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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率２５％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『やる気に成った「橋本」は狙える』 
 従兄弟に山口幸二・富生が居り、環境は抜群なのに、Ｓ級で活躍する事は叶わなかった⑧（橋
本）だが、息子が１１７期に合格した事もありもう一度頑張ってみように成ったのが３前回こゝ
小倉の動き、２日目も捲りに行った元気で今度こそ決めているか。②（高野）と⑤（柴田）の愛
知コンビは各々に単騎だけど、流れでは連携してる事も。本格的先行レーサー④（坂本）に行け
る⑦（黒田）と⑥（本間）の関東コンビは、世間の一番人気かも。力あるのにそれを出し惜しみ
してしまう①（藤原）に欲しいのは攻める勇気。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１藤原亮太  思い切りですね。反省しての自力です。 
○２高野輝彰  善利は行けないと判断したのが。決めず。 
 ３佐々木浩三 内に詰まってしまったのが。瀬戸内の後。 
×４坂本敏也  まさかの展開でした。自力。 
 ５柴田昌樹  他人任せにしたのが。決めず。 
 ６本間慎吾  北を選んだ結果なので。東で３番手。 
▲７黒田 充  後輩に任せての事なので。こゝは坂本君。 
◎８橋本大祐  見せ場は作ったので。決めず。 
 ９清水邦章  内に行くのが遅れた。藤原に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】７６【８】 ２ ５【１】９３ 
 
＜穴を探る＞（黒田）が恵まれる。７－６ ７－４ 
 
２車単 ８＝２ ８＝７ ８－４ 
３連単 ８－２＝１７ ７－６＝４ 
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■■２Ｒ■■出走表（本命率３０％）（発走時間１５時５９分）（電投締切１５時５６分） 
 
＜展望＞『ライン長い南関東が人気集める』 
 以前は自力で活躍してた①（藤原）は現在は目立たない追い込みレーサーに成ってしまったの
が２日目のハコ３、これは屈辱でしかないが、調子悪いのは否めないがこゝは自在の⑨（長崎）
がそれなりのレースをしてくれる条件で。２日目同様先輩⑧（市川）が３番手。小倉は好走して
るイメージしかない②（徳吉）は、後を固める先輩⑥（高松）は大スランプなら、気にせず自力
を出せば後を引き離してる事も。④（本田）に任された⑤（日浅）は「不動会」のメンバーなの
で、捲りを出せば。若い③（村上）も捲り狙い。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１藤原清隆  落車の影響か済みません。長崎に任せる。 
▲２徳吉正治  高松さんに任された以上は自力。 
 ３村上貴彦  ④番にやられましたね。自力です。 
 ４本田 博  力不足としか言えない。日浅に任せる。 
×５日浅保幸  藤原亮に任せての事なので。自分でやる。 
 ６高松直満  今回はダメかも知れない。後輩徳吉。 
 ７太田貴之  こゝは東ラインで村上の番手。 
注８市川博章  ギヤを換えて良く成った。南関東３番手。 
○９長崎達也  体調が今イチだが、任されたので自在。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】６【５】４【９】１８【３】７ 
 
＜穴を探る＞（徳吉）のパワー。２－５ ２－９ 
 
２車単 １＝９ １＝２ １－５ 
３連単 １＝９－２８ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時２４分）（電投締切１６時２１分） 
 
＜展望＞『若い「小林令」に期待したが波乱』 
 １０９期の新人だけど先行・捲りの自力では通用しない事を早々に悟り、追い込みに決めた事
で前期はＳ級を経験した①（小林）、立派に通用してたのに落車もあって後半は厳しかったがも
う大丈夫が前２場所の優出、こゝは同支部⑧（荒井）に任せて、今度こそはの心意気。後は特選
２着の実力者⑨（坂本）、差脚はシャープなので逆転は互角。初日そして準決と好調さをアピー
ルしてる⑤（市本）は、やる気に成ってる②（守谷）に任せての単進出。立ち直り途上の③（岡
崎）は、逃げる事に迷いは無いラインの後輩⑦（藤井）に任せる事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１小林 令  ⑧番を早目に斬るべきでした。再度荒井さん。 
特２守谷陽介  大きな音がして捲り切れなかった。自力です。 
 ３岡崎景介  調子は大丈夫。初めての藤井です。 
 ４善利裕生  今日は頑張りました。決めず単騎。 
▲５市本隆司  逃げるのは小岩と思ったのが。守谷の番手。 
 ６川上修平  もつれた処を捲る積りでした。中国の後。 
 ７藤井準也  逃げ切れて嬉しい。僕は自力です。 
×８荒井春樹  つい上ってしまったのは反省。自力です。 
○９坂本 毅  矢口に引くなと言った指示ミス。小林の後。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３【４】【８】１９【２】５６ 
 
＜穴を探る＞（市本）は、５＝２ ５－３ 
 
２車単 １＝９ １＝５ １－８ 
３連単 １－９＝５８ 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時４９分）（電投締切１６時４６分） 
 
＜展望＞『再度「小岩」に成った「中園」が勝利する』 
 準決勝の①（中園）は、こゝの⑨（小岩）なら必ず行ってくれると信じて付いたのに、結果は
何度もバック踏まされただけの悔しい敗戦、再び任せる事に成った以上は今度こそはの強い意思。
任された（小岩）は責任感じてたので早目でも逃げているのでは。⑤（徳吉）迄が九州ライン。
準決はガッカリだった巨漢⑦（黒川）は仕掛けさえすればのハイパワー。２日目の逃げ切りは見
事だった⑥（伊藤）は調子に乗り易いタイプなので。後は④（渡邊）③（坂本）で固めるライン
は侮れない。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１中園和剛  小岩に任せての事なので。再度任せます。 
 ２木本賢二  あれで抜けないとは力不足。黒川です。 
 ３坂本昌宏  前に任せての事なので。南関東の後。 
 ４渡邊一洋  後輩小林が強かった。伊藤に任せる。 
×５徳吉広紀  ペダルが入り、車輪が壊れた。後輩中園。 
注６伊藤 翼  やっと逃げる事が出来ました。自力。 
▲７黒川茂高  鐘で行く勇気に欠けた。自力です。 
 ８小塚 潤  このメンバーなら近畿の３番手です。 
○９小岩哲也  出渋った自分が一番悪い。反省の自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１５【６】４３【７】２８ 
 
＜穴を探る＞（黒川）のパワー。７－２ ７－８ 
 
２車単 １＝９ １＝７ １－５ 
３連単 １－９＝５７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１７時１７分）（電投締切１７時１４分） 
 
＜展望＞『特選シードの関東コンビが優勢』 
 スピードスケートでオリンピックを経験してる⑨（小林申）、長距離走を主に、オランダでは
「スケートマラソン」で頑張ったスポーツマン、まだ自転車競技を自分の物にしてないが、努力
すれば無限の可能性があり、こゝは自力で人気に応えるか。連携するのは来期そして今期もＳ級
点をクリヤーしてる①（内藤）、捲り兼備の実力者なので。④（外崎）迄が本線。先行とコメン
トしてる②（小出）に、マーカー⑦（仙石）の近畿コンビ、⑥（小林寛）⑤（柴田）の南関コン
ビも見せ場は作るが、こゝで狙いたいのは初日の調子と信じて⑧（岡田）の単。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１内藤高裕  申太（小林）さんの番手で頑張ります。 
注２小出慎也  力不足なので練習します。先行。 
 ３宇根秀俊  岡田が内に詰まったのが。再度任せます。 
×４外崎一成  番手迄行きたかったんですよ。関東の３番手。 
 ５柴田 健  つい上ったミス、そこを掬われた。小林寛です。 
 ６小林寛弥  ペースで逃げました。２車でも自力。 
 ７仙石 淳  内から来られて脚使った。小出の番手。 
▲８岡田啓渡  外をどかす技術不足、勉強ですね。自力・自在。 
○９小林申太  小岩を待ったのに逃がされた。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７【９】１４【８】３【６】５ 
 
＜穴を探る＞ 愛媛コンビを。 ９＝３ 
 
２車単 １＝９ １＝８ １－４ 
３連単 １－９＝４８ 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分） 
 
＜展望＞『地元「八尋」３勝目のチャンス』 
 ２日目の⑤（八尋）は急な補充にも関わらず福岡の御大将、紫原政文に任された事でこゝの②
（富）が捲った上を強引に捲り切ったのは地元で走る気合だったのかも、こゝは「自力」とコメ
ントしてる①（久島）に任せる事で。（久島）は前回の奈良記念から乗りまくってるのは楽しみ。
力あるのは自力型の③（佐藤一）、２日間走った事でやる気に成ったのであれば⑨（佐藤雅）を
連れて逃げてる事も。自力が復活してる（富）は頭から狙ってみたい魅力のベテラン。⑦（内
田）は④（高橋）をリードする事で。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１久島尚樹  自力を出すと言ってやれたので。地元の前で自力。 
×２富 弥昭  捲りに行っただけでも良く成ってる。前々。 
▲３佐藤一伸  弱い者同士でやり合ってもね。自力です。 
 ４高橋泰裕  僕の一番苦が手な展開に成った。自力。 
◎５八尋英輔  本命にしてあったので頑張った。久島の番手。 
 ６加藤寛治  展開は良かったのに、脚ですね。単騎。 
注７内田英介  柿澤に任せての事なので。高橋に任せる。 
 ８高田真幸  急に手が腫れて痛くて。八尋に任せます。 
 ９佐藤雅彦  片寄さんを追い掛けた結果。一伸（佐藤）。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】９【２】【６】【１】５８【４】７ 
 
＜穴を探る＞（佐藤一）の底力。 ３－９ ３－２ 
 
２車単 ５＝１ ５＝３ ５－２ 
３連単 ５－１＝２３ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１８時１４分）（電投締切１８時１１分） 
 
＜展望＞『特選シードの「稲村」、走る以上は』 
 別府全日本選抜を補充で走った後に風邪を貰ったみたいで、それが少なからず原因してる③
（稲村）、初日特選は鈴木庸之の番手で仕事してやれず、準決は９着するとは、これ迄の事を考
えたら信じられないが走る以上は大丈夫と決めてかゝる事に。前で頑張るのは「自在」でなく
「自力」とコメントしてるラインの⑨（柿澤）。⑤（木村）迄が関東ライン。一頃の調子ではな
い①（嶋津）は、先輩②（野村）だけでなく⑥（片寄）迄ならば逃げて押し切る事に全力。地元
⑦（樫山）は、④（米原）に任された事で捲りか。大穴男⑧（坂田）も連圏内。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１嶋津拓弥  脚そのものが落ちてるんでしょうね。自力。 
 ２野村純宏  もう１車居たら良かったのに。再度嶋津。 
◎３稲村成浩  小埜君は頑張りましたよ。ラインの柿澤君。 
 ４米原大輔  前に離れてる様では。樫山に任せる。 
×５木村貴宏  高橋に任せての事なので。上信の後です。 
 ６片寄雄己  逃げて戻そうと思ってるけど、こゝは神奈川の後。 
注７樫山恭柄  久ちゃんは頑張ってくれましたよ。自力。 
 ８坂田 章  富さんが仕掛けてくれたからです。決めず。 
○９柿澤大貴  悪くはないと思いますよ。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】２６【７】４ ８【９】３５ 
 
＜穴を探る＞（嶋津）のパワー。 １－２ １－７ 
 
２車単 ３－９ ３＝１ ３－５ 
３連単 ３－９＝１５ 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１８時４７分）（電投締切１８時４４分） 
 
＜展望＞『自力の「川口公」には特選先勝「笠松」』 
 初日予選はホーム前から一気にスパートした③（川口）、タイムは申し分なかったのに、今野
大輔から１１秒０のハロンで捲られての５着にガックリしてたが、２日目の勝利で調子の良さを
再確認した事で、こゝは格上⑨（笠松）を連れて捲りを決めているか。特選の１着で気を良くし
てた（笠松）、準決も悪くなかったそうで、（川口）の好きにさせての逆転首位。中国トリオは先
行レーサー⑧（才迫）には、②（三宅）⑤（國村）で結束しての上位独占に全力。東勢は⑦（竹
村）の捲りに期待したのは、好気合①（河野）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１河野通孝  余裕あったけど、コースが無かった。竹村君。 
▲２三宅 伸  前がどうのでなく、自分の問題。再度、開。 
○３川口公太朗 河村さんと決まり良かった。自力です。 
 ４兵藤一也  どうしようもなかったですね。河野の後。 
注５國村 洋  ３着内に入れないでは力不足。３番手。 
 ６河村章憲  付いて行ったでしょう（笑）。中部の後。 
 ７竹村勇祐  内でなく外でしたね。自力・自在。 
 ８才迫 開  何時もと違うレースをしてみた。自力です。 
◎９笠松信幸  僕が仕事をしてたのに残念。公太朗。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】２５【７】１４【３】９６ 
 
＜穴を探る＞（三宅）は。 ２－５ ２－８ 
 
２車単 ９＝３ ９＝２ ９－１ 
３連単 ９＝３－１２ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１９時２０分）（電投締切１９時１７分） 
 
＜展望＞『無念の「稲垣」がキッチリ決める』 
 準決勝の①（稲垣）は、面倒とばかり鐘前から一気に仕掛けての先行策、結果は売り出し中の
新鋭今野大輔に捲られはしたが、自ら３度も４度も当っていたのは実力であり格上の意地だった
のかも、こゝは捲りでなく逃げて押し切る事に全力を投じる。「傷だらけの人生」を地で行くフ
ァイター⑤（三谷）が番手で、復調③（坂上）が固める中近で決まりそうなレース。千葉は何時
も元気な⑦（小埜）が先輩②（石毛）⑨（伊勢崎）を従えての自力で（稲垣）に抵抗する。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１稲垣裕之  全てに力不足です。人気に応える自力。 
注２石毛克幸  悪くはないですよ。話をして小埜。 
△３坂上忠克  このメンバーなら近畿の３番手です。 
 ４紫原政文  八尋の頑張りで今年初勝利。賢人。 
○５三谷政史  稲垣さんにしっかり付いて行きます。 
 ６上吹越俊一 九州ラインを大事に久留米の後。 
×７小埜正義  藤田は出してくれると思ったのが。自力。 
 ８小川賢人  後２人なら、先行ありの自力戦。 
 ９伊勢崎彰大 千葉で折り合い、点数順で３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】５３【７】２９【８】４６ 
 
＜穴を探る＞（稲垣）から筋違い。 １－２ １－９ 
 
２車単 １－５ １－３ １－７ 
３連単 １－５－３７ 
 
 



 
■■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＞『快調「矢口」の優勝は動かない』 
 初日特選の逃げ切りも凄かった①（矢口）、準決はそれ以上で、後の坂本毅に引くなと言われ
それで大苦戦したが、落車させられる様なブロックを３度も４度も貰ったのに、怯む事なく最後
迄踏み切っての２着は人気の責任感であり現在の実力、こゝは自在の②（井上）との２分戦なら
全力で闘う限り逃げ切りＶは不動視される。番手はラインの⑨（小菅）、誰かに粘られても守れ
る実力者。この後を選んだのは、準決で（矢口）を何度も持って行った好調⑦（高橋）。九州は
自在の（井上）を先頭に、⑧（城戸崎）⑤（坂本）⑥（宮路）で並ぶ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１矢口大樹  苦しい展開を凌いだので大丈夫。自力。 
×２井上将志  宮路さんに抜かれたのが(笑)。自力です。 
 ３榊原 洋  岡崎の頑張りです。清太郎の後から。 
 ４宮本佳樹  前に付いて行っただけ。決めず。 
注５坂本晃輝  井上が全部やってくれた。地元の後。 
 ６宮路智裕  失格のマイナスを挽回するのに必死。４番手。 
△７高橋清太郎 守谷先輩のお蔭です。南関の３番手。 
 ８城戸崎隆史 一か八かでした(笑)。同県の井上です。 
○９小菅 誠  初日の事があったので踏ませて貰った。矢口。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７３ ４ 【２】８５６ 
 
＜穴を探る＞（矢口）の優勝で仕方ない。 
 
２車単 １－９ １－７ １－２ 
３連単 １－９－７ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分） 
 
＜展望＞『大乱戦を制すのは「松岡貴」の執念』 
 初日特選のウサを晴らすかの様に準決勝は捲りで千切った①（松岡）、これで吹っ切れはした
が、決勝戦は一筋縄ではいかないメンバーが揃い、どんな展開に成るかは難しいが、そこは自分
を信じて捌くか捲りを決めて、優勝して欲しいもの。後は同期の④（小岩）。小倉バンクを手の
内に入れてる⑨（鈴木）は、競輪祭の勢いそのまゝにパワー全開でＶ奪取。後は好相性の③
（岡）。絶好調の⑧（今野）を使える⑦（池田）は優勝するためならシビアに攻めるか。順調に
勝ち上った②（不破）のハイパワーに、単騎を選んだ⑤（藤田）迄伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１松岡貴久  今日は１着を狙いました。優勝する運行です。 
×２不破将登  鈴木さんを合わせたし、調子は大丈夫。単騎。 
 ３岡 光良  これがノブ(鈴木)との相性でしょう。再度。 
注４小岩大介  離れ乍らも貴久に付いて行けて良かった。再度。 
 ５藤田勝也  逃げてこゝ迄やれたのは自信。僕も単騎。 
 ６川口直人  外でなく内へ行って正解した。関東の後。 
▲７池田憲昭  今野は強く成ってますね。勿論任せる。 
 ８今野大輔  まぐれですよ(笑)。チャレンジャー精神で自力。 
○９鈴木庸之  合わされたけど行けたので。優勝する自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】７【１】４【９】３６【２】【５】 
 
＜穴を探る＞（鈴木）パワーの優勝。９－３ 
 
２車単 １＝９ １＝７ ９－７  
３連単 １－９＝７ 


