⑨（小原）の捲りが決まるし、その時
は②（加藤）の２００勝も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１林 大悟  初日の分は少しだけ取り戻した。自力。 
○２加藤圭一  初日に任せた小原に２００勝を託します。 
注３北野武史  野原の後輪が飛んだので驚いた。谷口です。 
 ４大澤雄大  内に差し込んだ事で離れた。神奈川の後。 
 ５三ツ石康洋 落車を避けただけでも。地元の後。 
 ６小酒大勇  体も気持もボロボロですよ。単騎。 
▲７松尾信太郎 司優人が強かった。初日任せた大悟。 
 ８谷口遼平  逃げても捲られては。自力。 
◎９小原太樹  早目に内でしたね。自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７５【９】２４【８】３【６】 
 
＜穴を探る＞ 地元コンビを。７＝１ ７－５ 
 
２車単 ９＝２ ９＝７ ９－１ 
３連単 ９＝２－４７ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１８時４９分）（電投締切１８時４６分） 
 
＜展望＞『準決勝のやり直しは岡山コンビ』 
 準決勝の⑨（工藤）は８番手に成った事でセオリー通り赤板で動いたら、考えた展開に成らず
先輩①（三宅達）に迷惑掛けたばかり、こゝは⑥（塚本）が３番手を固めてくれた事で逃げるか
捲りに成っても仕掛けは当然早く成る。（三宅）は後輩がそこ迄してくれたら、仕事を優先して
しまう実力者。予選で大穴を出した⑧（笹倉）は、同じ④（長尾）の番手で夢よもう一度か。③
（松坂）の捲りに、何でもやれる⑦（櫻井）は力あるし、前々に攻めるのは魅力たっぷり。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１三宅達也  工藤に任せたので仕方無い。再度です。 
 ２佐々木省司 松本も野原も強過ぎる。３度び、正孝（櫻井）。 
△３松坂洋平  北津留は中部を出すと思わなかった。自力。 
 ４長尾拳太  落車にビックリしたのが。２車でも自力。 
 ５小島 歩  同県の先輩、洋平さんに付いて行きます。 
 ６塚本大樹  体調良くなくて、抜けなかった。岡山の後。 
×７櫻井正孝  松本が思っていた以上に早かった。自力。 
注８笹倉慎也  捲りを止めれず、谷口に悪かった。長尾に再度。 
○９工藤文彦  ８番手に成ったので動いたんですよ。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】８【７】２【３】５【９】１６ 
 
＜穴を探る＞（松坂）のパワーを。３－５ ３－１ 
 
２車単 １＝９ １－３ １－７ 
３連単 １＝９－３６７ 
 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１９時２２分）（電投締切１９時１９分） 
 
＜展望＞『連勝「石井」「荒牧」のＶ攻防』 
 今回の⑤（荒牧）は落ち着いてるし、内容的にも格上③（石井）を上廻って居り、小倉４度目
の優勝は濃厚と見えるが、逆境に強いのが（石井）で、これ迄も数多くの修羅場を乗り越えて来
た経験に勝負根性は、ガールズ№１ならば、しっかり位置を取って捲るか、それとも逃げそうな
④（中嶋）に照準を絞り、(荒牧）に合わせて出るかして一番人気に応えてる女傑。パワーの
（中嶋）に、今回はツキ以上に脚もある①（那須）に、⑥（小林）は、２・３着には狙える調子。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１那須萌美  落ち着いて判断してます。好位狙い。 
 ２渡口まりあ 迷いもあったが、脚の状態は良い。自力。 
◎３石井貴子  何とか凌いだが、修正して優勝します。自力。 
△４中嶋里美  初日より落ち着いて走れた。自力です。 
○５荒牧聖未  初日より更に良く成ってますね。３連勝狙います。 
 ６小林彩乃  伸びてるし、調子は大丈夫。前々です。 
 ７大谷杏奈  ④番に抜かれたのが悔しい。流れに乗って。 
  
 
＜展開予想＞ 
←【２】【３】 １ 【４】【５】 ６ ７ 
 
＜穴を探る＞（荒牧）の３連勝。５－１ ５－４ 
 
２車単 ３＝５ ３－４ ３－１ 
３連単 ３－５－１４６ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時５５分）（電投締切１９時５２分） 
 
＜展望＞『１１３期生「河合」「曽我」の対決』 
 特別昇班は１番目と２番目の⑨（河合）に①（曽我）、この２人は昨年１１月の当地決勝戦で
対戦して、その時は積極的に逃げた（曽我）に対して（河合）は後手を踏み凡退したばかり、両
者共にこれを機に練習したのか、その頃以上のパワーを身に付けて居り、どっちかゞ逃げに成り
どっちかゞ捲りに成るのか、それとも「ザ先行レーサー」⑦（隅田）を逃がしての捲り合戦に成
るか、何れにしても近い将来Ｓ級のスターに成るであろうライバル同士の争いは、Ｓ級決勝より
興味深い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１曽我圭佑  絶好調です。初優勝決める自力。 
 ２大薗 宏  河合は強いですね。ライン大事に隅田。 
△３松尾 透  曽我に踏み直された。再度に成りました。 
 ４栗林 巧  行けるなら、河合の番手に行きます。 
×５小川 巧  宮崎の頑張りです。栃茨の後。 
 ６富永益生  河合は愛知出身なので、３番手固める。 
７隅田洋介  初日よりは良かった。新人に負けない自力。 

注８別所英幸  会心のレースでした。透（松尾）の後です。 
◎９河合佑弥  こゝ迄来たら、先行で特進は決めます。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】２５【１】３８【９】４６ 
 
＜穴を探る＞（曽我）の初Ｖ。１－３ １－８ 
 
２車単 ９＝１ ９－３ ９－５ 
３連単 ９－１－３８ １－３＝８ 
 
 
 



 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分） 
 
＜展望＞『ラインの厚みで九州勢がリード』 
 優勝候補筆頭の吉澤純平が落車で脱落したのは残念ですが、浜田賞の冠に相応しい強豪が進出
した事で激しいバトルが予測される中、九州それも①（北津留）と⑤（荒井）はこれで３日連続、
前に成った（北津留）は⑥（菅原）迄とライン３人であれば、逃げても捲っても後手踏まなけれ
ば（荒井）の優勝。⑦（中西）⑨（東口）の和歌山とは別線に成っ②（野原）は、叩き合いは
（北津留）と（中西）、そして④（松本）に任せて溜めての捲りであれば、そのスピードはバン
クにマッチしてるので。（東口）もだが、狙いたいのは新星（松本）のパワー。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１北津留翼  １角から仕掛けないとダメでしょう。自力です。 
▲２野原雅也  松本を下げさせたのに、仕掛け遅れては。自力。 
 ３三宅 伸  松本は僕を千切るぐらいでなくては(笑)。再度。 
特４松本貴治  連勝なので調子は良いです。優勝する自力。 
◎５荒井崇博  翼はあれで良いんですよ。任せます。 
 ６菅原 晃  前の２人に付いて行けて良かった。３番手。 
 ７中西 大  落車で恵まれたけど、逃げたので。自力です。 
 ８森川大輔  落車を避けただけでも。行けるなら野原。 
×９東口善朋  大（中西）の頑張りですよ。同県なので再度大。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５６【２】８【７】９【４】３ 
 
＜穴を探る＞（野原）の捲り。 ２－８ ２－９ 
 
２車単 ５＝１ ５＝２ ５－９ 
３連単 ５＝１－２６ 


