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■■１Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『自力型１車「田村」首位チャンス』 
 北日本輪界の重鎮、岡部芳幸（６６期）の弟子は②（田村）、Ｓ級に在籍する小松崎大地（９
９期）は同門なのに、こんな所に甘んじてるのは残念だけど、恵まれた事にこのメンバーは５車
立な上にバック数を有してるのは一人だけなら、前２走のダメな運行を払拭する先行・捲りで力
出し切るものと信じてみたが。心易しい大ベテラン⑤（黒川）が好マーク。バック数こそゼロに
成ったが、まだ自力は卒業した訳でない①（徳吉）は、地元③（高田誠）に任されたので動く事
にしたが、調子良くないのは否めない。Ｓ・Ｓの弟子、松浦悠士と練習してる④（脇田）は捲り
を出せば頭からの狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１徳吉正治  地元の高田誠さんに任されたので自力。 
◎２田村純一  徳吉さんには逃げ切られた事がある。こんな状態だけど頑張ります。 
 ３高田 誠  徳吉には世話に成ってるので任せます。 
×４脇田良雄  このメンバーなら決めず、何かやると言う事で。 
○５黒川 勇  前には付いて行けてるので。東で田村君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【２】５【１】３【４】 
 
＜穴を探る＞ 単騎（脇田）捲りを出す。 ４－２ ４－１ 
 
２車単 ２－５ ２－１ ２－４ 
３連単 ２－５－１３４ 
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■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『東西の争いは東に分ありか』 
 良かった頃は弾丸捲りで活躍してた①（鈴木浩）、練習してるのか、初日予選の３着は点数持
ってる吉成晃一に踏み勝つ内容あるもの、上越の仲間②（青木）と話をして、東ラインで自力主
体に頑張る④（松本）の番手で人気に応えて欲しい。（青木）が好追走。２日目の（松本）は先
行１車なら、もう少しペース配分を考えて逃げても良かったのに、つい中途を踏み過ぎて失速し
たが、反省したのならば駆け残り充分。自信無さそうにしてる⑤（新村）は、そこ迄の自力型で
はないのに、③（幸津）⑥（柴田）に任された事で動く気に成った模様。尚２日目伸びた（柴
田）は１度ある事は２度あるかも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１鈴木 浩  亮太（青木）と話をして、松本君に行きます。 
○２青木亮太  戸塚は本当に強い、付いて行けて良かった。鈴木さん。 
 ３幸津 博  見ての通り、調子は大丈夫。新村君に任せます。 
△４松本昌士  見ての通りですが、関東の２人に任されたので自力。 
 ５新村 真  幸津さん・柴田さんに任されたので頑張ってみます。 
×６柴田 了  新村が仕掛けてくれたから伸びた。瀬戸内の後。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【４】１２【５】３６ 
 
＜穴を探る＞ ２日目伸びた（幸津）の２着。１－３ 
 
２車単 １－２ １－４ １－６ 
３連単 １－２－３４６ 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『逃げ１本の「戸塚」は爽快な好青年』 
 初日予選は１２１期新人昼田達哉を相手に鐘前からブッ飛ばした③（戸塚）、不幸な事に、や
っつけた筈の昼田が後に居たとは、その悔しさもあったのか、２日目は１周半を好タイムで押し
切ったのにはビックリ、こゝ迄強いのにどうしてチャレンジと１・２班戦をエレベーターしてる
のか不思議だけど、このメンバーは「先行１車」ならば、後は気にせず逃げる限り、押し切りの
連勝は不動視される。後は②（黒瀬）⑦（石川）の静岡大ベテランで固めたが、残り４人は各々
一人との事だけど（戸塚）相手に自力は厳しいので、①（三木）は１枠を生かし前々から当然番
手を狙うし、自在の④（沖本）に、何かやるの⑤（組橋）⑥（阿部）迄、２・３着争いは伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１三木健治  このメンバーなら流れ見て何かやります。 
○２黒瀬浩一  石川君が良いなら戸塚君の番手に行きます。 
◎３戸塚涼介  青木さんと決まって良かった。最終日も先行します。 
△４沖本尚織  失格に成らなくて良かった。自在で。 
 ５組橋一高  調子は大丈夫。決めず何かします。 
 ６阿部利光  ２日目は恵まれました。こゝは決めず単騎。 
 ７石川一浩  予選同様、黒瀬さんの後を固めます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←４ １ 【３】２７ 【５】 ６ 
 
＜穴を探る＞（戸塚）の首位で（阿部）。 ３－６ 
 
２車単 ３－２ ３－４ ３－１ 
３連単 ３－２－７ ３－４－１５ 
 
 
 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『攻めてる「高橋綜」最終日こそは』 
 法政大学まで自転車競技をやり、満を持して１１９期生としてデビューした大分のルーキー⑥
（高橋綜）、前２走の結果では力不足は否めないが、救いは自分のレースはしっかりやってる事
で、予選同様、地元④（高田真）を連れての先行勝負。本人も認めてるように調子良いとは言え
ない（高田）は、あく迄もスンナリが条件に成る。⑤（大田）迄がライン。東の３人は、能力は
こんなものでない②（新井）が積極的に攻めた時に恵まれるのは、予選の１着は鮮やかだった復
調①（金子）。２日目の③（大泉）は（新井）の後から直線だけで２着に突っ込んだのは、３番
手からでも充二分に勝負に成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１金子周一郎 増原君は上手かったですね。新井君に任せる。 
 ２新井僚太郎 最終日はしっかりアップして挑みたい。自力勝負。 
×３大泉英則  新井君が仕掛けてくれたから伸びた。関東の３番手。 
○４高田真幸  予選同様、高橋綜一郎君に任せる。 
 ５大田啓介  高山は頑張ってくれました。こゝは九州の３番手。 
◎６高橋綜一郎 見ての通り力不足ですが、３日目も力出し切る競走。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【６】４５【２】１３ 
 
＜穴を探る＞ 東トリオで独占。 １－３ １－２ 
 
２車単 ６＝４ ６－１ ６－３ 
３連単 ６＝４－５ １＝３－２ 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％） 
 
＜展望＞『負け戦に強い「小島」首位の好機』 
 陸上の名門日本大学では短距離走で活躍した抜群の運動能力を自転車に活かし、自力一本でＳ
級に長い間在籍した①（小島）、埼玉支部長として頑張った実力者はまだ４６歳、老け込むには
早いし、練習次第ではＳ級復帰も夢でない体力、こゝは予選の逃げは圧巻だった③（中里）に行
けた「ツキ」は物にするしか。（中里）は準決勝の大敗を反省して逃げる事か。２日目の３着は
内容あった②（高山）のやる気に任せたのは熊本のベテラン⑦（河添）。ラインの長さで勝負す
るのは「何かやる」の④（大竹）を先頭に⑤（吉澤）⑥（鈴木広）でまとまった南関トリオ、
（大竹）次第では。 
 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１小島雅章  単騎と言って何も出来なかった。中里君とは初連携。 
△２高山雄丞  初日を反省して、やれる事はやった。河添さんの前で自力。 
○３中里福太郎 魚屋さんはもっと構えるかと思ったのが誤算でした。自力。 
×４大竹哲也  こゝもコメントは流れ見てゞお願いします。 
 ５吉澤 賢  大竹君には世話に成ってるので、再度好きに。 
 ６鈴木広人  初日も任せた大竹さんの３番手を黙って固める。 
 ７河添信也  憲斗（松本）が強かった。こゝは高山君の番手。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】１【２】７【４】５６ 
 
＜穴を探る＞（大竹）の捲りが届く。４－１ ４－２ 
 
２車単 １＝３ １－２ １－４ 
３連単 １＝３－２４ 
 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『好素材「松本憲」の可能性が本命』 
 熊本支部長として頑張り、中央に上がった輪界の功労者（秀憲・３９期）を父に持つ⑦（松
本）、高校・大学（鹿屋体育大学）でしっかり鍛えて１１９期でデビュー、チャレンジは抜群の
成績で卒業した逸材は小倉バンクを得意にしてるのが２日目のハイパワー、九州は⑥（竹内）と
２車に成ったが、チャレンジャー精神で逃げるならば押し切れるホープ。特選そして準決３着で
決勝に乗れなかった①（伊豆田）は、点数通りの調子なので、先輩②（野村）に任された事で自
力を応用。瀬戸内の３人はどうやら自力を出すと決めた④（大久保）には③（宮本）が四国で、
中国１車の⑤（岩本）は単騎で捲りを少しは考えいるか。 
 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１伊豆田浩人 森田君を入れるのは当然。こゝは自分で何かします。 
 ２野村純宏  最後は内を狙ったけど。同県の伊豆田に任せる。 
 ３宮本佳樹  考える事は無いですね、直也（大久保）に任せる。 
×４大久保直也 ３着では決勝に上がれない。決めず前々・先手ライン。 
 ５岩本 純  何も出来なかったので、最終日こそは単騎で何かやる。 
○６竹内真一  松本憲斗の番手に行けるとは、付いて行きます。 
◎７松本憲斗  綜一郎（高橋）がフカしたので捲りを出した。先行基本。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【７】６【１】２【４】３【５】 
 
＜穴を探る＞ 神奈川コンビが人気に応える。１＝２ 
 
２車単 ７＝６ ７＝１ ７－４ 
３連単 ７－６－１４５ 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率６０％） 
 
＜展望＞『好調「横内」の機動力が狙い』 
 初日予選の逃げ切りは良かった③（横内）、準決勝も格上増原正人を連れて敢然と逃げたやる
気に調子で先行と捲りを使い分ける。今期スタートの防府で落車した影響はモロでも、それを言
い訳にしないベテラン①（郡）が（横内）の番手で、⑥（小林健）迄が本線の瀬戸内トリオ。２
日目の⑦（原井）は何度も仕掛け、其の都度、高山雄丞に合わされてもあきらめず最後は抜いて
居り、久留米の先輩⑤（白川）と２車でも必ず動くが、問題は技術不足。瀬戸内と九州がやり合
ってくれるのを楽しみにしてるのは味がある茨城コンビ、前に成った②（野間）がやってる事は
④（堀）を連れての捲りか。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１郡 英治  復帰するのが少し早かったかな（苦笑）。横内に任せる。 
▲２野間 司  やれる事はやった結果。堀先輩の前で頑張ります。 
◎３横内裕人  力不足としか、増原さんが決勝に乗ったのが救い。自力です。 
 ４堀 政美  野間と一緒なら考える事は無いでしょう。 
 ５白川有司  自分が思ってた以上に走れてる。剣也（原井）。 
 ６小林 健  高橋綜君は頑張ってくれた。こゝは郡さんの後。 
×７原井剣也  高田さんに入れて貰ったからの１着。先行主体の自力。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】１６【２】４【７】５ 
 
＜穴を探る＞（野間）が捲りを出す。２＝４ 
 
２車単 ３－１ ３＝２ ３－７ 
３連単 ３－１－２６ 
 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率７０％） 
 
＜展望＞『久留米の期待星「後藤」９連勝目前』 
 こゝで特別昇班を決めたら、Ａ級１・２班戦もノンストップでＳ級を決め、早期退所したライ
バル中野慎詞・太田海也に追い付く事を目標にしてる①（後藤）、余力残しての連勝、決勝は持
てる力を１００パーセント発揮すればブッ千切り迄あるハイパワー。準決勝で（後藤）の番手に
決め打ちしてた⑥（高橋）が番手を主張したのは解るが、③（昼田）が３番手を固めたのにはビ
ックリ。練習してるのか、一走毎にパワーアップしてる２世レーサー④（河崎）は準決同様、先
輩⑤（吉成）⑦（五十嵐）を従えて、（後藤）の特別昇班阻止に全力で逃げる事を宣言。東地区
１車の②（内田）も狙うは（後藤）の番手かも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１後藤大輝  ラインで決められなかったのだけが。全力で特班決めます。 
 ２内田 淳  新人が並ぶとは珍しいですね。一人で何かやります。 
×３昼田達哉  後藤には優斗（高橋）さんが行くなら、３番手固めます。 
△４河崎正晴  初日と違い、今日は力出し切った。後藤を止める自力。 
 ５吉成晃一  正晴（河崎）が強かった。しっかり援護します。 
○６高橋優斗  後藤が強いのは知ってるので、番手を主張します。 
 ７五十嵐博一 決勝に乗れたので調子は良い。再度、熊本３番手。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【１】６３【２】【４】５７ 
 
＜穴を探る＞（後藤）の優勝で（内田）。１－２ 
 
２車単 １－６ １－４ １－３ 
３連単 １－６＝３４ 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％） 
 
＜展望＞『仕上ってる「畝木」、Ｖの一番手』 
 初日特選の脚を使っての捲りも凄かった③（畝木）、準決勝はそれ以上で、鐘前から先頭に立
ち、捲りの⑦（森田）を合わせただけでなく、番手にはまった（森田）とデッドヒートを演じた
のは豊富な練習量の成果なのかも、ラインの①（増原）と２車に成ったが、逃げ主体の自力で狙
うは今期初優勝。九州コンビ⑤（魚屋）②（好永）はこれで３日連続の連携、前に成った（魚
屋）の調子が良いだけに再度の連独占も。中国・九州の争いを読んで、捲りを爆発させんと虎視
眈々と狙っているのはスピードある⑥（巴）。後は１１秒１で抜いた復調④（飯尾）。そして、も
う一人、小倉バンクを手の内に入れてる⑦（森田）の捲りＶは穴党に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１増原正人  横内君の頑張りで決勝。初日同様、努（畝木）君。 
 ２好永 晃  魚屋が強かった。決まりホッとしてます。３度び信頼。 
◎３畝木 努  見ての通り、調子は良いです。増原さんと決める自力。 
 ４飯尾主税  巴の捲りを抜き、久々の１着は自信。再度任せて優勝狙う。 
 ５魚屋周成  しっかり修正出来たのが良かった。好永の前で自力。 
×６巴 直也  飯尾さんに抜かれたけど、凄く感じ良い。優勝する自力。 
▲７森田康嗣  全て伊豆田さんのお蔭です。単騎で一発狙ってみます。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【３】１【５】２【６】４【７】 
 
＜穴を探る＞ 乗ってる（森田）の捲りが狙い。７＝６ ７－４ 
 
２車単 ３＝１ ３＝７ ３－６ 
３連単 ３－１－４６７ 
 


