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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『小倉２度目の「樋口」が本命』 
 西武園をホームにしてる樋口３兄弟の末弟①（開士）、兄２人と較べたら全てに上位で努力次
第ではＳ級迄行ける器、小倉は昨年の９月末に走り、力ある処を披露しているが、決勝で東京の
同期生河合佑弥に付いて行けなかった事で今回は優勝すると決めて仕上げたなら、逃げて押し切
るし、捲りに成ってもあきらめないパワーで連対は外さない。チャレンジに落ちてやっとやる気
が出て来た⑦（齋藤）、師匠の幸田光博（６７期）が「あいつはやれば出来るんですよ」のお墨
付き。自力・自在の④（山崎）は３連対には外せない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１樋口開土  小倉は昨年９月末に走り、２度目。先行勝負。 
 ２伊藤文秋  大阪の後輩、浜田に頑張って貰います。 
 ３藤野貴章  練習はバッチリです。２度目の山崎。 
△４山崎泰己  来期は２班に戻れるので今期も。自力・自在。 
×５浜田翔平  小倉は初めて。先輩の前で自力です。 
 ６松中宏樹  ２期目なので点数上げなければ。貴章（藤野）。 
○７齋藤昌太  今期は２班が取れる様に頑張る。初の樋口君。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７【４】３６【５】２ 
 
＜穴を探る＞ 好調（山崎）が抜け出す。４－１ 
 
２車単 １－７ １－４ １－５ 
３連単 １－７＝４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『北のルーキー「井寺」は筋金入り』 
 自衛隊で体を鍛えてる内に競輪を知り、選手に成ると決めて福島県はいわき平の大谷道場に入
門した③（井寺）、晴れて１１３期に合格、師匠の飯野祐太と練習してるのが今年の好成績、小
倉は前のレースの樋口開士と一緒の開催で決勝に乗って居り、その頃よりパワーアップした姿を
披露する。後は北日本のマーカー⑦（三澤）、付いては行けるし逆転迄も。まだまだ努力次第で
は上を目指せるのは好素材①（中山）、来期の２班は決めて居り、今期は自力と追い込みを使い
分けて好走してるのはズバリ頭からの狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１中山敬太郎 今年は早くも４勝してるので調子は良い。自力。 
 ２浦野慈生  落車の影響で調子崩したが大丈夫。自力。 
◎３井寺亮太  小倉は９月末に走り、決勝に乗ってます。先行基本。 
×４野口誠一郎 敬太郎（中山）とは何度か連携ある。 
 ５西田 潤  ３期目だけど頑張りますよ。行けるなら浦野君。 
 ６竹本裕司  ３期目なので頑張るしかない。北の３番手。 
○７三澤勝成  来期は２班に戻れます。北の後輩井寺は初。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】７６【１】４【２】５ 
 
＜穴を探る＞（中山）力でネジ伏せる。１－４ 
 
２車単 ３－７ ３＝１ ３－４ 
３連単 ３－７＝１ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『上昇新人「山口」の勢いは本物』 
 小倉は昨年８月に走り１①②の好成績を残してる⑦（山口）、前期は２回の優勝で来期の２班
は決めているが、まだまだ足りない所ばかりなのか、決勝に乗る迄は凄いパワーを発揮するのに
決勝での取りこぼしが多い事で、師匠の原司（７０期）が時間が合えばマン・ツーマンで鍛えて
るのは第２の荒井崇博に育てたいからとの事、ならばこゝでは負けられない筈。番手は地元を走
れば５割増の①（俵）、付いては行く事に専念する。不覚にも（山口）の踏み出しに離れた時は、
自力でこゝ迄調子戻した②（山中）が狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１俵裕一郎  新人の山口にしっかり付いて行きます。 
△２山中孝一  来期は２班に戻れると思うので今期も。自力主体。 
 ３渡辺雄太  ３期目なので練習してます。自力です。 
×４大林亮介  このメンバーなら九州の３番手を固める。 
 ５鈴木祥高  同県の後輩山中にお任せです。 
 ６片岡昌彰  調子は大丈夫。渡辺君の番手です。 
◎７山口敦也  小倉は昨年８月以来２度目。自力で人気に応えます。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【２】５【３】６ 
 
＜穴を探る＞（山口）の首位で（鈴木）を。 ７－５ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－４ 
３連単 ７－１－２４ 
 
 
 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『１１３期生「眞杉」「山中」の激突』 
 小田倉勇二（９１期）の弟子は⑦（眞杉）、優勝が１度しかないのは不思議なくらいの活躍を
して居り、練習仲間の金子幸央（１０１期）とは互角に渡り合えるとの評判ならば、同期②（山
中）には負けないハイパワー。連携するのは１・２班戦でも頑張っていた①（岡田）、付いては
行けると信じて。山中貴雄（９０期）の弟子は②（山中）、名前は同じでも全くの他人だそうで、
練習の力を半分も出せてないとの事だけど、同期（眞杉）にだけはで張り切って逃げるか捲りを
出せば頭迄ある若者。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１岡田哲夫  チャレンジの一発目は良かったので今回も。初の眞杉君。 
△２山中崇弘  小倉は初めて。全てに力不足なので練習してます。自力。 
 ３谷 昌則  欠場明けだけど練習は毎日やってました。同期田村の後。 
 ４米倉剛志  小倉は昨年１２月に走ってます。単騎でも自力。 
×５田村光昭  来期は２班ですね。山中とは連携あります。 
 ６小谷文吾  ３期目なので練習してます。眞杉の３番手。 
◎７眞杉 匠  小倉は試験以来です。しっかり逃げます。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１６【２】５３【４】 
 
＜穴を探る＞（山中）のパワーを。 ２－７ ２－５ 
 
２車単 ７－１ ７－２ ７－５ 
３連単 ７－１－２５ ７－２＝５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『何でもやれる「田尾」が主役』 
 篠原龍馬（８９期）の弟子は④（田尾）、１１１期の若手なので先行・捲りの自力を主戦法に
しているが、負けず嫌いなのか、簡単に引き下がらないのが追い込みに成る事も、こゝはライン
の②（三宅）に任されたならば後手踏まない前々勝負で連対は外さない。チャンスは物にする脚
には仕上げてる（三宅）なら逆転迄も。凄いパワーを発揮するかと思えば、脆さも半端ない⑦
（井上）だが、小倉は嫌いじゃないし、新人には脚でも気持でも負けなければ⑤（山本）とで決
めてる事も。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １増田利明  南関以外には付かないと決めてるので自分でやる。 
○２三宅 旬  成績通りの調子です。田尾の番手は初めて。 
×３中野智公  やっと闘える状態に成りました。決めず単騎。 
◎４田尾駿介  準決が壁なので今回こそは。自力。 
 ５山本恵太郎 増田君が行かないなら井上君の番手。 
 ６荘田竜斗  今期は頑張りたいですね。単騎でも自力。 
▲７井上公利  小倉は好きなバンク。先行・捲りの自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】５【１】 ３【４】２【６】 
 
＜穴を探る＞（井上）のパワーを。 ７－５ ７－１ 
 
２車単 ４＝２ ４＝７ ４－３ 
３連単 ４－２－３７ ７－１＝４５ 
 
 
 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『新米パパ「魚屋」責任の自力戦』 
 ガールズケイリンの溝口加奈嬢との間に男の子が誕生したばかりは⑦（魚屋）、父親に成った
事で親としての責任感もあり練習したのが前回四日市ナイターの快走、小倉バンクは脚質マッチ
して居り、好走してるイメージしかない上に、後を①（米嶋）④（杉山）が固めてくれるなら、
逃げて押し切れるし捲りに成っても負けないハイパワー。地元（杉山）は（魚屋）にも（米嶋）
にも世話に成ってるで３番手廻る事に。松坂英司（８２期）の弟子は③（加藤）、Ｓ級でも頑張
ってたのにこの不成績は信じられないが、支部長⑤（對馬）に任された以上はの自力戦。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１米嶋賢二  魚屋の番手に行かせて貰います。 
 ２西川弘資  今期は早くも２勝、調子は大丈夫。決めず。 
×３加藤健一  支部長に任された以上はの自力です。 
△４杉山 剛  米嶋さんが魚屋の番手なら３番手です。 
 ５對馬太陽  川崎の後輩、健一（加藤）に任せる。 
 ６長尾博幸  加藤の３番手を廻った事があるので神奈川の後です。 
◎７魚屋周成  九州３人で決める自力で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５６ ２【７】１４ 
 
＜穴を探る＞ 神奈川コンビ、３＝５ 
 
２車単 ７＝１ ７－４ ７－３ 
３連単 ７－１＝４ ７－３＝５ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『予選３連勝中「牧田」のパワー信頼』 
 １１１期でも早々に特別昇班果たした①（牧田）、破竹の勢いの時に水を差したのが落車での
鎖骨々折、それでも１１１期のルーキーチャンピオンレースに出場してるし、１・２班戦での優
勝も経験してる体は小さいがスピード豊かなホープ、小倉は昨年１度走り、苦い思い出しかない
ので、今回は２度目の優勝目指し初日からパワー全開。連携するのは能力はこんなものではない
⑦（岡田）。④（齋藤）迄がしっかりした東ライン。練習してるからか、前回の前橋ドームで快
走してる②（飯塚）は、位置を取っての捲りで単進出。③（横内）も必ず動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１牧田賢也  小倉は昨年の５月に走ってます。自力勝負。 
△２飯塚直人  練習してるから調子は良いですよ。自力・自在。 
×３横内裕人  高嶋さんに任されたので自力です。 
 ４齋藤昌弘  東ラインで３番手。調子は悪くない。 
 ５丸林一孝  前回失格したので早く挽回したい。飯塚です。 
 ６高嶋一朗  前回の玉野で自力が出たし、良く成った。横内。 
○７岡田泰地  失格したが調子は大丈夫。牧田の番手は初。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】７４【２】５【３】６ 
 
＜穴を探る＞ 好調（飯塚）の捲り。 ２－１ ２－５ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－３ 
３連単 １－７－２３４ 
 
 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『絶好調「今岡」「原田」の対決』 
 大屋健司（８７期）の弟子は⑦（今岡）、しっかりした練習をやれてるのが昨年後期からの快
成績、今期は有にＳ級点を越えて居り、こゝは①（住村）⑤（小磯）の徳島コンビを従えての先
行・捲りでの押し切りが一番人気。驚異は悪性リンパ腫を克服して頑張ってる③（原田）、この
成績は病気する前より強く成ってるのは選手を目指してる長男と１０９期・１１１期の弟子達効
果にしても凄い事で、平の優勝は捲りを決めてＳ下がりの渡邉正光を降しての価値あるもの、こ
のレースも自力で単進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１住村 実  小磯さんが許してくれたので今岡の番手。 
 ２大島将人  北日本ラインで高橋さんに任せます。 
▲３原田 隆  気合で頑張ってます。自分でやりますよ。 
 ４滝川秀嗣  原田君は凄いですね、任せます。 
 ５小磯知也  住村の後ですよ、付いて行きます。 
×６高橋明久  体は大丈夫。大島君の前で自力。 
◎７今岡徹二  今期は初優勝とＳ級が目標。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１５【３】４【６】２ 
 
＜穴を探る＞（原田）の首位。３－１ 
 
２車単 ７＝１ ７＝３ ７－６ 
３連単 ７－１＝３ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『Ｓ級でもまれた「大石」が決める』 
 昨年の１年間はＳ級として自力を貫き通した①（大石）、たまにヒットはあっても長続きはせ
ず、それで今年は１年間Ａ級だけど、向日町・和歌山の連続優勝でこの勢いで３月迄まとめれば
６月のレインボーファイナルに出場出来るのを目標に頑張るそうで、近畿は一人だが力の出し惜
しみをしなければのハイパワー。番手はインフルエンザが治り、練習出来た⑦（小林）。来期の
Ｓ級は決めてる③（宮越）もレインボーファイナルは狙うそうで、⑤（山口）に任せず自力主体
での頭狙い。初Ｓ級を狙うのは広島出身の２世レーサー②（三好）、先行で粘り抜く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１大石崇晴  連続優勝の調子は維持してます。自力。 
×２三好恵一郎 今期は初Ｓ級を狙います。２車でも積極自力。 
○３宮越孝治  納得したいので自分でやります。 
 ４遠藤勝行  練習はしてます。東で三好の番手。 
 ５山口智弘  体調はもう大丈夫。しっかり練習して来ました。単騎。 
 ６沖本尚織  落車後なので走ってみないと。宮越さんの番手。 
△７小林弘和  前回から空いたので練習した。初めての大石君。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】４【３】６【１】７ 【５】 
 
＜穴を探る＞（三好）のパワー駆け。 ２－１ ２－３ 
 
２車単 １＝３ １－７ １－２ 
３連単 １－３＝２７ 
 
 


