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■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％） 
 
＜展望＞『１２１期の大物「高橋優」が開幕飾る』 
 自転車の名門、日出暘谷高から中央大学に進んだエリート③（高橋）、師匠は練習仲間で小
学・中学・高校迄一緒の同級生、阿部将大（１１７期）、前２場所の成績は物足りないが、将来
的にはＳ級それも上位で頑張ってる器、試験以来の小倉バンクは好きであっても嫌いな筈はなく、
地元の超ベテラン⑤（高田）⑥（柴田）を従えての先行・捲り。対する南関東ラインは、その気
に成れば粘る競走もやれるが基本は自力の②（内田）に任せたのは、足して１１１歳の静岡コン
ビ、同期でもあり点数順で①（黒瀬）が前で④（石川）は３番手固める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１黒瀬浩一  何時も頑張ってくれる内田君の番手。  
×２内田 淳  静岡の大先輩２人に任されたので新人に負けない自力。   
◎３高橋優斗  小倉はスピード出るバンクで走り易い。自力です。   
 ４石川一浩  同県同期の黒瀬さんの後を固めます。   
○５高田 誠  少しずつ良くは成ってます。初めての高橋君。  
 ６柴田 了  成績悪いので頑張らないと。九州で３番手。  
 
＜展開予想＞ 
←【３】５６【２】１４ 
 
＜穴を探る＞南関トリオで独占。１－２ １－４ 
２車単 ３－５ ３－１ ３－２ 
３連単 ３－５－６ ３－１－２４ 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
＜展望＞『有望新人「河崎」不動の本命』 
 元選手の父（公博ＪＰＦ勤務）に憧れて競輪選手を志した③（河崎）、県立大津高校を卒業し
た後は自衛隊に入り、心も体も鍛えた成果が１２１期に合格、７月に本格デビューしてから予選
の連対は外して居らず、早くも４勝のパワーで断トツ人気に応える先行勝負。病み上がりの②
（徳吉）がマークするも不安しかないので、何時でも自力を出せる準備はしてる①（組橋）を敢
えて対抗に。⑤（幸津）が追走。東日本はバック１１回持ってる⑥（松本）が前々に攻めるのに
任せたのは、このまゝでは終わらない巧者④（青木）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
○１組橋一高  幸津と話して九州の後からにして下さい。 
△２徳吉正治  体調崩したが治ったので大丈夫。河崎とは２度目。 
◎３河崎正晴  小倉を実戦で走るのは初めて。自力です。 
 ４青木亮太  初連携の松本君に任せます。 
 ５幸津 博  練習はしてるので悪くない。組橋さんに任せます。 
×６松本昌士  青木君と話して前で自力・自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】２１５【６】４ 
 
＜穴を探る＞（河崎）の首位で（青木）。 ３－４ 
２車単 ３－１ ３－２ ３－６ 
３連単 ３－１－２５ ３－６＝４ 
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■■３Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『岡山の新人「昼田」がパワーでネジ伏せる』 
 柏野智典（８８期）を長とするグループに属す③（昼田）は高校の先輩、片山智晴（９２期）、
同期同級の矢部駿人とは高校・大学も一緒と言う事でライバル視して切磋琢磨してるのが前３場
所の成績、小倉バンクなら逃げても捲りに成っても仕掛け処を見逃さない限り連対を外す事は無
さそう。病気で陥落した実力者②（沖本）なら離れないと信じて。急な追加の④（吉成）は単騎
を良い事に考えているのは関東と中国の争いと読んでの捲りで単進出。⑤（鈴木）⑥（黒川）に
任された①（戸塚）は新人に真向勝負を挑む。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１戸塚涼介  小倉は久し振りです。先行基本の自力。 
○２沖本尚織  ７月和歌山で３日間連携している昼田。 
◎３昼田達哉  小倉は軽いイメージです。沖本さんと決める自力。 
△４吉成晃一  追加は昨日ですが小倉は好きなので。決めずです。 
 ５鈴木 浩  練習は充分です。関東で戸塚君の番手。 
 ６黒川 勇  戸塚にも鈴木にも世話に成ってます、３番手。 
 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】２【４】【１】５６ 
 
 
＜穴を探る＞悪くない（吉成）が抜け出す。 ４－３ ４－２ 
 
２車単 ３＝２ ３－４ ２－４ 
３連単 ３－２＝４ 
 
 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率８５％） 
 
＜展望＞『久留米のホープ「後藤」が連勝伸ばす』 
 久留米祐誠高の時から注目されてた②（後藤）、２度目の受験で１２１期に合格、在所時代は
ゴールデンキャップに輝き、退所後は師匠、桑原亮（９１期）と練習する事で飛躍的にパワーア
ップ、久留米輪界では一番の評判通りに６連勝のタイムはＳ級トップクラスなら３連勝で特別昇
班は決定的。番手はチャレンジに落ちた事でやる気に成った①（三木）、付いて行ける事を祈る
ばかり。④（五十嵐）が３番手。（後藤）が展開のアヤでブッ千切った時に狙いに成るのは、
前々に攻めるであろう⑤（田村）③（阿部）の北日本コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１三木健治  後藤が強いのは知ってる。離されない様頑張る。 
◎２後藤大輝  特別昇班はそこ迄意識してない。力出し切ります。 
△３阿部利光  前回の優勝は恵まれた。田村に任せます。 
×４五十嵐博一 前期終わりの調子は維持してる。九州３番手。 
 ５田村純一  強い新人に当てられたんですね。自力・自在。 
 ６脇田良雄  世話に成ってる新村と話して、九州の後から。 
 ７新村 真  自力は自信無いので決めず一人で。 
 
 
＜展開予想＞ 
 
←【２】１４６ ７【５】３ 
 
＜穴を探る＞（後藤）の首位で（田村）。 ２－５ 
 
２車単 ２－１ ２－３ ２－４ 
３連単 ２－１－３４５ 
 



 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『「横内」「宮本」の四国コンビで独占』 
 兄弟子に当たる渡部哲男（８４期）に何かと世話に成ってる②（横内）、それが報われたのは
１月地元松山戦、後輩林昌幸の番手で嬉しい初優勝、其の後もコンスタントにまとめて居り、四
国の先輩①（宮本）だけでなく⑥（大田）迄なら自在なく先行主体の自力戦。（宮本）は又とな
い１着を取るチャンス。自力と言っても先行争い迄は考えてない④（新井）は自信ある捲り狙い
かも。実績の③（小島）は承知の上で任せて何としても準決勝進出。⑤（吉澤）迄が東ライン。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１宮本佳樹  何時も頑張ってくれる横内に全て任せます。 
◎２横内裕人  宮本さん・大田さんと決める自力です。 
△３小島雅章  小倉は久し振り。関東ラインで新井に任せる。 
×４新井僚太郎 体は動いてます。東の先頭で自力。 
 ５吉澤 賢  展開次第です。関東の３番手。 
 ６大田啓介  体は大丈夫。本線の四国３番手。 
 
 
＜展開予想＞ 
 
←【２】１６【４】３５ 
 
 
＜穴を探る＞（新井）の捲りに（小島）。 ３＝４ 
 
２車単 ２＝１ ２－３ ２－４ 
３連単 ２＝１－３４ 
 
 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『北海道人に成った「福太郎」を抜擢』 
 長崎に在籍時代はこゝ小倉は年に２・３回は走り好走していた④（中里）、同期渋谷海との縁
で北海道の女性と結婚、思い切って冬場は練習やれない函館に移ったもの、それで小倉は久し振
りに成るが、①（金子）②（堀）の関東熟練マーカーに任された事でやってる事は逃げ主体の積
極自力。８７点迄上げた（金子）の差し切りの方が人気かも。小倉はチャレンジで好走してる熊
本のホープ⑥（松本）は地元③（白川）と２車でもやりたいのは新人らしく先行か。力ある⑤
（大竹）⑦（鈴木）迄差は無い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１金子周一郎 体調は大丈夫。初連携の中里君に喜んで。 
×２堀 政美  感じは良いですよ。金子君の後です。 
 ３白川有司  レース勘が心配です。初めての松本憲。 
◎４中里福太郎 小倉は好きなバンクです。関東と決める自力。 
 ５大竹哲也  鈴木広と話して前で流れ見て。 
▲６松本憲斗  急な追加ですが大好きな小倉なので受けた。自力。 
 ７鈴木広人  自力はありません。喜んで大竹さんに任せます。 
 
 
＜展開予想＞ 
 
 
←【６】３【４】１２【５】７ 
 
＜穴を探る＞新人（松本）のハイパワー。 ６－３ ６－１ 
 
２車単 ４＝１ ４＝６ ４－２ 
３連単 ４＝１－２６ 
 



 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『１１９期新人を「森田」が捲る展開』 
 小兵なのに大ギヤ全盛時代にブレークした②（森田）、強烈なダッシュは錆びて居らず健在、
１１９期⑥（高橋綜）と実質２分戦なら捲りと決めず、大好きな小倉バンクなら逃げてパワー全
開。点数上位の①（野間）は自分でもやれるが、（森田）に任せてスピード貰い抜け出すのが一
番人気。チャレンジ上がりなので点数低いが能力は本命の２人以上は大分のホープ（高橋）、逃
げる事に迷いはない。地元⑤（高田）が番手で⑦（河添）は３番手。中団はある③（岩本）は捲
りを条件に。④（小林）が連携。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１野間 司  小倉は好きなバンクです。森田さんとは初連携。 
○２森田康嗣  小倉は風も無いし好きなバンク。自力で頑張ります。 
×３岩本 純  小林先輩に任されたので自在にやります。 
 ４小林 健  純（岩本）と一緒なら何をやろうと後です。 
 ５高田真幸  ４前回岐阜の２日目で決めている高橋綜君。 
▲６高橋綜一郎 Ａ級の方が走り易いですね。ラインで決める自力。 
 ７河添信也  九州でまとまり３番手固める。 
 
＜展開予想＞ 
 
 
←【６】５７【３】４【２】１ 
 
＜穴を探る＞（高橋）の逃げで（高田）。 ５＝６ 
 
２車単 １＝２ １＝６ １－３ 
３連単 １－２＝３６ 
 
 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『スプリンター「巴」のパワー上位』 
 強烈なダッシュを武器にＳ級でも長い間頑張ってた①（巴）、何かゞ足りないのか戻れずに居
たが、来期は取れた模様、小倉の軽いバンクは脚質マッチして居り、先輩②（野村）と⑥（大
泉）を連れて得意の捲りを決める。踏み出しに難ある（野村）は（巴）の後輪に集中する事か。
小倉は７月末に走り、中日は捲りを決めた③（大久保）は６月武雄の優勝から波に乗った④（高
山）次第では頭から狙えるベテラン。１・２班戦の方が合ってる１１９期生⑦（原井）は先輩⑤
（竹内）に任された事で捲りでなく逃げた時は久留米コンビで独占も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１巴 直也  来期はＳ級に復帰します。人気に応える自力。 
○２野村純宏  追加だけど走る以上は大丈夫。後輩巴とは相性良好。 
△３大久保直也 開催指導員をやってます。高山に任せる。 
×４高山雄丞  ４前回武雄が初優勝。大久保さんの前で自力。 
 ５竹内真一  久留米の後輩剣也（原井）に任せる。 
 ６大泉英則  大本線の神奈川３番手、離れない様に。 
 ７原井剣也  予備だったので準備してました。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
 
 
←【７】５【１】２６【４】３ 
 
＜穴を探る＞四国コンビが狙い。 ３＝４ 
 
２車単 １＝２ １－３ １－４ 
３連単 １－２－３４５ 
 



■■９Ｒ■■出走表（本命率４５％） 
 
＜展望＞『自力型「畝木」「魚屋」の力量は互角』 
 １１７期の弟（聖）より練習してるのか、こゝに来てバック数が増えてる④（畝木）、勿論こ
のレースも最終バックは握る自力勝負。Ｓ下がりの広島コンビは同じグループなので並ぶのは間
違いないが、点数上位の①（郡）は自力を残してる後輩②（増原）の事は認めているのか、３番
手で折り合った事で（増原）が（畝木）の番手に成り仕事する事に。ガールズの嫁さんとの間に
２人の子供が居る事でやる気に成り練習してるのは、小倉バンクは脚質マッチの⑥（魚屋）、逃
げても強いが、どちらかと言えば威力あるのは捲り。復調③（好永）がマーク。南関の２人は話
をして、この並びで落ち着く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１郡 英治  増原と２人の時は任せるので、勿論３番手です。 
○２増原正人  練習してる時に追加。郡さんと話して畝木兄の番手。 
 ３好永 晃  魚屋さんとは前回小松島準決で連携してます。 
◎４畝木 努  前回は参考外。小倉は好きなバンク。自力です。 
 ５飯尾主税  伊豆田と話して、空いてる九州の３番手。 
×６魚屋周成  小倉バンクは大好きなので。自力で力出し切る。 
 ７伊豆田浩人 飯尾さんは九州なら決めずにします。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【４】２１ ７【６】３５ 
 
＜穴を探る＞（魚屋）のパワーが上廻る。 ６＝３ 
 
２車単 ４＝２ ４－１ ２－１ 
３連単 ４－２＝１ ６－３－４５ 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 


