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＜展望＞『復調「小林」先頭のライン強力』
予選の⑨（小林）は果敢に鐘前から仕掛けた時はラインで決まるかの勢いだったが、立ち直っ
てる重戦車、黒川茂高に力でネジ伏せられたが、こゝに来て逃げ切りが増えてる様に調子良いな
ら、押し切ってるパワー。後位は大先輩①（渡邊一）、付いては行けるし、誰にも競られないな
らば逆転は容易かも。⑤（長崎）迄のラインは強固過ぎる。岡山は動きたくて堪らなかった②
（藤原）が、先輩⑦（日浅）に任された事で自力とコメントしても先行型でないのが。③（清
水）迄が瀬戸内ライン。
＜出場予定選手コメント＞
○１渡邊一洋
注２藤原亮太
３清水邦章
４柴田昌樹
△５長崎達也
６高松直満
×７日浅保幸
８橋本大祐
◎９小林寛弥

静岡の後輩小林に黙って任せる。
後２人なら責任重大。自力です。
前に付いて行けなかった。岡山の後。
橋本と話をして、別々にやる事に。
このメンバーなら、ライン大事に静岡。
今回は調子悪いかも。単騎です。
悪くはないですよ。亮太に任せる。
前に付いて行けなかったでは。決めず。
黒川さんに脚負け。自力です。

＜展開予想＞
←【９】１５【２】７３【８】
【４】
【６】
＜穴を探る＞ 岡山コンビは。７＝２
２車単 ９＝１ ９－５ １－５
３連単 ９＝１－５

■■２Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分）
＜展望＞『成績以上の「伊藤」を抜擢』
ツボにはまった時は格上連でも完封する②（伊藤）、初日の大敗はこゝに来てバック数が減っ
てるのが原因してるもので、こゝは⑦（藤原）⑧（市川）の静岡コンビに任されたなら、男らし
く逃げてパワー発揮するか。（藤原）ならば逆転の方が狙いかも。初日の①（善利）はあまりに
も淡白過ぎての９着は気に入らないが、力あるのは事実なので、こゝは叩き合いを避けての捌き
か捲りであれば。⑨（高野）がしっかり付いて行く。新人相手のチャレンジ戦であれだけのレー
スをやれた③（坂本）は、自信を持って走る事か。
＜出場予定選手コメント＞
▲１善利裕生
◎２伊藤 翼
注３坂本敏也
４本田 博
５太田貴之
６本間慎吾
○７藤原清隆
８市川博章
×９高野輝彰

初日を反省しての自力で頑張る。
先行させて貰えなかった。自力です。
井上に脚負けですね。自力。
前に付いて行けなかった。こゝは決めず。
ラインの坂本に黙って任せます。
このメンバーなら、北日本の３番手。
小林は頑張ってくれましたよ。伊藤です。
静岡の後輩、藤原の後です。
藤井は頑張りましたよ。善利に任せる。

＜展開予想＞
←【２】７８【１】９ ４【３】５６
＜穴を探る＞（善利）の捲り。１－９ １－７
２車単 ２＝７ ２＝１ ７－１
３連単 ２＝７－１８

■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時２２分）（電投締切１６時１９分）
＜展望＞『完全燃焼の「藤井」が逃げる』
初日予選の①（藤井）は珍しく積極さに欠けて凡退してしまったが、
「このまゝではＳ級なん
て夢の又夢」と反省したのであれば、後のためでなく、自分自身のために逃げて悔いを残さぬレ
ースをやる。番手に成った⑨（木本）は初日の調子は不安でしかないが、⑤（仙石）に前を任さ
れた以上は、下手な事はやれないので。３番手に成った（仙石）は前がモタモタしてたら、内か
らでも外からでも突っ込める実力者。単騎組では捌きの⑦（外崎）より、狙いたいのは、自力も
ある⑥（川上）の単進出。
＜出場予定選手コメント＞
◎１藤井準也
２佐々木浩三
３黒田 充
４徳吉正治
△５仙石 淳
×６川上修平
注７外崎一成
８村上貴彦
○９木本賢二

仕掛け遅れてる様では。先行します。
前回よりも良いですね。徳吉の番手。
初日頑張ってくれた後輩村上に再度。
調子は悪くない。２車でも自力。
善利がダメでは仕方ない。中近３番手。
岡山に任せてたのに力不足。こゝは単騎。
坂本は頑張ってくれました。決めず。
鐘で叩いて攻めただけでも。自力です。
小出君は強いですね。藤井君に任せる。

＜展開予想＞
←【１】９５【６】 ７【８】３【４】２
＜穴を探る＞（川上）の捲りが狙い。６－１ ６－９
２車単 １＝９ １－５ １－６
３連単 １－９＝５６

■■４Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分）
＜展望＞『乱戦を制すか、充実「坂本」
』
前期Ｓ級の後半からグーンと調子上げてた⑨（坂本）、現在は骨盤骨折をやった後遺症も気に
成らないのか、今期は早くも２度の優勝は努力の賜か、初日は任せた中園和剛が後手踏んだのに
付き合わされたが、こゝは中園とは同じ久留米の①（井上）が頑張ってくれると信じての首位。
若いにしては肝玉は据わってる⑦（小林）は、同支部④（荒井）に任せての単進出。②（内藤）
迄が関東ライン。支部長⑤（宇根）に任された⑧（岡田）は先行屋じゃないので、前々に攻めて
乱すのを待ってるのは、単騎③（黒川）の豪快捲り。
＜出場予定選手コメント＞
○１井上将志
２内藤高裕
▲３黒川茂高
注４荒井春樹
５宇根秀俊
６宮路智裕
×７小林 令
８岡田啓渡
◎９坂本晃輝

捲れてるし調子は大丈夫。自力です。
小林に任せてたので。こゝも任せる。
出切るのに脚使ったが悪くない。単騎。
岡崎さんを捲れたし、調子良いです。自力。
弟子の今野も頑張ってるしね。後輩、岡田。
前に付いて行けて良かった。九州３番手。
調子は心配ないですね。ラインの荒井さん。
伊藤さんとの相性ですね。自力・自在。
９番手はきつかった。井上に任せます。

＜展開予想＞
←【１】９６【４】７２【８】５【３】
＜穴を探る＞（荒井）の捲りで（小林）の単。７－２ ７－４
２車単 ９＝１ ９＝３ ９－７
３連単 ９＝１－３７

■■５Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分）
＜展望＞『元気一杯「市本」が単騎でも勝つ』
予選の③（市本）はベテランらしい読みで最終的には地元井上将志の番手を奪っての勝利、
こゝは⑤（岡崎）に決めた⑦（榊原）の後は潔しとせず、再び単騎を選んだのは、そっちの方が
勝てると読んでのものなら、自力を使っての再勝。対抗は逃げる⑧（小岩）を使える久留米の②
（中園）。初日はハコ３してしまった⑨（小菅）は差脚切れるレーサーなので、任せる①（小
林）が動いてくれたら３連対は外さない実力者。立ち直ってる（岡崎）のパワーは、逃げに成っ
ても捲りに成っても狙える。
＜出場予定選手コメント＞
×１小林申太
○２中園和剛
◎３市本隆司
４柴田 健
特５岡崎景介
６城戸崎隆史
７榊原 洋
８小岩哲也
▲９小菅 誠

矢口のペースにはまりましたね。自力です。
８番手に成ってはダメでしょう。小岩の番手。
切り替えが成功しました。単騎で連勝。
準決に乗れて良かった。後輩、小菅。
３人と思ったら２人だったんですね。自力。
井上との連結を外したのが。九州３番手。
守谷の頑張りですよ。初めての岡崎。
パーフェクトのレースでした。自力。
ハコ３とは恥ずかしい。初めての小林君。

＜展開予想＞
←【８】２６【１】９４【３】
【５】７
＜穴を探る＞（小林）を利す（小菅）の単。９－１ ９－４
２車単 ３＝２ ３＝９ ３－１
３連単 ３－２＝１９

■■６Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分）
＜展望＞『快調「矢口」に油断は無い』
これだけのバック数を誇ってるのも頷ける内容で初日特選を逃げ切った①（矢口）、このパワ
ーは本物で早くＳ級に返り咲いて、大旋風を巻き起こして欲しいと願ってるのは南関東の追い込
み選手か、こゝは⑨（坂本毅）④（坂本昌）の北日本を従えて絶大なる人気に応えてくれる。番
手に成った（坂本毅）は、
（矢口）が展開のアヤで捲りに成った時に離れるのだけが不安。その
時は中団はキープしてる⑤（守谷）②（高橋）の岡山コンビが、（矢口）を追い掛ける事に成り
そう。
＜出場予定選手コメント＞
◎１矢口大樹
△２高橋清太郎
３小出慎也
注４坂本昌宏
×５守谷陽介
６小塚 潤
７宮本佳樹
８徳吉広紀
○９坂本 毅

逃げ切れたので調子は大丈夫。自力。
③番に入られるとは甘い。守谷先輩。
悪いのでセッティングを修正しての自力。
荒井君が強かった。毅さんの後。
玉野の前に練習した成果。自力です。
黒川が強かった。こゝは小出です。
岡田が強かった。ラインの岡山です。
小岩が強かった。こゝは中近の後。
矢口は凄いですよ。番手とは嬉しい。

＜展開予想＞
←【１】９４【５】２７【３】６８
＜穴を探る＞（矢口）の脱落は考えられない。
２車単 １＝９ １－２ １－５
３連単 １－９－２４５

■■７Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時０５分）
（電投締切１８時０２分）
＜展望＞『Ｓ級が合ってる「八尋」が頑張る』
弟子の原口昌平（１０７期）と一緒に練習してたら力が付いた⑦（八尋）
、Ｓ級は２度目だけ
ど今期は早くも２勝と絶好調、自力は卒業してるが捲りは残してるので、福岡の大先輩②（紫
原）に任されたならば捲りを出すのでは。（紫原）は前回久留米の調子は維持してるなら、逆転
の方が狙いか。落車後だけど力ある⑤（嶋津）は、先輩①（野村）に任された事で逃げに徹し切
る。③（富）⑧（坂田）の瀬戸内コンビは、もつれた時は展開不問で狙ってみたい。⑥（高橋）
は捲りに威力あるレーサー。
＜出場予定選手コメント＞
１野村純宏
○２紫原政文
×３富 弥昭
４米原大輔
▲５嶋津拓弥
６高橋泰裕
◎７八尋英輔
注８坂田 章
９木村貴宏

片寄の気持は貰った。後輩嶋津です。
賢人との呼吸が合わなかった。八尋の番手。
竹村を止め切れず悔しい。先手ライン。
９着しなかっただけでも良しとします。地元。
後競りは誤算でした。先行します。
引けずに粘ったが、負けては。自力です。
（紫原に任された以上は自力か）
３番手で内を締めてた。決めず。
前に任せてたので。初の高橋。

＜展開予想＞
←【５】１ ３ ８ 【７】２４【６】９
＜穴を探る＞（嶋津）のパワー。５－１ ５－３
２車単 ７＝２ ７＝５ ７－３
３連単 ７＝２－４５

■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時３３分）（電投締切１８時３０分）
＜展望＞『ツキが無い「川口」
、パワーの勝利』
予選の②（川口）は⑧（片寄）の逃げをホームから一気に叩き切った時は、ゴール迄持つもの
と思ったのによもや今野大輔に捲られるとは、それでも５着に粘ったので準決は大丈夫と思って
たら、１０３点を越えてるのによもやの一般戦とは、どうやら運は防府の優勝で使い果たしたか
も知れないが、性格上気落はゼロなので、こゝはウップン晴らしの自力でブッ千切る。マークす
る⑥（河村）では厳しいので、③（柿澤）に任せた⑨（内田）が実力で対抗。尚補充の①（樫
山）は、先輩④（高田）が⑦（久島）に行くなら、多分一人でやるのでは。
＜出場予定選手コメント＞
△１樫山恭柄
◎２川口公太朗
注３柿澤大貴
４高田真幸
５佐藤雅彦
６河村章憲
×７久島尚樹
８片寄雄己
○９内田英介

（自分でやると思われるが顔見せ参考に）
。
悔しいですね。こゝは勝利する自在です。
粘っても力負けですね。自力。
樫山が居るが、久島に行きたい。
このメンバーなら決めず単騎。
中近ラインで川口に任せます。
俊一さんに任せてたので。こゝは自力。
逃げて戻す事にしてるので、こゝも。
高橋は頑張りましたよ。柿澤の番手。

＜展開予想＞
←【３】９ ５【２】６【７】４【１】
【８】
＜穴を探る＞（川口）から薄目。２－５ ２－４
２車単 ２－９ ２－１ ２－７
３連単 ２－９＝１７

■■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＞『小倉男に成った「鈴木庸」で大丈夫』
インフルエンザ明けも何のそのは③（鈴木庸）、初日特選で松岡貴久に叩かせず稲垣裕之の捲
りを自ら３度も４度も当って止めた脚力に闘志は競輪祭でダイヤモンドレースに乗った時以上か
も、こゝは⑦（岡）⑤（河野）に任された以上はの自力で人気に応える。デビューしてまだ６９
勝しかしてない（岡）、その内の３勝はＳ級で（鈴木）を抜いたものならば、付いては行けるか。
予選とは言え大楽勝だった⑨（不破）は度胸そしてパワーと（鈴木）に遜色無いのは楽しみ。後
は落車する度びに強く成る不思議なレーサー②（三谷）。④（小川）に⑧（佐藤）も一度は見せ
場を作る。
＜出場予定選手コメント＞
１石毛克幸
注２三谷政史
◎３鈴木庸之
４小川賢人
×５河野通孝
６上吹越俊一
○７岡 光良
８佐藤一伸
▲９不破将登

まさか粘られるとは。こゝは佐藤に任せる。
前を追い掛けたし、調子は大丈夫。不破の番手。
調子は大丈夫。自力です。
練習の成果は出せた。２車でも自力。
柿澤を見切るのが遅れた。岡さんの後です。
ホームで行けたのに、久島に悪かった。賢人（小川）
。
前に任せてたので。体は大丈夫。鈴木庸です。
今野が捲ると思ってましたよ。自力です。
展開が向きました。決勝に乗る自力。

＜展開予想＞
←【３】７５【９】２【８】１【４】６
＜穴を探る＞（不破）のパワー。９－２
２車単 ３＝７ ３＝９ ３－５
３連単 ３－７＝５９

■■１０Ｒ■■出走表（本命率５０％）
（発走時間１９時４０分）
（電投締切１９時３７分）
＜展望＞『常に全力勝負はスター「稲垣」』
初日特選の⑨（稲垣）は絶好のタイミングで捲りに行ったものゝ、鈴木庸之の激しいブロック
を何度も喰らい、それで止まってしまったが、あきらめないで仕掛けていたのはそれだけの調子
だったのかも、こゝは特選を制した②（笠松）に又も任されたなら、納得の自力で人気に応える。
力あってもそれを出したがらない①（池田）は、奈良記念から波に乗ってる④（今野）を利す事
での決勝進出。好調⑦（國村）迄のラインは強力過ぎる。③（伊勢崎）に任された⑤（竹村）は
先行型では無いので、やってる事は捲りか捌き。
＜出場予定選手コメント＞
▲１池田憲昭
○２笠松信幸
３伊勢崎彰大
×４今野大輔
５竹村勇祐
６加藤寛治
注７國村 洋
８川口直人
◎９稲垣裕之

前に任せた結果なので。今野は２度目。
前２人のお蔭ですよ。稲垣さん。
小埜様々ですね。初めての竹村です。
國村さんの指示通り走りました。自力です。
才迫は点数以上ですね。自力・自在。
不破に感謝ですよ。中近３番手。
今野が強くて助かった。四国の後。
小埜の頑張りで恵まれた。再度、伊勢崎。
病み上がりにしてはやれた。自力です。

＜展開予想＞
←【４】１７【９】２６【５】３８
＜穴を探る＞ 瀬戸内で独占。１－７ １－４
２車単 ９＝２ ９＝１ ９－４
３連単 ９＝２－１ １－４＝７９

■■１１Ｒ■■出走表（本命率６０％）
（発走時間２０時２０分）
（電投締切２０時１７分）
＜展望＞『自信ありの「松岡」は信頼出来る』
初日特選の⑨（松岡）は、鈴木庸之の逃げを叩きに行ったが行けず、中団に降りたら三谷政史
にブッ飛ばされての大敗は気に成る処だけど、本人が「悪くない、やれそう」と言うなら信じる
しかない実力でありハイパワー。後は失格してるので上げて行くしかない同期の①（小岩）。病
み上がりの②（稲村）は初日の出来では不安だけど、前に成った⑤（小埜）は体もでかいが何時
も元気にハッスルプレーのプロ中のプロなので。ベテラン③（三宅）は初日は強かった⑥（才
迫）に逃げて貰う事での決勝進出。
＜出場予定選手コメント＞
○１小岩大介
×２稲村成浩
注３三宅 伸
４坂上忠克
△５小埜正義
６才迫 開
７藤田勝也
８兵藤一也
◎９松岡貴久

川口が行った時は決まったと思った。貴久。
鈴木庸は頑張ってくれました。小埜君です。
前に任せてたので。強い開に任せる。
不破が本当に強かった。藤田に任せる。
長い距離を踏めたし、悪くない。自力です。
良く成ってるでしょう。２車でも自力。
才迫が強かったですね。自力。
読みが的中した。稲村さんの後です。
結果はダメだったが、悪くない。自分でやる。

＜展開予想＞
←【６】３【９】１【５】２８【７】４
＜穴を探る＞（小埜）本来の機動力。５－２ ５－９
２車単 ９－１ ９－５ ９－２
３連単 ９－１＝２５

