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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『復調「小岩」が力で押し切る』 
 今回は兄大介（９０期）と兄弟参加に成った①（小岩）、何時も以上に気合は入ってる筈で、
こゝ小倉バンクはデビュー時から好走して居り、前２場所の成績ならば、油断しない限り逃げ切
れるし、捲りに成っても大丈夫のメンバー構成。後に成ったのは久留米をホームにしてる⑨（徳
吉広）、２前回のこゝミッドでも前には付いて行けてたので、こゝでもと期待して。大ベテラン
⑤（宮路）迄が本線。何でもやれるが主戦法は自力の⑦（善利）にはチャンスは物にする脚は作
ってる味がある先輩③（仙石）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１小岩哲也  やっと良く成った。九州の先頭で自力。 
 ２黒田 充  栃木の後輩、村上に任せる。 
×３仙石 淳  ミッドナイトはもう慣れました。後輩善利。 
 ４柴田昌樹  中近ラインで滋賀の３番手。 
注５宮路智裕  九州ラインを大事に３番手です。 
 ６本間慎吾  迷ったけど、決めず先手から。 
△７善利裕生  ライン出来るなら、何時も以上の自力・自在。 
 ８村上貴彦  僕は何時も自力です。 
○９徳吉広紀  小倉は２前回に補充で走ったばかり。小岩。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【７】３４【８】２ ６ 
 
＜穴を探る＞ 滋賀コンビで決まる。 ７＝３ 
 
２車単 １－９ １－７ １－３ 
３連単 １－９＝３７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分） 
 
＜展望＞『「黒川」「小林」の争いを「守谷」が捲る展開』 
 その気に成ればＳ級でも立派に通用する⑨（守谷）、それなのに戦法そして気持にムラがあり
過ぎてＡ級に甘んじてる上に、今回は急な追加で調子悪いと来ては不安でしかないが、展開を考
えたら先行レーサー②（黒川）と⑦（小林）が鐘前からやり合ってくれそうなので、先輩①（榊
原）には迷惑掛けなられないの責任感で捲るものと信じて。やっと調子戻った重戦車（黒川）は、
出切ってしまえば２周でも平気な強馬力。⑤（小塚）⑥（橋本）の中部コンビで後はしっかり固
める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１榊原 洋  守谷と一緒なら迷う事は無い。 
▲２黒川茂高  練習の成果を出せる様に成った。自力。 
注３藤原清隆  静岡の後輩、小林に頑張って貰う。 
 ４太田貴之  こゝは東ラインで、静岡の後です。 
×５小塚 潤  落車で体調崩したが、もう大丈夫。黒川の番手。 
 ６橋本大祐  小倉は３前回に走ったばかり。小塚の後。 
 ７小林寛弥  先輩に任された以上は迷惑掛けない自力。 
 ８川上修平  岡山の３番手に決めました。 
◎９守谷陽介  榊原さんに任されたので、決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５６【９】１８【７】３４ 
 
＜穴を探る＞（黒川）のパワー。 ２－５ 
 
２車単 ９＝１ ９＝２ ９－５ 
３連単 ９＝１－２５８ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分） 
 
＜展望＞『凄い努力家「岡崎」が逃げる』 
 一時期は引退を考えた①（岡崎）、同期・同級生の大スター平原康多（埼玉）に励まされて、
フレームだけでなく色々とサポートして貰った事でやる気を出したのが前期迄のＳ級生活、体調
崩して陥落したが、弟子を育て乍ら日々努力してるなら、予選クラスでは大丈夫のパワー。愛媛
支部長に返り咲いた⑨（宇根）が（岡崎）に行ける粋な組み合わせ。スピードスケートをやって
た縁で上原龍（９５期）の弟子に成った⑤（荒井）、大スランプからは脱出したのが３前回の別
府、疾風捲りで②（坂本）と決める事に全力挙げる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１岡崎景介  やっと体調戻ったのが。自力です。 
×２坂本昌宏  調子は普通ですね。荒井君の番手主張。 
 ３長崎達也  渡邊さんと話して単騎に成りました。 
 ４清水邦章  宇根と一緒でしょう、任せます。 
▲５荒井春樹  ３前回の別府から良く成った。自力です。 
 ６高松直満  久留米の後輩、正治（徳吉）に任せる。 
注７渡邊一洋  息子の颯太も頑張ってるし、自分も。坂本君の後。 
 ８徳吉正治  高松さんに任された以上は自力。 
○９宇根秀俊  岡崎に行けですね、喜んで任せます。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９４【５】２７【３】【８】６ 
 
＜穴を探る＞（荒井）のパワー。 ５－２ 
 
２車単 １＝９ １＝５ １－２ 
３連単 １－９－４５  ５－２－１７９ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５５％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『好調「井上」が人気に応える自力戦』 
 大事な久留米のホーム戦で大ポカをしてしまった⑨（井上）、藤田剣次支部長の片腕として公
務の仕事で頑張ってる身には耐えられなかったのか、中途欠場して練習したのが前２場所の快走、
こゝは①（城戸崎）⑧（佐々木）に任されたなら、逃げを第一に流れでは捲り・捌きを応用する。
番手の（城戸崎）は昔の脚は望めないので、今年の活躍は目覚ましいものがある⑦（市本）の自
力は単互角以上。先行主体の②（藤井）は、兄弟子の吉田茂生と練習する事でのハイパワー。⑤
（高野）が好追走。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１城戸崎隆史 地元は気持で頑張る。将志（井上）。 
×２藤井準也  前回の欠場は大丈夫。先行基本の自力。 
注３外崎一成  同級生の敏也（坂本）に任せます。 
 ４藤原亮太  市本さんと話して、決めず自在。 
 ５高野輝彰  準也（藤井）に行けるんですね、頑張る。 
 ６坂本敏也  外崎に任された以上はの自力。 
○７市本隆司  小田原の優勝は後輩に感謝。自分でやる。 
 ８佐々木浩三 チャレンジに落ちない様頑張る。地元の後。 
◎９井上将志  ３前回みたいな事はない。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５【４】【９】１８【７】【６】３ 
 
＜穴を探る＞（市本）の捲りが決まる。 ７－２ ７－４ 
 
２車単 ９＝７ ９－１ ９－２ 
３連単 ９－７＝１２ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『積極果敢「小出」のパワー優先』 
 凄いパワーを発揮する事もあるのに長続きしない⑨（小出）、もっと練習してしっかりした脚
力を身に付けた暁には、間違いなく近畿を代表する先行レーサーに育つ器、こゝは①（木本）に
任されたならば、捲りでなく逃げて人気に応える。番手に成った（木本）は、Ｓ級戦でも通用し
た自信で逆転しているか。⑧（本田）迄がライン。自力・自在の戦法が冴えてる好調⑦（岡田）
の前々勝負に任せるのは、来期の S 級返り咲きを決めた真面目な大ベテラン③（宮本）。南関東
は⑤（伊藤）次第。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１木本賢二  小出君の番手は初めて、守ります。 
注２柴田 健  神奈川の後輩、翼（伊藤）に任せる。 
△３宮本佳樹  調子は良いですよ。四国の後輩岡田。 
 ４日浅保幸  啓渡には悪いけど、自分でやります。 
 ５伊藤 翼  追加は早かった。ラインで決める自力。 
 ６市川博章  ライン大事に神奈川の後です。 
×７岡田啓渡  成績通りの調子です。自力・自在。 
 ８本田 博  このメンバーなら近畿の後位。 
◎９小出慎也  Ｓ級に上がりたいで練習してます。先行基本。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１８【７】３【４】【５】２６ 
 
＜穴を探る＞ 四国コンビで仲良く。 ３＝７ 
 
２車単 ９＝１ ９－３ ９－７ 
３連単 ９－１－２３７ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『抜群のバック数を誇る「矢口」が逃げる』 
 野球で鍛えた恵まれた体躯を生かし猛練習に励んでる⑨（矢口）、Ｓ級では上位の壁に当たり、
それで一年間Ａ級に甘んじる事に成ったが、これが良かったのか、昨年の後期から狂った様に逃
げまくり、走るレースは全て最終バックを取る物凄さ、小倉は昨年暮のミッドを走って居り、今
回も３日間ブレない先行で粘り抜く。後は来期のＳ級を決めてる渋太い①（小菅）が競りでも死
守する。５０歳に近付いて更に進化してる⑤（坂本毅）は３番手から突き抜けを狙う。マーカー
③（小林令）は、関東ラインを大事に④（小林申）に任せた事で、⑦（内藤）迄に成る。単騎の
⑧（高橋）も怖いが、好調②（坂本晃）の３連対は魅力たっぷり。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１小菅 誠  強い矢口にしっかり付いて行く事にします。 
注２坂本晃輝  捲りはたまたまですよ。中園に任せます。 
×３小林 令  前回の久留米よりは上の調子。小林申さんの番手。 
 ４小林申太  ３連続して優出を外してるが悪くない。自力。 
△５坂本 毅  来期のＳ級は結果待ち。こゝは南関の後。 
 ６中園和剛  小倉も地元、やりますよ、任されたので総力戦。 
 ７内藤高裕  １００勝は早く決めたい。関東３番手です。 
 ８高橋清太郎 来期は初のＳ級、１００勝も決めたい。単騎。 
◎９矢口大樹  小倉は昨年末に走ってます。自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１５【６】２【８】【４】３７ 
 
＜穴を探る＞ 好調（坂本）の抜け出し。 ２－９ ２－８ 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－３ 
３連単 ９－１＝３５ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１８時０５分）（電投締切１８時０２分） 
 
＜展望＞『点数上位「江守」が連対の軸』 
 ７３期と言えば「魂」の村上義弘（京都）だが、渡邉晴智（静岡）成清貴之（千葉）齊藤竜也
（神奈川）がＳ級トップクラスで頑張ってる事もあり、負けられないで努力している⑦（江守）、
来期は１班に戻る巧者は練習しかしてないそうで、このレースは自在で前々に攻める②（竹村）
に任せての単進出。その（竹村）は失格してるので、先行・捲りの自力を考えているか。こゝで
狙ってみたいのは奈良記念で頑張ってた⑤（上吹越）③（久島）の南九州コンビ、共に好調なの
は楽しみ。点数持ってる⑨（藤田）の自力も侮れないが、一発ある⑧（才迫）は体調に問題が。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １富 弥昭  成績通りの調子と思って下さい。開（才迫）。 
○２竹村勇祐  小倉は好きなバンク。任されたので自在。 
▲３久島尚樹  俊一さんと話をして任せる事にした。 
 ４坂田 章  前回と同じ調子。ライン大事に中国の後。 
×５上吹越俊一 前回も１着取れてるし調子は良い。前で自力。 
 ６河村章憲  近畿ラインを大事に、藤田の番手。 
◎７江守 昇  １着取れてるから調子は良い。竹村に任せる。 
 ８才迫 開  前回はインフルの影響、もう大丈夫。積極自力。 
特９藤田勝也  落車は間があったので大丈夫です。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】１４【２】７【９】６【５】３ 
 
＜穴を探る＞ 南九州コンビで独占。 ３＝５ 
 
２車単 ７＝２ ７＝３ ７－５ 
３連単 ７＝２－３５９ 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分） 
 
＜展望＞『最高に乗れてる「公太朗」が主役』 
 これ迄やって来た練習に新しいフレームがバッチリはまったのか、２前回の防府ＦⅠで本人も
ビックリの鬼脚で初優勝を決めた⑤（川口）、根っから明るい弟（聖二）とは時間が合えば練習
してるそうで、現在の勢いを大事に今期は１班をキープして記念優出を決めて欲しい好漢、こゝ
小倉は調子悪い時でも好走してるバンクなので。後は失格直後で気合入った②（小岩）。前回の
奈良記念でやっと大物振りを発揮した⑦（今野）がそれなりのレースをやってくれたら、娘が１
１８期に合格した事で気持が違う③（國村）が恵まれる事に成る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１岡部芳幸  佐藤一と話して、別々に成りました。 
×２小岩大介  前回の失格は痛かった。こゝは川口君。 
○３國村 洋  前回の奈良で強かった今野に行きます。 
 ４野村純宏  昨日迄川崎の誘導でした。同級生の片寄。 
◎５川口公太朗 防府が初優勝。小倉は得意バンク。自在。 
 ６片寄雄己  現在は脚を付けるために逃げてます。 
▲７今野大輔  奈良記念の調子で、３日間自力勝負。 
 ８高田真幸  このメンバーなら、決めず単騎。 
 ９佐藤一伸  奈良記念を欠場したが大丈夫。単騎。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】４【９】【５】２ ８ 【７】３ １ 
 
＜穴を探る＞（今野）のパワー。７＝３ 
 
２車単 ５＝３ ５＝７ ５－２ 
３連単 ５－３＝２７ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１９時０６分）（電投締切１９時０３分） 
 
＜展望＞『小倉に強い「小埜」が先行１車』 
 小倉は悪いイメージがない③（小埜）、２年前の競輪祭では長欠後だったのに、１次予選でア
ッと驚く勝利、３連単の配当は１３０万を越す超ビッグ、昨年も落車で大怪我続きだったが、今
年は落車してないのが前回の優出、このメンバーは先行レーサーと言えるのは一人なので。番手
は今年に入り冷えまくってる⑦（伊勢崎）、何とかしたいで走ると決めた以上はの実力者。好気
合⑤（川口）迄がライン。好調②（河野）は、⑧（柿澤）がそれなりのレースをやってくれたら
突き抜けてる差の冴え。④（木村）迄が関東ライン。地元コンビは、⑨（小川）が男気出して逃
げるか早目の捲りならば。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１紫原政文  前回以上の調子。後輩賢人(小川)。 
△２河野通孝  調子は良いですよ。話をして柿澤です。 
◎３小埜正義  小倉は得意ですね。先行主体の自力。 
 ４木村貴宏  同県の後輩河野に任せます。 
 ５川口直人  奈良の補充は良かった。千葉の後。 
 ６米原大輔  九州ラインを大事に、久留米の後。 
○７伊勢崎彰大 成績は良くないが、走る以上は。後輩小埜。 
 ８柿澤大貴  茨城の２人に任されても、自力・自在。 
×９小川賢人  前回の１着で吹っ切れました。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】７５【８】２４【９】１６ 
 
＜穴を探る＞（小川）の捲り。９－１ ９－３ 
 
２車単 ３＝７ ３－２ ３－９ 
３連単 ３－７－２５９ 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１９時４０分）（電投締切１９時３７分） 
 
＜展望＞『素質開花の「不破」に油断はない』 
 前期の１１月地元岐阜ＦＩの優勝で、来月大垣で開催されるウィナーズカップの出場を決めた
⑤（不破）、９４期生としてデビューした時は世界の脇本雄太に遜色なかった大器はこゝ迄遠回
りをしたが、現在の力は本物で、小倉バンクも嫌いじゃないなら首位は動きそうにない。番手に
成った①（坂上）は、昨年末を一ヶ月休んだのはこれ全て今年を考えてのものならば付いては行
けるか。⑥（加藤）迄の中部ラインは強力。追加の⑨（石毛）は、美人の奥さんが小倉出身と言
う事で、年に３回は走ってた得意バンク、こゝはラインの②（嶋津）に任せて準決勝進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１坂上忠克  寛治と話をして、強い不破に成りました。 
注２嶋津拓弥  奈良の落車は堪えました。前回より上。自力です。 
×３内田英介  奈良記念で自信回復した。ラインの高橋。 
 ４佐藤雅彦  このメンバーなら南関東の後です。 
◎５不破将登  来月のウィナーズに向けてやってます。自力。 
 ６加藤寛治  不破と一緒とは嬉しい、３番手を固めます。 
 ７兵藤一也  調子は普通ですよ。決めずです。 
 ８高橋泰裕  失格したが吹っ切れた。自力です。 
△９石毛克幸  小倉は女房の里なので頑張る。嶋津です。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】１６【２】９４ ７【８】３ 
 
＜穴を探る＞（嶋津）の番手(石毛)を。 ９－２ ９－５ 
 
２車単 ５－１ ５－９ ５－３ 
３連単 ５－１－２３６９ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『炎のレーサー「松岡」首位奪りに全力』 
 前回の熊本ＦＩ（久留米）は優勝を狙ってたのに決勝は展開向かず、車体故障のおまけ付きで
悔いを残した③（松岡）、その悔しさは大好きな小倉バンクで晴らすと決めたのならば初日から
持ち味発揮。後は捲りでブレークしたのに、極力それはしたくない同期⑨（池田）、調子・実力
で逆転するか。何時迄も若い④（三宅）が３番手。昨年の競輪祭で旋風を巻き起こした⑦（鈴
木）は、己れを信じて前々に攻めれば今回も好結果が。①（稲村）⑤（岡）で追走。実績上位の
②（稲垣）は、インフル明けでも走ると決めた以上は全力で頑張るスター。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１稲村成浩  前回の欠場は風邪。ノブ（鈴木）です。 
×２稲垣裕之  インフルには参ったが、治して練習した。自力です。 
◎３松岡貴久  前回の久留米が不本意だったので頑張る。前で。 
 ４三宅 伸  前回の準Ｖは展開。追加は大丈夫。池田の後。 
 ５岡 光良  ２度落車とはツキが無い。上越の３番手。 
 ６笠松信幸  稲垣さんには世話に成ってるので近畿。 
▲７鈴木庸之  小倉は競輪祭で好走したばかり。自力です。 
 ８三谷政史  連続落車でも大丈夫。稲垣さん。 
○９池田憲昭  捲りはたまたまなんですよ。同期の貴久。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】８６【７】１５【３】９４ 
 
＜穴を探る＞（鈴木）の首位。７－１ ７－９ 
 
２車単 ３＝９ ３＝７ ９－７ 
３連単 ３＝９－４７ 
 


