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■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％）
＜展望＞『１２０期のエリート「山口」を抜擢』
陸上競技から自転車に転向した②（山口真）、数々のタイトルを手土産にプロ入りしたエリー
トは在所時代は５００ＴＴで新記録を作る等、優秀な成績で卒業しただけあって自力主体の運行
でこゝ迄は順調、小倉は３月に走り、オール２着と好走して居り、前々を心掛けての自力で首位
の一番手。小倉を走れば好走してるイメージがある地元③（林）は自力主体が持ち味。前回の大
宮を病気欠場したのは少しだけ気に成るガールズ草創期から大スター①（加瀬）
、一児の母に成
っても自力を貫いてるのは頭が下がるだけでなく、１２１期の弟子３人と練習してるのは凄い。
前々の④（永禮）迄伯仲。
＜出場予定選手コメント＞
△１加瀬加奈子
◎２山口真未
○３林真奈美
×４永禮美瑠
５本多 優
６橋本佳耶
７松尾智佳

練習は室内でバッチリやってます。自力。
ハードスケジュールだけど疲れは大丈夫。自力です。
練習も競走も楽しくやってます。自力・自在。
あまり気負わず走りたいです。流れ見て。
前２場所は疲れが出た。もう大丈夫です。自在。
練習は久留米でバッチリやってます。何でもあり。
調子は上向きです。流れ見て取れた位置から。

＜展開予想＞
←【２】
【４】
【１】７【３】
【６】５
＜穴を探る＞ブレない（加瀬）が逃げる。 １－２
２車単 ２＝３ ２－１ ２－４
３連単 ２－３＝１４

１－３

■■２Ｒ■■出走表（本命率７５％）
＜展望＞『積極的に攻める「吉岡」は信頼度大』
小倉はこれ迄７回走り、ガールズ競輪祭を含め好走してる①（吉岡）、直前の防府は児玉碧
衣・山原さくらに脚負けしたが、６月頭の久留米から人間が変わった様に攻撃的に攻めてるのが
平塚・松阪の快走、仕掛け処を誤らない限り連対を外す事は無さそう。位置取りには定評ある③
（田中）を対抗視したが。バスケットボールで鍛えた運動神経をフルに活かしてるとは思えない
②（岩崎）
、自分を信じてアクレッシブに攻めれば（吉岡）とは互角の自力型。ガッツ④（板
根）は好位狙いか。
＜出場予定選手コメント＞
◎１吉岡詩織
△２岩崎ゆみこ
○３田中月菜
×４板根茜弥
５宮安利紗
６矢野光世
７藤原亜衣里

追加は予定通りです。体調も大丈夫。自力です。
今回こそは決勝に乗れる様に頑張る。自力です。
３連続優出はたまたまです。自力・自在。
前回欠場は何も問題ありません。自在です。
腰痛で休んでました。練習は充分。前々。
もう少し点数上げたいです。前々でお願いします。
流れが悪いとしか言えません。好位狙い。

＜展開予想＞
←【２】４７【１】３５【６】
＜穴を探る＞（岩崎）が逃げ切る。 ２－１ ２－４
２車単 １＝３ １－２ １－４
３連単 １－３＝２
■■３Ｒ■■出走表（本命率６０％）
＜展望＞『予選４連勝「山崎」の勢いは本物』
今年３月末に当地戦を走った時の②（山崎）は、体調もあり任されても迷惑掛けるを理由に頑
なに一人を貫いたが、練習やれる様に成ったのか正々堂々と「自力」とコメントする様に成った
のが６月からの好成績、③（佐々木）との２分戦に成ったが、危険が伴う「捲り」より先行主体
の積極策。マークする④（田川）は離れない事を条件に。失格する程元気に成った①（荒木）は、
⑤（湯浅）と話をして、根っからの先行型（佐々木）の番手で仕事をする事を約束。尚⑥（吉
良）は３番手を潔しとせず決めず。
＜出場予定選手コメント＞
△１荒木伸哉
◎２山崎 翼
×３佐々木孝司
○４田川辰二
５湯浅弘光
６吉良勝信

練習してるのが最近の成績。佐々木さんの番手。
今期からの新車がバッチリ。自力です。
暑いのは苦が手だけどドームなので。自力です。
吉良が決めずなら翼（山崎）の番手。
展開一本です。荒木君の後を固める。
翼（山崎）には悪いが、決めずにします。

＜展開予想＞
←【２】４ ６【３】１５
＜穴を探る＞（佐々木）の番手（荒木）を。１－３
２車単 ２－４ ２－１ ２－３
３連単 ２－４－１３６

１－５

■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）
＜展望＞『自信回復した「山川」が人気に応える』
合志正臣（８１期）の弟子は①（山川）、１１７期の養成所そしてデビュー後も順調で、チャ
レンジはレインボーファイナルの優勝で卒業したのに落車の怪我が長引き低迷していたが、大ギ
ヤ・カーボンフレームのＰＩＳＴ６に進んで参加する事が力に成ったのが最近の成績、小倉は新
人リーグの時から好走して居り、逃げと捲りを使い分ける。１着には縁遠いが練習はしてる③
（永田）が好連携。⑤（茅野）はライン大事に熊本の後と決める。自力を少しだけ残してる②
（高瀬）は「先行」のイメージしかない④（清水）に任せて、狙うは２人しての準決勝進出。⑥
（阿部）は流れで居るかも。
＜出場予定選手コメント＞
◎１山川奨太
△２高瀬 卓
○３永田修一
×４清水健次
５茅野寛史
６阿部英光

小倉は大好きなバンク。ラインで決める自力。
シミケン（清水）とは３回目で過去２回は僕が１着です。
後輩山川とは初連携、好きに走って貰います。
小倉は走り易いバンク。練習も充分。自力です。
調子は大丈夫。九州ラインを大事に熊本の後。
埼京の後もあるが、決めずにします。

＜展開予想＞
←【１】３５【４】２ ６
＜穴を探る＞東日本トリオが狙い。 ２－４ ２－６
２車単 １＝３ １－２ １－４
３連単 １－３－２５
■■５Ｒ■■出走表（本命率８５％）
＜展望＞『気合が違う「米嶋」で首位不動』
幼少の頃から父親に連れられて熊本競輪場に通ってた①（米嶋）、野球をやるため鹿児島の高
校を卒業、岡山の実業団で仕事と野球をやってた時に師匠の岩本純を紹介されてファンから賭け
られる側に成っただけあって根性は筋金入り、それが特別昇班でありこの成績、２前回の大宮で
不本意な失格をした事で闘志に火が点いたのが直前取手ならこゝで負ける事は考えられない。８
１期のエリート②（前反）の２着で本命一発の様相。③（黒田）迄固めるラインは強力過ぎる。
抵抗する関東は④（女屋）に⑤（若林）⑥（佐藤）で並ぶ。
＜出場予定選手コメント＞
◎１米嶋恵介
○２前反祐一郎
△３黒田大介
×４女屋文伸
５若林耕司
６佐藤 謙

小倉は１月チャレンジで走ってます。人気に応える自力。
地元戦で１着取れたし悪くない。米嶋は初めて。
こゝはライン大事に西で３番手固める。
バック４回はたまたまです（苦笑）。自在としか。
自力は考えてないので女屋さんに任せます。
練習は出来たので大丈夫。関東で３番手。

＜展開予想＞
←【１】２３【４】５６
＜穴を探る＞（米嶋）の首位で好調（若林）
。 １－５
２車単 １－２ １－３ １－４
３連単 １－２－３４５

■■６Ｒ■■出走表（本命率７５％）
＜展望＞『３分戦を制すのは千葉トリオ』
Ｓ級戦でも強烈捲りを武器に活躍してた②（本多）、このまゝで終わる事は考えず、練習して
る成果が今年１８勝、小倉は久し振りでも脚質マッチのバンクであれば後輩①（原岡）先輩⑦
（藤田）と決める自力。
（本多）もデッカイが、それ以上は（原岡）、点数以上の調子に実力なら
離れる心配は無いし、抜く方が人気。地元を走れば気持が違うのか５割増の③（勝部）がやって
る事は勝手知ったるバンクを２周近く逃げる先行策。立ち直り途上の④（仲松）が経験と根性で
付いて行く事に集中。１班の点が物語る様に蔵する能力はこんなものでない⑥（中川）のパワー
は穴党に。
＜出場予定選手コメント＞
◎１原岡泰志郎
○２本多哲也
△３勝部貴博
×４仲松勝太
５小谷田公則
６中川拓也
７藤田晃英

調子は大丈夫。お世話に成ってる本多先輩。
練習の感じが良いですね。千葉で決める自力。
前回の欠場は地元戦に備えたと思って下さい。自力です。
前々回落車で首を痛めたが大丈夫。頑張ってる勝部君。
中川君の番手に喜んで。初連携です。
まだまだですけど気持で頑張る。自力です。
千葉３人とは嬉しいですね、３番手です。

＜展開予想＞
←【３】４【２】１７【６】５
＜穴を探る＞（勝部）が逃げる。 ３＝４
２車単 １＝２ １－３ １－４
３連単 １＝２－３７
■■７Ｒ■■出走表（本命率６５％）
＜展望＞『復活期す「高木」気魄の自力戦』
佐藤友和（８８期）の弟子は②（高木）、逸材揃いの１０５期を優秀な成績で卒業、デビュー
後はトントン拍子にＳ級迄駆け上がり、冬期移動は師匠を真似て久留米で数年やった事もあり、
こゝ小倉も気持は地元なのかも、この成績は残念だけど気持は切らしてないし、同支部の大先輩
③（小橋）に任された以上はの自力戦。来期のＳ級返り咲きを決め今期も好スタートを切った①
（棚橋）は、同県の先輩⑤（日浅）に任せて実力発揮の単進出。⑦（曽我部）迄固める瀬戸内ト
リオは数の力で北日本・九州をリードしてる。期のスタートで失格して尻に火が点いてる⑥（興
呂木）は④（加藤）を連れての自力勝負。
＜出場予定選手コメント＞
▲１棚橋 勉
◎２高木 翔
○３小橋明紀
４加藤大輔
５日浅保幸
×６興呂木雄治
７曽我部匡史

来期のＳ級は取れました。今期も狙う。話して日浅先輩。
このまゝではダメなので練習しかしてない。自力・自在。
同支部の翔（高木）と一緒なら考える事は無い。
調子は大丈夫。興呂木に任せます。
追加は喜んで受けました。前で頑張ります。
失格してるので点数上げるしかない。自力・自在。
日浅君が良いなら岡山の後です。

＜展開予想＞
←【５】１７【２】３【６】４
＜穴を探る＞瀬戸内トリオが狙い。１－７ １－５
２車単 ２＝３ ２＝１ ２－６
３連単 ２－３＝１

■■８Ｒ■■出走表（本命率７５％）
＜展望＞『
「絆」堅い茨栃コンビで連独占』
この身長でバレーボールで活躍していた①（梁島）は身体能力は抜群、師匠の山下渡（９１
期）とマンツーマンで練習する事で、昨年末は連続Ｖもあり、今年のスタートも悪くなかったの
に、そこから壁に当り、成績は不本意でも凄いのはこのバック数、この気持を忘れず努力すれば
大成するのは間違いないホープ、前回の別府から空いた事で仕上げたなら、連対を外す事は考え
られない。功成り遂げたベテラン②（中村）
、真面目に練習してるのが、直前向日町の２勝、逆
転が押さえ。柔道から転身して、有名なアスリートを奥さんにしてる③（櫻川）は、やっと欲が
出て練習してるのが予選の連勝。後は嫁さんが行橋市出身の④（佐藤和）
。
＜出場予定選手コメント＞
◎１梁島邦友
○２中村 淳
△３櫻川雅彦
×４佐藤和典
５大崎智久
６水本博行
７野上竜太

小倉は３回目で走り易いバンクです。自力。
梁島の番手は３回目で１度も抜けてません。
任されたので見せ場作れる様に頑張ります。
小倉は僕に取って地元も同然。櫻川に任せる。
練習してるので調子は大丈夫。茨栃の３番手主張。
展開次第ですね。後輩野上に任せます。
気持は入って来ました。自力で頑張る。

＜展開予想＞
←【１】２５【３】４【７】６
＜穴を探る＞南関コンビが狙い。 ３－４
２車単 １＝２ １－３ ２－３
３連単 １＝２－３５
■■９Ｒ■■出走表（本命率６０％）
＜展望＞『小倉大好き「早坂」パワー全開』
練習は武田豊樹や取手バンクに集まって来る若手と納得する迄やってる①（早坂）
、調子は良
い筈なのに性格なのか、つい鐘の音がする前には仕掛けてしまうため、粘りを欠いてＡ級に落ち
たが、キッカケを掴むには好都合で、前２場所以上の調子で大好きな小倉バンクを疾駆する。追
加でも大丈夫の④（星野）は離れない事を条件に。特選に乗れた気合の⑦（屋良）は、ツキを生
かして空いてる⑥（久樹）に任せたのは自然な成り行き。先輩③（柳谷）に任された②（城戸）
は、師匠の石丸寛之（７６期）が太鼓板を押す岡山期待の１１５期生。尚⑤（柴田）は先手ライ
ンか。
＜出場予定選手コメント＞
◎１早坂秀悟
△２城戸俊潔
×３柳谷 崇
○４星野辰也
５柴田竜史
６久樹克門
７屋良朝春

３００勝迄残り６勝、頑張ります。自力です。
前回初日は久樹さんの番手でしたけど、今回は別線自力です。
追加は早かったので。城戸が居るなら考える事はない。
中２日でも大丈夫です。同級生早坂君とは初連携。
練習はしっかり出来ました。３番手は何処もあるなら決めず。
今期はＳ級点が目標。僕は自力で頑張るだけです。
特選に上がれるとはラッキー。空いてる久樹。

＜展開予想＞
←【１】４ ５【６】７【２】３
＜穴を探る＞岡山コンビで独占。 ２＝３
２車単 １＝４ １－２ １－３
３連単 １－４－２３５

