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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＞『２日目のやり直しは九州コンビ』 
 ２日目からの補充を喜んで受けた⑨（片折）、逃げてるのが７８点の門馬琢磨と言う事もあり
内に居た齊藤健人を封じ込んで捲りに行ったら大越啓介のブロックにやられたもの、再び①（坂
口）に任されたなら、同じ失敗はしないと信じての先行・捲り。この３番手を選んだのは４月で
５５歳の巧者④（村上）。調子は悪くないが展開だけはどうにも成らない⑦（堺）は、⑧（石
貞）に頑張って貰う事での首位。②（杉山）迄がライン。連日動いてはいるものゝ一息なのは⑥
（湯浅）、見た感じは悪くないので、（片折）と（石貞）がやり合った時は捲りが決まる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１坂口樹隆  片折に任せてたので。再度任せる事に。 
×２杉山正和  ⑦番に切り替える事が出来なかった。近畿。 
 ３亀井雅斗  ３着には入りたかったですね。千葉の後。 
 ４村上清隆  このメンバーなら九州の後です。 
 ５吉澤 賢  初日に任せた湯浅に付いて行く。 
特６湯浅大輔  後手踏んだのが全てですね。自力。 
▲７堺 文人  前はもっともつれると思ったのが。石貞です。 
 ８石貞有基  あの展開でも勝てる様にします。自力。 
◎９片折勇輝  ２車なので仕掛けを躊躇ったのが。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
 
←【９】１４【６】５３【８】７２ 
 
＜穴を探る＞（湯浅）の捲りを。６－５ ６－９ 
 
２車単 ９＝１ ９＝７ １－７ 
３連単 ９＝１－４６７ 
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■■２Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１５時５９分）（電投締切１５時５６分） 
 
＜展望＞『拙走続きの「齊藤」３日目こそは』 
 小倉バンクにマッチしてるスプリンター①（齊藤）、それなのに連日これ以上ない下手な運行
で力の半分も出せず人気を裏切り続けているが、２日目に４コーナーから伸びて来た脚力こそが
実力であり、こゝは④（村上）との２分戦なら、前を取って突っ張り通すのも一つの手では。後
は自力を残してる⑨（渡辺）、逃げてくれた時は逆転迄。③（岡田）迄がライン。小倉を走れば
好走してる（村上）が（齊藤）を制して逃げた時は、力ある②（関根）が恵まれてる事もだけど、
前２走の調子では厳しいかも。単騎の⑤（瀬口）は、有言実行が条件。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１齊藤健人  自分の一番苦が手な展開に成った。自力。 
×２関根彰人  榊枝さんに離れた僕が弱い。村上の番手。 
注３岡田雅也  内が空いたが突っ込めなかった。南関の後。 
△４村上 皇  小泉さんが１着なら良かった。自力です。 
 ５瀬口 匠  ２角から捲る勇気がなかった。単騎で自力・自在。 
 ６橋村法男  先手ラインでしたね。前々にして下さい。 
 ７宮澤 晃  湯浅は行ったかと思うスピードでした。北の後。 
 ８細川貴雄  初日より良かったが一杯。切れ目から。 
○９渡辺 聖  もうちょいで追い付いてたのに。齊藤の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９３ ６【５】【４】２７ ８ 
 
＜穴を探る＞ 北日本コンビを。４＝２ 
 
２車単 １＝９ １－４ １－２ 
３連単 １＝９－２３４ 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時２４分）（電投締切１６時２１分） 
 
＜展望＞『好調「土井」が捲りを決める』 
 連日不本意な位置ばかりでフラストレーションが溜まっていた①（土井）、それで自信無げな
⑨（田口）と話して前でやると決めたのは、それだけの調子であり、やっと動けると成り凄く喜
んでたのでスパッと捲りを決めているか。チャッカリ（田口）が好追走。初日予選と同じで⑧
（布居）に成った⑦（黒木）は、２車なのは少しだけイヤミでも、そこは百戦錬磨のベテランな
ので。ライン長いのは②（安谷屋）先頭の南九州ラインだけど。Ｓ級でも立派に通用する巧者③
（鈴木）は、初めて任せる⑥（門馬）が行けずとも動いてくれたらの実力者。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１土井 勲  自分で捲れば良かった。田口の前でやる。 
 ２安谷屋将志 逃げて飛び付けたので。後２人なら自力。 
×３鈴木龍之介 何となくバランスが悪いので修正する。初の門馬。 
 ４川野正芳  照屋はかゝってましたよ。沖縄の後。 
注５爲田 学  安谷屋を逃がしたでしょう。こゝもです。 
 ６門馬琢麿  小倉は流れるので走り易い。自力です。 
▲７黒木誠一  森川でもあれは無理。初日同様布居。 
 ８布居 翼  サッと下げるべきでした。２車でも自力。 
○９田口 守  僕は秋田出身なので北に居た。土井さんです。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】７【１】９【２】５４【６】３ 
 
＜穴を探る＞（黒木）は、７－８ ７－３。 
 
２車単 １＝９ １＝７ １－３ 
３連単 １－９＝３７。 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時４９分）（電投締切１６時４６分） 
 
＜展望＞『特選先勝「藤田」に油断は無い』 
 
 初日特選があまりにも鮮やかだった⑨（藤田）、それでまさか準決勝で佐方良行の仕掛けに離
れるとは誰も予想出来なかったもの、「佐方は中団に拘っていたので、まだ行かないと思ったミ
ス」と深く反省してたので、任せる⑧（照屋）が行けない時は、すかさず自力に転じて人気に応
える事にする。先輩①（田中）が好追走。２日目は大バック踏んで７番手迄下げ、ゼロ発進で捲
り切った③（里見）を先頭に、⑤（山崎）⑦（篠崎）⑥（大越）でまとまるラインは数の力で上
位独占を画す。成績以上に動けてる④（宮崎）は九州と東ラインでやり合えば捲りが決まる事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１田中弘章  剣次（藤田）にしっかり付いて行きます。 
 ２曽我部匡史 初日も任せていた宮崎に、こゝもです。 
 ３里見恒平  ホームから全力で行った結果。関東の前で自力。 
注４宮崎一彰  上吹越が斬ってからと思い、遅れた。自力。 
△５山崎 悟  前の踏み出しに離れたのが全て。里見さん。 
 ６大越啓介  片折さんを止めただけでも。篠崎さん。 
 ７篠崎高志  山崎が里見に行くなら３番手。 
×８照屋将貴  ⑨番を待ったけど来なかったので。先行主体。 
◎９藤田剣次  佐方との呼吸が合わなかった。初の照屋。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５７６【４】２【８】９１ 
 
＜穴を探る＞（里見）先頭のライン。５－７ ５－３。 
 
２車単 ９－１ ９－５ ９－８ 
３連単 ９－１＝５８ 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１７時１７分）（電投締切１７時１４分） 
 
＜展望＞『中部のホープ「森川」気合の自力戦』 
 直前の久留米ナイターの動きが良かったので、小倉のドームバンクなら大丈夫と判断して２日
間◎を付けた⑨（森川）、そこ迄の調子でなかったのか、連日の捲り不発はこゝでも不安でしか
ないが、このメンバーはコマ切れなので、①（鈴木）なら抜かれても本望と開き直って逃げてし
まえば押し切ってるハイパワー。初日予選で（森川）に勝ってる⑧（上吹越）は２車でも捲りを
放てば。連日の動きは光ってる⑤（宿口）は、③（太田）に任されても位置に拘っての捲りか捌
きでの単進出。もう一つのライン北日本コンビは、⑦（小泉）の番手に成った④（榊枝）は好調。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１鈴木伸之  布居に任せてたので。初日同様森川。 
 ２加藤大輔  前に付いて行くだけで一杯。上吹越。 
注３太田真一  捲れないでは力不足。潤平(宿口)。 
 ４榊枝輝文  捲りを決めたし、調子は良い。小泉さん。 
×５宿口潤平  番手に飛び付いたのに、内を行かれては。自力・自在。 
 ６中山匡男  このメンバーなら決めずにします。 
 ７小泉俊也  村上に感謝ですね。こゝは自力。 
△８上吹越直樹 仕掛け遅れたのが。初日同様の自力。 
◎９森川康輔  人気してたのに済みません。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１ ６【８】２【５】３【７】４ 
 
＜穴を探る＞（上吹越）の捲り。８－９ ８－２ 
 
２車単 ９＝１ ９－８ ９－５  
３連単 ９－１－３５８ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『不振「松岡」最終日こそは』 
 初日もだが２日目に至っては言語道断としか言えない②（松岡）、人気してるのにこゝ迄ダメ
なレースをやるのは本当に珍しい事で、このまゝではファンに悪いし次に悪影響を及ぼすと考え
る事が出来るクレバーなレーサーなので、後に関係なく全力で勝ちに行くものと信じて。後は落
車続きでも熊本出身の⑦（中村）と思われるが。九州大好きの⑤（吉川）は調子悪くないなら、
③（宮下）を連れて自信ある捲りを決めているか。実力の⑥（前反）は、決めずに３着内には入
ってる調子に根性。（松岡）とは別線を選択した⑧（飯塚）の捲りには多分⑨（棚橋）と思われ
るが顔見せ次第。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １米澤大輔  このメンバーなら倉野に任せる。 
◎２松岡孝高  仕掛け遅れて済みませんでした。僕は自力。 
○３宮下貴之  捲りを出したが全然でしたね。吉川君。 
 ４倉野隆太郎 突っ張られるとは思わなかった。自力。 
▲５吉川 誠  慣れぬ中団に入り、焦った。自力です。 
注６前反祐一郎 選んだ位置が良かった。こゝは決めず。 
×７中村良二  （松岡か飯塚かは顔見せ参考） 
 ８飯塚隼人  他人の後はこりごり。自力で頑張る。 
 ９棚橋 勉  中村さんが行かない方、松岡か飯塚の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７ ６【４】１【５】３【８】９ 
 
＜穴を探る＞（吉川）のパワー。５＝３ 
 
２車単 ２＝３ ２＝５ ２－７ 
３連単 ２－３＝５７ 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１８時１４分）（電投締切１８時１１分） 
 
＜展望＞『３日に一度はある「加倉」が本命』 
 小倉を走る以上はそれなりに仕上げて来た①（加倉）、それなのに連日後方ばかりでは、経験
もそして練習の成果も発揮する事は叶わず不本意過ぎる成績だが、このまゝ引き下がるレーサー
ではないので、初日任せた⑦（野口）がそれなりのレースをしてくれたら何とかしてしまうのが
この男。任された（野口）は逃げるか早目の捲りであればのパワー。⑤（松永）が３番手。動け
てるけどそれを着に生かせてない③（伊原）は、⑨（伊藤）と２車ならば、勝利する戦法に成る
のは仕方ない。北日本コンビは初日にも連携してる事で、前に成った⑥（赤塚）次第では②（大
崎）の単。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１加倉正義  納得は出来ないですね。初日任せた大誠。 
 ２大崎和也  伊原さんのラインでしたね、勘が悪い。赤塚さん。 
△３伊原克彦  後が１着なら良かった。こゝも自力です。 
 ４高田大輔  自分で仕掛けないとダメですよね。こゝは単騎。 
×５松永晃典  吉川との相性ですよ。加倉さんの後です。 
 ６赤塚悠人  初日の事があったので突っ張った。自力です。 
○７野口大誠  ４着でも、伸びてのものなので。自力勝負。 
 ８下沖功児  野口が居るけど、単騎でも自力。 
注９伊藤健詞  倉野の頑張りですよ。伊原に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１５【３】９【４】【６】２【８】 
 
＜穴を探る＞（伊原）のパワー。３－９ ３－７ 
 
２車単 １＝７ １－３ １－５ 
３連単 １＝７－３５ 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１８時４７分）（電投締切１８時４４分） 
 
＜展望＞『反省しきりの「月森」勝利する自力』 
 予選の③（月森）は鐘前から逃げ切ったのに準決勝は何をやりたかったのか、中団を狙うなら
サッと引くか、それとも前々で踏んだ以上は、小原唯志の番手で勝負すべきだったのでは、再び
先輩⑨（筒井）に任された以上は小細工無用の先行勝負か。厄介なのは連日納得のレースをやれ
てる好調⑤（荻原）で、②（紺野）を連れて逃げるのか、（月森）次第では当然の様に捌いての
単進出。Ｓ級初Ｖは次に持ち越した地元①（大坪）は準決勝で見せた捲りは仲々だったので、捲
りを出すか溜めての頭狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１大坪功一  行ったと思ったが、もう少しでした。自分でやる。 
 ２紺野哲也  初日に任せたオギ（荻原）の番手。 
◎３月森亮輔  番手で勝負すべきでした。こゝは自力。 
 ４舘 泰守  誕生日だから踏ませて貰った。こゝは単騎。 
×５荻原尚人  やるだけの事はやったので。自力・自在。 
 ６須藤 悟  落車を避けただけでも。宮城の後です。 
注７鷲田幸司  先手の番手か、切れ目から何かします。 
 ８田中陽平  サドルを下げて失敗。元に戻して、大坪さん。 
○９筒井敦史  月森は中途半端ですよ。再度任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】２６【１】８【３】９【７】【４】 
 
＜穴を探る＞（荻原）の首位。５－２ ５－１ 
 
２車単 ３＝９ ３－１ ３－５ 
３連単 ３－９＝１５ 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時２０分）（電投締切１９時１７分） 
 
＜展望＞『好調「小原」のパワーが格上』 
 初日予選のパワーに調子ならば、準決勝は鐘スパートでも３着内はキープしてると思った③
（小原）、結果は中途を飛ばし過ぎた事で僅差の４着で決勝に乗れなかったが、間違いなく仕上
って居り、こゝは⑨（真崎）④（中井）を従えての先行・捲りで結果を残す。やっぱり２ヶ月の
ブランクは痛過ぎたのは⑦（永井）、逃げて捲られ、そして捲りに行って不発ではこゝでも苦戦
か。それでも①（坂上）は何も言わず後を固めている。松阪記念の調子は何だったのかは⑤（掛
水）、何を考えているか不明なのはプロとしては魅力一杯。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １坂上樹大  龍に付いて行けないとは。永井に再度。 
注２牧 剛央  誠（田中）に任せた結果。自分で。 
◎３小原唯志  あれで決勝に乗れないとは力不足。自力。 
 ４中井達郎  赤塚君に感謝。茨栃の後です。 
×５掛水泰範  佐竹さんに任されたので自力。 
 ６佐竹和也  突っ込める様に成ったので、大丈夫。掛水。 
△７永井清史  鐘で前との間が遠過ぎた。自力です。 
 ８安東宏高  牧さんと話をして、僕も単騎。 
○９真崎新太郎 龍（上原）が１着なら良かった。小原の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】９４ ２【７】１ ８【５】６ 
 
＜穴を探る＞（永井）本来の実力。 ７＝１ 
 
２車単 ３－９ ３－７ ３－５ 
３連単 ３－９－２４ ３－７＝１５ 
 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１９時５５分）（電投締切１９時５２分） 
 
＜展望＞『輪界のホープ「小林」不動の本命』 
 四日市のレインボーファイナルで優勝した時は展開一本と思われた⑧（小林）、あれから一ヶ
月半しか経ってないのに、このパワーには驚かされるばかり、連日２周逃げ切ってるのは、レベ
ルは違うが日本一脇本雄太（福井）の姿をダブらせるもの、こゝは後競りに成ったなら変に突っ
張ったら後に②（佐方）か③（関根）の自力型にはまられるので、３連勝を決めて次の高松そし
て向日町でＳ級特昇を決める。①（川村）は上越ライン、そして⑨（磯田）は今迄やって来た事
があるで引けないと成り競り合いなら、２・３着は自力型の（佐方）か、（関根）の争いに成る
のは明白。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１川村昭弘  宿口君の内へ行って悪かった。上越で小林。 
○２佐方良行  後は藤田さんと思ってた。自力・自在。 
△３関根健太郎 作戦通りでした。新人に勝つ自力です。 
 ４山下貴之  健太郎が強かった。３度び健太郎。 
 ５増田鉄男  ワンチャンスを逃がさなかった。決めずです。 
 ６長野和弘  内に差し込んだので、そのまゝ踏んだ。佐方。 
 ７内藤 敦  神奈川に決めて正解したので、こゝもです。 
◎８小林泰正  ２周だったので楽でした。３連勝は決めます。 
×９磯田 旭  川村さんと話をして、僕も小林君の番手です。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】（１９） ５【２】６【３】４７ 
 
＜穴を探る＞ （小林）の優勝で薄目。 ８－１ ８－５ 
 
２車単 ８－２ ８－３ ８－９ 
３連単 ８－２－３６  ８－３－２４７ 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分） 
 
＜展望＞『３分戦を制すのは高得点「神田紘」』 
 期待された地元の田中誠と大坪功一が準決勝で脱落した事で九州不在の決勝戦に成ったが、難
関の準決勝を突破しただけあって全員が優勝の可能性を秘めたファン必見の決勝戦。レースは後
３人を従えた男らしい⑤（矢野）と、国立島根大の哲学科を中退したインテリ⑦（神田龍）の頭
を使った自力型がやり合うと決め付ければ、自在を自認してる⑨（岡崎）の捲りが狙いに成るし、
１０９点有してる①（神田紘）には又とない優勝のチャンス。苦労のベテラン②（江連）は後輩
（矢野）を信じる事で２度目の優勝を狙うが、３番手に成った⑧（上原）も狙ってみたいレーサ
ー。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１神田紘輔  岡崎智哉さんを信じてました。勿論任せます。 
×２江連和洋  小原君を残せなかったのだけが。後輩矢野。 
 ３山形一気  前の掛水さんが頑張ってくれたから。初の神田龍君。 
 ４山田幸司  荻原君が全部やってくれた。神田龍君のライン。 
注５矢野昌彦  征陽さんに入れて貰ったから。関東の先頭で。 
 ６川口満宏  征陽が失格しては複雑です。関東４番手。 
△７神田 龍  後は違うと解りました。自力で２度目の優勝。 
 ８上原 龍  真崎さんの作戦通りでした。栃木の３番手。 
○９岡崎智哉  最後は紘輔と阿吽の呼吸でした。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】２８６【９】１【７】３４ 
 
＜穴を探る＞（神田龍）の３連勝。７－１ ７－３ 
 
２車単 １＝９ １－７ １－２ 
３連単 １＝９－２５７ 


