
 
 
 
 
 

 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
             【小倉競輪場】 電投番号［８１＃］ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

★ ミッドナイト競輪 ★ 
                  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2022/08/08 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『着以上「橋本」「矢野」の首位攻防』 
 初日の４着そして２日目の４着も、３着とは僅差だった③（橋本）、自力一辺倒から現在はメ
ンバーで使い分けてるのが松山の初優勝であり、負け戦３連勝、５車立でも前々勝負を心掛ける
限り連対は外さない。小倉はデビューしてから２２場所走ってる④（矢野）、コメントは前々で
も先行主体の自力を貫いてるのは凄い事で、２日目の迫力ある逃げを再現すれば押し切り充分。
まだ引退するには早い巧者⑤（松尾）は、九州の何れかに目標絞る事で。好枠①（宮安）②（本
多）も差は無い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１宮安利紗  決勝には乗りたかった。好位狙いです。 
 ２本多 優  着以上に収穫はあった。自在で頑張ります。 
◎３橋本佳耶  決勝に乗れず悔しいですね。何でもやります。 
○４矢野光世  気持切り替えて前々で頑張ります。 
△５松尾智佳  後方に成らない様に、コメントは流れ見て。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【４】 ３ ５ 【１】 【２】 
 
＜穴を探る＞（矢野）が逃げ切る。 ４－１ ４－５ 
 
２車単 ３＝４ ３－５ ３－１ 
３連単 ３＝４－１５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３日 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『小倉は走れば気合が違う「日浅」を抜擢』 
 コメントこそ「前々で何かやる」でも連日積極的に攻めてる④（日浅）、師と仰ぐ吉岡稔真氏
が開設した「不動会」の一員と言う事で、小倉には年に３・４回呼んで貰ってる事もあり、⑤
（曽我部）を信じて先行・捲りの自力勝負と思われる。２日目の伸びは良かった（曽我部）の逆
転は互角。自力型と思ってた①（櫻川）、２日目は番手勝負する闘志、ラインの②（佐藤和）に
任されたなら自力と追い込みを使い分ける。九州は、動いてみる気に成った③（加藤）は単騎な
らば、捲りを出しても不思議無い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１櫻川雅彦  流されて引くに引けなかった。こゝは自力主体の自在。 
×２佐藤和典  予選同様、櫻川が頑張ってくれるでしょう。 
 ３加藤大輔  展開ですね、脚は大丈夫。決めず単騎。 
◎４日浅保幸  前２日同様、任されたので前で頑張る事に。 
○５曽我部匡史 見ての通り調子は悪くない。予選で頑張ってくれた日浅君。 
  
＜展開予想＞ 
 
←【１】２【４】５【３】 
 
＜穴を探る＞ 南関コンビで独占。 １＝２ 
 
２車単 ４＝５ ４－１ ４－２ 
３連単 ４－５＝１２ 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率４０％） 
 
＜展望＞『「仲松」が人気集めるでは波乱』 
 ２日目の①（仲松）は自力を匂わすコメントだったのに２前回の落車が影響してるのか、前は
併走で仕掛け様と思えば何処からでも行けたのに体が反応しなかったのが今回の調子か、こゝは
話をして同支部②（茅野）に任せたのは賢明策。動けるメンバーを喜んだのは、この職業を愛し
てる（茅野）。１１５期の⑥（野上）は高校・大学時代は海外遠征もあるエリートなのに、怪我
続きで信じられない不振でも先行は１車。⑤（水本）が連携。③（小谷田）が岡山の後と決めた
事で、④（阿部英）は決めず、初日同様、自由に走る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１仲松勝太  捲りを出したけど無理ですね(笑)。茅野に喜んで。 
○２茅野寛史  仲松さんと話をして前で自力・自在です。 
 ３小谷田公則 佐々木さんが強かった。英光(阿部)と話をして、岡山３番手。 
×４阿部英光  小谷田が岡山に行くなら、予選同様、決めず一人。 
△５水本博行  予選で任せた後輩野上に任せる。 
 ６野上竜太  見ての通りの状態ですが、後２人に迷惑掛けない自力。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【６】５３【２】１ ４ 
 
＜穴を探る＞（野上）の逃げに（水本）。 ５－３ ５－６ 
 
２車単 １＝２ １－５ １－４ 
３連単 １－２＝５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『悪くない「清水」先行１車の有利』 
 田谷勇（５４期）のジムで競輪選手を志した③（清水）、ガールズの中村由香里・寺沼３兄弟
と練習してるので調子悪かろう筈はなく、前２日も自分のレースは全うして居り、先行１車であ
れば逃げ切って人気に応えるしかない。前回迄の調子とは少しだけ違う②（若林）が番手で、⑥
（佐藤謙）迄がラインの関東。九州の２人は、前に成った①（永田）は自力はもう卒業してるの
で（清水）の番手で勝負するしかないかも。地元の⑤（瓦田）は、その後から伸びて来る。南関
一人の④（藤田）は先手ライン。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１永田修一  興呂木が強かった。任されたので自力・自在。 
○２若林耕司  捲りの３番手で付いて行くのは難しかった。清水の番手。 
◎３清水健次  勝部さんに力負けですね、練習します。自力勝負。 
 ４藤田晃英  関東は３人並ぶんですね、ならば決めずにします。 
×５瓦田勝也  勿論、修一（永田）に任せ、好きに走って貰います 
 ６佐藤 謙  関東３番手。何とか３着迄入れる様、頑張りたい。 
  
＜展開予想＞ 
 
←【１】５【３】２６ ４ 
 
＜穴を探る＞（清水）の首位で（藤田）。 ３－４ 
 
２車単 ３－２ ３－１ ３－５ 
３連単 ３－２－６ ３－１－５ 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５５％） 
 
＜展望＞『立ち直りに懸命は好素材「高木翔」』 
 予選の捲り勝利で少しだけ復活をアピールした①（高木）、準決勝は前を取ったら放置された
事で頭に来て久樹克門を突っ張ったのは至極当然、結果は栃茨を引き出してしまったが、それで
も押し切る脚を作るだけなので、⑤（大崎）と２車なら、ハナから自力と決めるか流れでは先行
屋らしい先行レーサー③（勝部）の後に割り込んで２勝目。好調（大崎）なら付いては行ける。
（勝部）は⑦（吉良）を背に狙うは逃げ切り。復調⑥（興呂木）がやりたいのは単騎でも捲り策。
似た者同士の埼玉コンビは何かやってみるの②（高瀬）に④（女屋）で結束する。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１高木 翔  あそこ迄放置されたら踏みますよ。自力主体に自在。 
 ２高瀬 卓  女屋さんと話して、僕が前で自在にやりります。 
△３勝部貴博  清水君に踏み勝ち、力は出し切れた。先行基本の自力。 
 ４女屋文伸  清水の頑張りで１着取れた。話して高瀬に任せます。 
○５大崎智久  何とか競りを凌いで２着なら悪くない。翔（高木）。 
×６興呂木雄治 ◎に応えて良かったです。地元とは別で単騎自力。 
７吉良勝信  勝部に悪い事した。再度、勝部の番手です。 

 
＜展開予想＞ 
 
←【３】７【６】【１】５【２】４ 
 
＜穴を探る＞ 地元（勝部）が押し切る。 ３－１ ３－７ 
 
２車単 １－５ １－３ １－６ 
３連単 １－５－３６ 
 
 
 
 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４０％） 
 
＜展望＞『若い「山川」の可能性を優先』 
 まだまだでも確実に良くは成ってる③（山川）、逃げ１本では多分勝てないので、やってる事
は位置を取っての捲りか、流れでは番手捌きをやると期待して◎を付けてみたが。番手に成った
①（柳谷）だが、酷暑にでもやられたか前２日は信じられぬ不振でも、特選シードの実力者。２
日目の逃げこそがスタイルの⑤（佐々木）に任せたのは準決の伸びは良かった同県の先輩②（小
橋）の青森コンビは多分世間の一番人気。点数以上の自力型⑦（中川）がやりたいのは隙を衝い
ての逃げか溜めての捲りか。④（中村）が後を固める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１柳谷 崇  久樹は遅いですよ。こゝは山川、初めての連携。 
▲２小橋明紀  翔（高木）の頑張りで３着。後輩孝司(佐々木)。 
◎３山川奨太  鐘で仕掛けなかった事で屋良さんに迷惑掛けた。反省の自力。 
 ４中村 淳  前に付いて行ければ良かったんですけどね。中川に任せる。 
×５佐々木孝司 落ち着いて行けました。小橋さんと決める自力。 
 ６黒田大介  落車したが走る以上は大丈夫。柳谷の後を固める。 
 ７中川拓也  自分の勝てるパターンでした。気合の自力です。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【５】２【３】１６【７】４ 
 
＜穴を探る＞ 青森コンビで決まる。 ２－５ 
 
２車単 ３＝１ ３＝２ １－２ 
３連単 ３＝１－２５ 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率６０％） 
 
＜展望＞『予選の再現は「本多」「原岡」のコンビ』 
 予選を走ればＳ級トップクラスのパワーを発揮するのに、準決を走ればつい意識してしまう④
（本多）、又しても突破に失敗したが、再び③（原岡）に任され、⑦（湯浅）迄ならば逃げるに
しても捲りでもパワー全開。予選も僅差迄迫った（原岡）なら逆転が狙い。策士、策に溺れると
は準決勝の①（久樹）で、もっと自分を信じて逃げるか捌けば、もうワンランク上で闘える器。
②（棚橋）が続く。準決は早坂秀悟とやり合う予定の米嶋恵介が赤板前に落車した事で当てが外
れた⑤（山崎）、今度こそ前でやり合ってくれると信じて、⑥（田川）を連れての捲りは本命と
同等。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１久樹克門  僕の判断ミスで柳谷さんに悪かった。反省の自力。 
 ２棚橋 勉  米嶋の落車にはビックリした。こゝは久樹に任せる。 
◎３原岡泰志郎 早坂さんはかゝってたので追走一杯。予選同様、本多さん。 
○４本多哲也  城戸君を合わせ切れば良かったけど。後２人と決める自力。 
▲５山崎 翼  米嶋が僕の後輪にハウスしてビックリ。田川さんの前で自力。 
 ６田川辰二  予選で任せた翼（山崎）と今度こそ決めます。 
 ７湯浅弘光  千葉３人ですね、後輩に付いて行きます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】２【５】６【４】３７ 
 
＜穴を探る＞（山崎）の捲りが決まる。５－６ ５－１ 
 
２車単 ３＝４ ３＝５ ３－１ 
３連単 ３＝４－１５７ 
 
 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『出来の良さは「山口」「永禮」が双璧』 
 初日・２日目も逃げる気はあるのに展開で捲りに成ってる②（山口真）、しっかりした練習を
やれてるのか、連日のタイムはオールスターのドリーム・アルティミス組に遜色ないもの、優勝
目指し自力で力出し切る事を宣言。初日は（山口）を１１秒９で抜いた⑤（永禮）、２日目の１
着はタイムこそ出てないが、その内容たるや本命党に称賛されたもの、あれだけのレースをやれ
るなら、努力を怠らねばスターの仲間入りを果たす日は近いのでは、自分を信じて狙うは３連勝。
２日間の位置取りには感心しかない勝負強い⑥（板根）に、地元は気持は違う④（林）の機動力、
古豪①（加瀬）迄が連圏内。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １加瀬加奈子 昼寝して夜に力を爆発させた（笑）。頑張ります。 
◎２山口真未  逃げか捲りと決めてました。決勝も自力で頑張ります。 
 ３岩崎ゆみこ 守りに入って力出し切れなかったのは反省。自力。 
△４林真奈美  頑張ったが、スピードが違い過ぎた。自力・自在。 
○５永禮美瑠  連勝なので調子は良い。この勢いで優勝狙います。 
×６板根茜弥  今回は自分の中では良いですね。自在です。 
 ７藤原亜衣里 決勝に乗れて良かった。良い位置を狙って。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】 ６ 【１】 ７ 【４】 【２】 ５ 
 
＜穴を探る＞ 地元（林）がＶ奪取。４－２ ４－５ 
 
２車単 ２＝５ ２－４ ２－６ 
３連単 ２＝５－１４６ 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『後輩を得た「早坂」連覇決める』 
 準決勝は１１９期新人米嶋恵介との叩き合いを覚悟してた①（早坂）、ライバルが赤板前で居
なく成るとは、それで誘導を使い、しっかり逃げ切ったのは茨城の後輩⑥（梁島）が先に決めて
た事も、やれば出来る番手戦で前回に続いての優勝に王手。後はライン大事に③（星野）、全力
で抜きに行く。Ａ級に落ちてＳ級で活躍してた当時の切れが戻ってる⑤（前反）は、②（城戸）
に任せて泡よくばを狙うベテラン。任された（城戸）は特選のパワーが調子であり現在の実力、
茨栃トリオに真向勝負を挑む。尚静岡の２人は若い④（柴田）が⑦（荒木）の前で自在。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１早坂秀悟  米嶋が落車したので落ち着いて逃げた。梁島は初めて、信頼です。 
×２城戸俊潔  力は出し切りました。強力関東に負けない自力です。 
○３星野辰也  連日ラインのお蔭で恵まれてます。茨城の後を固めます。 
 ４柴田竜史  早坂さんはかゝってました。話して荒木さんの前で何か。 
△５前反祐一郎 広島開催で気合入ってるのが連勝。勿論城戸に任せます。 
 ６梁島邦友  冷静に力を出し切れたので調子良い。先輩の前で頑張ります。 
 ７荒木伸哉  前の頑張りで乗れた。竜史（柴田）には川崎準決も任せてます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【６】１３【２】５【４】７ 
 
＜穴を探る＞ 中国コンビで決まる。２＝５ 
 
２車単 １＝３ １－５ １－２ 
３連単 １－３－２４５ 


