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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『何時迄も強い「黒木」が主役』 
 区切りの６００勝に残り１１勝は何をやってもそつなくこなす器用なベテラン①（黒木）、早
くに柔道整復師の免状を取り、何時引退しても飯は喰って行けるけど一番好きなのがこの職業な
のか、腰痛の不安が消えた今期はＳ級返り咲きを狙ってる模様で、３連続優出は実力であり調子、
ラインの先行レーサー⑤（布居）を足場に５９０勝を決める。好調（布居）の残りから狙ったが、
強敵は何でもやれる⑨（小泉）を先頭に②（篠崎）④（宮澤）で並ぶ東日本トリオ。③（川野）
⑦（加藤）の大分コンビはあく迄も展開次第。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１黒木誠一  ６００勝迄はと思ってるんですよ、。布居ジュニア。 
×２篠崎高志  このメンバーなら小泉の番手です。 
注３川野正芳  大輔（加藤）に任されたので自力。 
 ４宮澤 晃  調子は悪くない。東で３番手です。 
○５布居 翼  やっと練習の力を出せる様に成った。自力、 
 ６細川貴雄  ライン大事に黒木の後、近畿３番手。 
 ７加藤大輔  練習はしたが、調子は何とも。川野先輩。 
 ８岡田雅也  こゝは決めず、先手ラインから。 
△９小泉俊也  コメントは「先行させて下さい」です。。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１６【３】７ ８【９】２４ 
 
＜穴を探る＞（小泉）の底力。９＝２ 
 
２車単 １－５ １－９ １－２ 
３連単 １－５＝３９ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分） 
 
＜展望＞『４分戦を制すのは関東コンビ』 
 同期の弟（陽一）とは練習は別でも互いに意識し合って頑張ってる①（宿口）、こゝに来て１
着を量産してるのは好調だからで、⑨（山崎）と２車ならば好枠を生かし、好きな位置をキープ
しての捲りで準決勝進出。前回の久留米ナイターも良かった（山崎）は、決め脚鋭く安定して居
り、（宿口）が前々に攻めてくれたら連対は外さない調子であり実力者。小倉は好きと公言する
⑤（安谷屋）の自力には、地元は気持が違う②（長野）。３番手の⑦（坂口）迄の九州はライン
の長さを生かす事で。尚福島・千葉コンビも必ず動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１宿口潤平  動けてるし、調子は大丈夫。自力・自在。 
▲２長野和弘  地元は頑張るしかない。安谷屋に任せる。 
注３関根彰人  同県の門馬さんに任せます。 
 ４吉澤 賢  成績よりは悪くない。湯浅の番手。 
×５安谷屋将志 小倉は好きなバンク。ラインで決める自力。 
 ６門馬琢麿  こゝからと思ってます。２車でも自力。 
 ７坂口樹隆  息子がサッカーやってるのが力に成ってる。３番手。 
 ８湯浅大輔  今期は結果を残したい。２車でも自力。 
◎９山崎 悟  成績通りの調子。宿口さんの番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】３【５】２７【１】９【８】４ 
 
＜穴を探る＞ 九州トリオ。２＝５ ２－７ 
 
２車単 ９＝１ ９＝２ ９－５ 
３連単 ９＝１－２５ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分） 
 
＜展望＞『果敢「齊藤「には実績の「太田」』 
 引退した朝内正幸（５０期）の娘と結婚した事で朝内の弟子小林則之（８５期）と練習してる
のはスプリンター①（齊藤）、小倉のドームバンクは脚質マッチしてる事で好走歴は多く、この
メンバーなら逃げと捲りを使い分けて押し切る事に。連携するのはＧＰだけでなくＧＩＶがある
かつての大スター⑨（太田）、高校３年の息子が１１７期に合格した事で再びやる気に成ったの
が最近の１着ラッシュなら、逆転は互角以上。１１１期の好素材⑦（照屋）に任せるベテラン③
（田中）も侮れないが、それ以上は能力高い②（田口）のやる気と底力。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１齊藤健人  小倉のバンクは嫌いじゃない。自力です。 
△２田口 守  前回の最終日で吹っ切れた。自力主体。 
×３田中弘章  調子は普通ですね。照屋に任せる。 
 ４中山匡男  前には付いて行ける調子。九州３番手。 
 ５亀井雅斗  同期の太田に付いて行きます。 
 ６橋村法男  ライン大事に山口の３番手。 
注７照屋将貴  小倉は好きなバンク。自力で頑張る。 
 ８村上清隆  同県の後輩田口に任せます。 
○９太田真一  齊藤君の番手で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【２】８６【７】３４ 
 
＜穴を探る＞（照屋）が捲る。 
 
２車単 １＝９ １－２ １－３ 
３連単 １＝９－２３７ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『中部の大ホープ「森川」がパワー誇示』 
 ナショナルチームのＢに属し練習は主に２５０バンクのベロドロームでやってる大器①（森
川）、そのスプリントは非凡なものがあり、努力を怠らなければ間違いなく実兄大輔（９２期・
Ｓ１）の上を行く器、調子は前回の久留米決勝で特昇決めた森田優弥（埼玉・１１３期）と互角
の勝負を演じたばかりなら、こゝでは正に抜群の存在。後は成績通りの実力者⑨（鈴木）に、５
９期生でも衰え知らずのベテラン⑤（杉山）で固める中部トリオは強力過ぎて、他のライン、九
州・東日本のトリオには厳し過ぎるレース。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１森川康輔  小倉はチャレンジで走ってる好きなバンク。自力。 
注２爲田 学  瀬口が３番手なら上吹越の番手。 
 ３榊枝輝文  前回決勝に乗った勢いで、村上の番手。 
 ４瀬口 匠  南九州の３番手固める事に成った。 
×５杉山正和  中部ラインを大事に３番手固める。 
 ６大越啓介  体調は良く成った。単騎です。 
△７上吹越直樹 瀬口と話して一番前で頑張ります。 
 ８村上 皇  小倉は好きですね。自力基本。 
○９鈴木伸之  森川にしっかり付いて行く事にします。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【７】２４【８】３【６】 
 
＜穴を探る＞（森川）の首位は動きそうにない。 
 
２車単 １－９ １－７ １－５ 
３連単 １－９－５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『優勝候補筆頭「小林」の独壇場』 
 叔父さんの潤二（７５期Ｓ２）に憧れて自転車競技を始めた⑨（小林）、大学迄長距離走で活
躍して１１３期でデビュー、関東地区プロ４０００個抜きで優勝してる超エリートは、レインボ
ーファイナル優勝で昇班するや破竹の勢い、初めての小倉バンクでも大丈夫の超が付く大物。マ
ークする①（鈴木）は１度目は捲りに離れたが、直前の防府予選で１１３期№１藤根俊貴（岩
手）に付いて行けたならこゝでも大丈夫か。半端ないダッシュに離れた時は、前期のチャレンジ
で本物のパワーを身に付けた元プロ野球出身の④（宮崎）が実力で２着キープしてるのでは。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１鈴木龍之介 小林には宇都宮の初日に離れた過去が。 
注２堺 文人  ラインの石貞の番手です。 
 ３曽我部匡史 宮崎に黙って任せる事にします。 
△４宮崎一彰  曽我部さんに任されたので自力。 
×５里見恒平  相手強力だけど、２車でも自力。 
 ６石貞有基  後２人ですね、しっかり動きます。 
 ７渡辺 聖  南関ラインを大事に里見さん。 
 ８河元 茂  近畿ラインを大事に３番手。 
◎９小林泰正  小倉は試験以来。先行主体の自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１【４】３【５】７【６】２８ 
 
＜穴を探る＞（小林）の１着以外は考えられない。 
 
２車単 ９－１ ９－４ ９－５ 
３連単 ９－１＝４ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『自在「佐方」が連対の軸』 
 福岡支部長も５期目と成り、九州本部長の公務をこなし乍ら弟子の育成に余念が無い⑧（藤
田）、特にガールズに関しては文句無しに輪界の功労者、今期は優勝でスタートした事で真剣に
Ｓ級を狙うとの事、こゝは②（佐方）にスンナリが叶うなら逆転の方が狙いか、しかし展開は今
期もＳ級点を取る事にしてる自在の（佐方）が有利。引退した名レーサー関根幸夫（５９期）が
後事を託した孝行息子①（関根）のケレン味無い逃げは単の魅力。実績の⑨（磯田）の機動力に、
③（内藤）④（土井）の岡山コンビ、復調⑦（増田）迄横一線。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１関根健太郎 来期は初Ｓ級、今期も取ります。先行主体。 
◎２佐方良行  来期のＳ級は取れた。こゝは自力です。 
 ３内藤 敦  追加だけど大丈夫。話して神奈川から。 
 ４土井 勲  調子は良いですよ。（内藤）支部長に任せます。 
 ５川村昭弘  磯田と話して任せます。 
 ６山下貴之  特選に乗れて良かった。後輩健太郎。 
注７増田鉄男  来期はＳ級に戻れる。決めずにします。 
○８藤田剣次  松阪の優勝は練習の成果。佐方の番手。 
×９磯田 旭  自力・自在です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】８ ７【９】５【１】６３４ 
 
＜穴を探る＞（関根）が狙い。 １－６ １－９ 
 
２車単 ２＝８ ２＝１ ２－９ 
３連単 ２＝８－１７９ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時０５分）（電投締切１８時０２分） 
 
＜展望＞『大躍進「月森」が人気に応える』 
 父光彦（５４期引退）の影響で１０１期に合格した⑦（月森）、長い間Ｓ級には在籍していた
が下位に甘んじてたのに、昨年の９月青森記念で優出してからは突然の大ブレーク、それが来期
の初Ｓ級１班、逃げのイメージは無いが、あきらめない捲りの威力は重厚で安定して居り、この
メンバーではズバ抜けてるパワー。連携するのは、年末年始は住み慣れた久留米でみっちり練習
した①（牧）、付いては行けるし逆転充分。④（田中）迄がライン。特進の⑨（舘）は勢いは止
まった模様だが、②（上原）はこゝに来て好調なので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１牧 剛央  調子は良いですよ。小倉も得意。月森君。 
△２上原 龍  川口さんに任されたので中団自在。 
 ３大崎和也  今期はＳ級点取ります。赤塚さん。 
 ４田中陽平  前回よりは上の調子。牧さんの後です。 
注５川口満宏  頑張ってるでしょう。龍（上原）に任せる。 
 ６倉野隆太郎 舘さんに任された以上は自力。 
◎７月森亮輔  調子は良いとは言えないが悪くない。自力。 
 ８赤塚悠人  Ｓ級は初めて。任されたので自力。 
×９舘 泰守  体調は大分良く成った。倉野の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】９【７】１４【２】５【８】３ 
 
＜穴を探る＞（上原）の捲りが届く。２－７ ２－５ 
 
２車単 ７＝１ ７－２ ７－９ 
３連単 ７－１－２９ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分） 
 
＜展望＞『乗って来た「矢野」がパワーで圧倒』 
 富山美人と結婚して２人の子供と富山に住み頑張ってる⑦（矢野）、現在の季節は富山は雪な
ので、単身宇都宮の実家に戻り宇都宮バンクで練習してるのが前回大宮記念の優出、小倉はＡ級
の時から走れば好走してる実績が、ならば先輩③（真崎）と２車でも力の出し惜しみはしない。
小倉と言えば大男①（荻原）も得意にして居り、来期は失格２回でＡ級が決定してる事もあり練
習してるのがこの成績、逃げありの自在戦法での単進出。先輩⑤（紺野）が好連携。尚小倉と言
えば②（加倉）、競輪祭の覇者は⑨（野口）に頑張って貰う事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１荻原尚人  紺野先輩に任されたので、前々・自力・自在。 
×２加倉正義  調子は普通ですね。何度かある野口。 
△３真崎新太郎 栃木の後輩矢野に付いて行く。 
 ４佐竹和也  骨折した鎖骨の状態が。九州の後。 
 ５紺野哲也  オギ（荻原）と一緒なら迷う事は無い。 
 ６高田大輔  佐竹さんが九州なら、栃木の３番手。 
◎７矢野昌彦  小倉は好きなバンク。自力です。 
 ８須藤 悟  荻原さんの３番手はあるので、宮城の後。 
注９野口大誠  練習はして来た。自力で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５８【７】３６【９】２４ 
 
＜穴を探る＞（荻原）が狙い。１－５ １－２ 
 
２車単 ７＝１ ７－３ ７－２ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１９時０６分）（電投締切１９時０３分） 
 
＜展望＞『大器「小原」こゝに来て絶好調』 
 北海道生まれで小さい時からスピードスケートにいそしんだ②（小原）、冬期五輪出場を手土
産に先輩武田豊樹に弟子入りしてのプロデビュー、１０１期在校１位の逸材は周り道をしたが来
期の１班を決め、来月の大垣ウィナーズカップ（ＧⅡ）は特選シード、今期は前回取手で決勝に
乗ったばかりなら好きな小倉バンクを疾駆する。復調してる実力ベテラン⑦（山田）が好連携。
昨年の内に久留米に冬期移動して、田中誠（８９期）とみっちり練習してる①（鷲田）は、先輩
⑤（伊原）を目標に１００勝達成に全力。尚⑨（松岡）は練習では仕上ったとの事。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１鷲田幸司  久留米に冬期移動してます。伊原先輩。 
◎２小原唯志  前回取手以上の調子と思って下さい。自力。 
 ３安東宏高  調子は良いですよ。孝高（松岡）。 
 ４松永晃典  落車はカスリ傷も無し。山田さん。 
△５伊原克彦  練習しかしてません。自力。 
 ６前反祐一郎 練習は１ヶ月ぐらい。単騎です。 
○７山田幸司  小原君に行けそうですね、任せます。 
 ８伊藤健詞  前回よりは上の調子。福井の後。 
注９松岡孝高  インフルは治しました。先行含め何でも。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７４【５】１８【９】３ ６ 
 
＜穴を探る＞ 福井コンビ。５＝１ 
 
２車単 ２＝７ ２－５ ２－１ 
３連単 ２＝７－１５９ 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１９時４０分）（電投締切１９時３７分） 
 
＜展望＞『今期１１０点「神田紘」不動の本命』 
 年末の伊東からまるでＳ・Ｓ班みたいに記念を４連続で走り、２度決勝に乗ってる③（神田
紘）、２班だからで予選スタートだけど、今回のメンバーでは断トツの点数を有して居り、狙う
は優勝であれば予選は絶対に取りこぼせないし、同姓の⑨（神田龍）とは何度か連携して殆んど
が１着の好相性なのも。任された（神田龍）は、前期の西武園Ｖから調子の方はウナギ昇り。前
回の松阪記念は初日から抜群の動きをしてたのは①（掛水）、１次予選では(神田龍）の逃げを中
団から捲り、ブッ千切ったパワーは頭から狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１掛水泰範  この成績はたまたまです。自力主体。 
 ２中井達郎  今期は好スタート切った。ラインの吉川。 
◎３神田紘輔  同姓の龍とは何度か決めてます。 
×４宮下貴之  このメンバーなら決めずにします。 
 ５米澤大輔  掛水のダッシュに離されない様に。 
 ６飯塚隼人  単騎でも僕は自力です。 
注７吉川 誠  九州は大好きなので頑張る。自力。 
 ８棚橋 勉  ラインは大事なので四国の後。 
○９神田 龍  紘輔さんに迷惑掛けない自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】３ ４【１】５８【７】２【６】 
 
＜穴を探る＞ 好調（掛水）の捲り。１－３ １－９ 
 
２車単 ３－９ ３－１ ３－４ 
３連単 ３－９＝１４ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『後競りで「岡崎」に展開向く』 
 ５月松戸ダービー出場を決めた②（田中）、現在は常時特別の舞台で闘える様にで慕って来る
仲間を引き連れて早朝より街道を乗り込んでるのがこの成績、このレースは迷う事無く⑨（岡
崎）を指名したら、もう自力は卒業したのか⑧（山形）が「岡崎さんの番手」で競りに成ったが、
慌てず騒がず「いらっしゃい」は性格でありこれ迄やって来た事があるからの事。そこで恵まれ
たのは（岡崎）であり、３番手を固める好調⑦（大坪）。急な追加でも最高の気合で走る事にし
た⑤（筒井）は、（山形）には行かず、狙っているのは捲りか。（岡崎）の後が競りなら①（永
井）もチャンス到来。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
特１永井清史  自粛の一ヶ月間は練習した。２車でも自力。 
○２田中 誠  山形が来ても、岡崎の番手です。 
 ３江連和洋  考えて決めずにします。 
 ４坂上樹大  石川は雪は大丈夫。何度もある永井です。 
×５筒井敦史  ダービーも決まったし、やりますよ。単騎で何かします。 
 ６岡田征陽  ３月迄待って下さい。単騎です。 
△７大坪功一  今回はＳ級初Ｖを狙える調子。誠（田中）。 
 ８山形一気  競りでも同期岡崎さんの番手主張。 
◎９岡崎智哉  後競りでも出来る事をやるだけです。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】（２８）７【５】【６】【１】４ ３ 
 
＜穴を探る＞ （筒井）の捲りが届く。 ５－９ ５－７ 
 
２車単 ９＝２ ９－７ ９－５ 
３連単 ９－２＝５７ 


