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■■１Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『初日先勝「永禮」は間違いなく好調』 
 小倉は昨年のガールズ競輪祭で優出してただけあって自信しかなかったのは③（永禮）、初日
は大きく後手踏んだが、強烈な捲りを決めた山口真未を追い掛けるや、１１秒９のスピードで差
し切り１着スタート、いざと成れば動けるし、捌きの巧さは天性的なものがあるので、連勝有力
視される。初日は数字だけなら２着でも、自分のレースはやれなかった②（岩崎）に欲しいのは
早目に仕掛ける勇気。気持は健在でも病み上がりの影響はモロだった①（加瀬）は、逃げに拘ら
ず経験を活かす事で。自力主体の④（橋本）に⑤（矢野）、そして⑥（藤原）も侮れない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１加瀬加奈子 中途を踏み過ぎたのが。２日目こそは頑張る。 
○２岩崎ゆみこ 力出し切れず悔しい。２日目は出し切る事にします。 
◎３永禮美瑠  脚を溜めれたのとバンクとの相性。流れ見て。 
×４橋本佳耶  少しでも前の方に居れる様に頑張ります。 
 ５矢野光世  自分の競走をやれる様に、前々勝負。 
 ６藤原亜衣里 脚の感じは良かった。好位狙いでお願いします。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】 ６ 【２】 ３ 【４】 【５】 
 
＜穴を探る＞（加瀬）本来のパワー。１－３ １－２ 
 
２車単 ３－２ ３－１ ３－４ 
３連単 ３＝２－１４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２日 



■■２Ｒ■■出走表（本命率８５％） 
 
＜展望＞『点数通りの調子「山口真」が断トツ』 
 初日の①（山口真）は加瀬加奈子が逃げてるのにホームで大きく立ち遅れた時はどうするかと
注目したら、１半過ぎから仕掛けるや、超一流のスピードで捲り切ったのが今回の調子か、結果
は永禮美瑠に抜かれ、小倉はこれで４連続２着に甘んじたが、逃げても捲りに成っても小倉初勝
利は動きそうにない。小倉はデビューから１４回も呼ばれ、優出外したのは競輪祭の２回だけは
地元②（林）、優勝もあるし「最高」に好きなバンク、やってる事は前々で捌くか位置を取って
の捲りで（山口）を脅かす。繰り上がりとは言え、１着スタートのガッツウーマン③（板根）も
好調。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山口真未  疲れは大丈夫でした。初日は１着取りたかった。自力。 
○２林真奈美  合わせて出る脚が無かったので、修正して自在。 
△３板根茜弥  失格に落車があっては１着でも喜べない。自在です。 
×４宮安利紗  ギヤを上げたが悪くなかった。前々です。 
 ５本多 優  後方に成ってしまい厳しかった。自在。 
 ６松尾智佳  少しでも前に居たかった。流れ見て。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【２】 ６ ４ 【１】 ３ 【５】 
 
＜穴を探る＞ 初日の調子なら(山口)は負けない。 
 
２車単 １－２ １－３ ２－３ 
３連単 １－２＝３ 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『やる気の「興呂木」が首位最短』 
 予選の③（興呂木）は鐘前に動いたものゝ、日浅保幸をアッサリ出したばかりに中団をキープ
しても仕掛け遅れたのは不安でしかないが、今期は初戦の豊橋で失格してる事でチャレンジに落
ちる大ピンチ、早くマイナスを挽回せんと練習してるそうで、⑥（野上）との２分戦なら逃げと
捲りを使い分ける。後を固める①（永田）の予選は、後輩山川奨太に離れたが、そこは頭脳派な
ので。３連続の準決進出は成らなかった②（若林）は、その気になればショート捲りは残して居
り、熊本の後から突き抜けこそが本命かも。悪くない④（曽我部）は（野上）を逃がす事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１永田修一  山川に付いて行けず済みません。興呂木に任せる。 
▲２若林耕司  藤田さんと話をして、熊本の後に行きます。 
◎３興呂木雄治 調子は悪くないので２日目からです。ラインで決める自力。 
×４曽我部匡史 良くは成ってますね。ライン大事に野上君。 
 ５藤田晃英  本多は遅いですよ、あれでは付いて行けない。話をして瀬戸内。 
 ６野上竜太  梁島君に気持で負けた。気合入れ直しての自力。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】１２【６】４５ 
 
＜穴を探る＞（若林）が突き抜ける。 ２－３ ２－１ 
 
２車単 ３＝１ ３＝２ １－２ 
３連単 ３－１＝２ ２－１＝３ 
 
 
 
 
 
 
 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『悪くない「佐々木孝」が本格先行１車』 
 予選の①（佐々木）は山崎翼が気に成り、鐘前からアクションを起こすや全力で飛ばした事も
あり、山崎の捲りに沈んだが、やる気は伝わったし、このメンバーは動ける選手は２人居るが先
行型は１車ならば、落ち着いて攻める限り押し切りは不動視される。④（小谷田）がピッタリ追
走。吉岡稔真氏の「不動会」に入ってる②（日浅）、それもあって小倉は年に３・４回は呼ばれ
る熟知バンク、先輩⑤（水本）を連れて捲りを出すか、流れでは北日本分断を考えているかも。
補充の⑥（瓦田）に任されそうな③（茅野）の戦法は自力主体。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１佐々木孝司 気持に余裕が無くて踏み過ぎた。修正しての自力。 
△２日浅保幸  ３分戦なら予選同様、先輩の前でやります。 
×３茅野寛史  瓦田さんとは話をしてないが、自力・自在です。 
○４小谷田公則 佐々木さんの番手に行けるとは有難いです。 
 ５水本博行  野上は頑張ってくれた。日浅と話をして任せます。 
 ６瓦田勝也  (茅野に任せるか自分でやるか、顔見せ参考) 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】４【２】５【３】６ 
 
＜穴を探る＞（日浅）捌くか捲り。 ２－１ ２－５ 
 
２車単 １－４ １－２ １－３ 
３連単 １－４－２３ 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『立ち直ってる「中川」の逃げ切りが狙い』 
 予選の⑥（中川）は捲り気味に追い込み３着にまとめ、調子の良さをアピールしたらこのメン
バー、「自力」と言えるのは１車な上に、⑤（大崎）⑦（阿部）の北日本コンビが後を固めてく
れるなら２日目の負け戦に強い事を立証する。沖縄輪界のリーダー格①（仲松）は吹っ切れたの
か、練習の脚を発揮すると決め、④（加藤）を連れて自力と捌きを使い分ける。予選は仕掛ける
事が出来ずガッカリした②（櫻川）は先輩③（湯浅）に任されたなら、気合入れて狙うは九州の
カク乱に乗じての捲りか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１仲松勝太  仕事してやれず、勝部に悪い事した。こゝは自分でやる。 
×２櫻川雅彦  梁島のかゝり良くて仕掛けられなかった。先輩の前でやります。 
 ３湯浅弘光  後輩櫻川と一緒なら考える事はないです。 
 ４加藤大輔  調子は大丈夫。話して仲松さんに任せます。 
○５大崎智久  梁島君は強い。何とか３着に入れて良かった。中川君。 
◎６中川拓也  こゝは北日本の２人に迷惑掛けない気合の自力。 
 ７阿部英光  このメンバーなら大崎の後を固めます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】４【２】３【６】５７ 
 
＜穴を探る＞ 千葉コンビが狙い。 ２＝３ 
 
２車単 ６＝５ ６－１ ６－２ 
３連単 ６－５－７ ６－１＝２ 
 
 
 
 
 
 
 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『地元「勝部」のやる気とパワーが上位』 
 予選の①（勝部）は２周近くを好ペースで逃げたのに、本多哲也から１１秒１のハロンで捲ら
れ５着に甘んじたが、調子の良さはアピールして居り、後を⑥（吉良）と④（田川）の九州大先
輩が固めてくれるなら逃げの一手。予選の走りは良かった（吉良）と（田川）の２・３着争いは
五分。（勝部）以上の先行レーサー⑤（清水）には予選の捲りは仲々だった復調②（女屋）、先行
型の２人が意地に成った時は捲りを発動してる事も。立ち直り途上⑦（佐藤謙）がマーク。南関
東一人に成った③（佐藤和）は先手ラインか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１勝部貴博  かゝりは悪くなかったが、本多さんに脚負け。力出し切る自力。 
×２女屋文伸  やれるだけの事はやりました。ラインの清水君とは初めて。 
 ３佐藤和典  このメンバーなら切れ目からとしか言えない。 
△４田川辰二  付いて行けてたが荒木君にやられた。福岡の３番手。 
 ５清水健次  思ってた以上にやれたのは自信。関東の先頭で自力。 
○６吉良勝信  良く成ってるでしょう。同県勝部の番手を主張。 
 ７佐藤 謙  調子は悪くない。埼京の３番手を固めます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】６４ ３ 【５】２７ 
 
＜穴を探る＞ 埼京コンビが狙い。２＝５ ２－７ 
 
２車単 １－６ １－４ １－２ 
３連単 １－６＝４ １－２＝５  
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率６０％） 
 
＜展望＞『初日のパワー再現は好漢「城戸」』 
 練習してるのか、初日特選の①（城戸）は道中で、こゝの②（屋良）に飛ばされて６番手に成
ったのに、２コーナーから仕掛けるや早坂秀悟の逃げを一気に捲り、先輩柳谷崇を引き離したパ
ワーは本物。今回は広島主催と言う事で（城戸）を付けて貰った③（前反）は気合で付いて行き、
逆転狙い。闘志の（屋良）に任された１１７期新人⑥（山川）の若さに馬力は狙えないでないが、
気に成るのは予選１番時計の「捲り屋」④（本多）、後を⑤（荒木）⑦（高瀬）が固めてくれる
のは有利だけど、不安は準決勝が壁に成ってる事実。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１城戸俊潔  早坂さんを捲れたので調子は大丈夫。積極的に自力。 
△２屋良朝春  やるだけの事はやったでしょう。九州ラインで山川。 
○３前反祐一郎 米嶋が２周逃げたからの１着。城戸とは何度かある。 
×４本多哲也  仕掛け遅れたのは反省でも、小倉は走り易い。納得の自力。 
 ５荒木伸哉  佐々木さんの頑張りで準決勝。本多君の好きに。 
 ６山川奨太  冷静に動けた事での１着。屋良さんに迷惑掛けない自力。 
 ７高瀬 卓  番手の仕事が出来ず、清水に申し訳無い。南関の３番手。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】３【６】２【４】５７ 
 
＜穴を探る＞ 九州コンビが狙い。２＝６ 
 
２車単 １－３ １－２ １－４ 
３連単 １－３－２４６ 
 
 
 
 
 
 
 



■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％） 
 
＜展望＞『堅い「絆」で結ばれてる茨栃トリオ優勢』 
 初日特選は初連携に成った早坂秀悟を庇い切れなかった②（星野）だが、小倉は悪いイメージ
は無いし、弟子の坂井洋（１１５期）効果が最近の調子、恵まれた事に逃げしか考えてないライ
ンの④（梁島）に成った事実。任された（梁島）の予選は２周半逃げての押し切りは今年１番の
出来なのかも。３番手は名マーカー⑦（中村）。どちらかと言えば気持で走る③（久樹）が関東
に当てられた事で激しく抵抗した時に狙いたいのは、予選とは言え久し振りに良かった⑤（高
木）の捲り。⑥（小橋）が再びマーク。点数上位の①（柳谷）は（久樹）の番手だが、特選で城
戸俊潔に千切れたのが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １柳谷 崇  城戸に離れてはダメでしょう。修正して、初めての久樹君。 
◎２星野辰也  秀悟（早坂）の頑張りですよ。梁島は今年１月の前橋以来。 
 ３久樹克門  屋良さんに入れて貰ったけど…。修正しての自力。 
○４梁島邦友  小倉は凄く走り易い。準決も力出し切ります。 
△５高木 翔  前を見過ぎて仕掛け遅れたが、１着なので。自力・自在。 
 ６小橋明紀  コースを迷ったのが失敗。高木と又一緒ですね。 
×７中村 淳  梁島は以前よりパワーアップしてる。茨栃で固めます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【４】２７【３】１【５】６ 
 
＜穴を探る＞ 復調（高木）の捲り。５－６ ５－２ 
 
２車単 ２＝４ ２－５ ２－７ 
３連単 ２＝４－５７ 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『格上「早坂」に試練のメンバー』 
 初日特選の①（早坂）はスタート取りには失敗したが、何時もの様に赤板過ぎにはスパートし
たのは記念・特別で活躍してた頃と一緒、脚も気持も若いし、１１９期の根性新人②（米嶋）に
挑まれるが、受けて立ち突っ張り通すか、出してパワーの違いを見せ付けるか興味深い。③（柴
田）⑤（原岡）で追走。負けたくない一心で練習してる（米嶋）、それがストレートにレースで
も出てるファン受けするオールドルーキーに任せたのは先輩④（棚橋）。展開のアヤで（早坂）
と（米嶋）がやり合った時に狙ってみたいのは、予選のスピードは抜群だった⑥（山崎）のマッ
ハ捲り。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１早坂秀悟  自分の力は出し切れたので。決勝に乗る自力です。 
○２米嶋恵介  １着で人気してたのにペース配分を誤まったのが。積極自力。 
×３柴田竜史  こゝは早坂さんの番手に行かせて貰います。 
 ４棚橋 勉  調子は大丈夫。米嶋はアマ時代から知ってる。実戦は初。 
 ５原岡泰志郎 本多さんはバイクみたいでした。こゝは柴田さんの後。 
▲６山崎 翼  調子は見ての通り。単騎で決勝に乗る自力。 
 ７黒田大介  米嶋が良いレースをしてくれた。こゝも３番手固める。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】３５【２】４７【６】 
 
＜穴を探る＞ 快調（山崎）の捲り連勝。６－２ ６－４ 
 
２車単 １＝２ １＝６ １－３ 
３連単 １＝２－３５６ 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 


