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≪展望＆出場予定選手コメント≫ 
 
■■１Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『絶好調「野崎」に油断は無い』  
 競輪が好きで玉野競輪に通ってた⑨（野崎）、車券を買うより買って貰う側に成りたいで、支
部長（内藤敦）に弟子入りした変わり者だけど、高校の時に野球をやってた運動神経で１０９期
に合格、こゝに来てＳ級に上がってやろうの気持に成ったのが今期の成績にやる気、小倉バンク
は得意であれば逃げても捲っても首位は動きそうにない。後は大先輩①（小林健）、付いて行っ
て欲しい。今回は弟子の山崎賢人（１１Ｒ）と一緒の②（山口）は、⑧（田中）を連れての自力
戦。尚５６歳の⑤（小林覚）は応援したい超真面目レーサー。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１小林 健  初の後輩野崎に付いて行く事に集中します。 
△２山口幸太郎 自力に戻してＳ級復帰を目指します。 
 ３伊藤彰規  小倉は１月に走り悪かったので、リベンジの自力。 
 ４藪 謙治  川口が自在にやるならば任せる事に。 
×５小林 覚  還暦迄はこの位置で頑張る。彰規（伊藤）。 
 ６須藤雄太  ライン大事に神奈川の３番手です。 
注７川口聖翔  練習してるから調子は大丈夫。自力・自在。 
 ８田中孝法  何をやろうと山口さんに任せます。 
◎９野崎将史  練習はバッチリ。先輩と決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５６【９】１【２】８【７】４ 
 
＜穴を探る＞（野崎）の首位で仕方ないレース。 
 
２車単 ９－１ ９－２ ９－５ 
３連単 ９－１－２５７ 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１日 

 



 
■■２Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１５時５８分）（電投締切１５時５５分） 
 
＜展望＞『今期優勝２度の「川上」が主役』 
 メンバー次第では何でもこなす①（川上）、雄大な体を利した自力に捌きは迫力満点、今期は
京王閣・防府の優勝でＳ級点に可能性を残して居り、こゝは⑨（長井）だけでなく⑦（長岡）に
迄任されたなら、小細工は弄せぬ自力で勝ち上がる。番手の（長井）はホームバンクこそ違って
も、東京同士であれば決めるしかないのでは。こゝに来てやっと素質開花して来た⑤（谷本）の
逃げが東京コンビの大敵、②（山田）が離れずに援護してくれたら（川上）を制しての押し切り
は互角以上。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１川上真吾  調子は大丈夫。総力戦で頑張る。 
×２山田祥明  大垣で連携したばかりの谷本です。 
注３茅野寛史  １着取れてるから調子良い。自力です。 
 ４田原大広  藤原に任されたならば自力・自在。 
△５谷本奨輝  小倉はミッドを走ったばかり。先行基本。 
 ６藤原義晴  北日本ラインで田原さんの番手です。 
 ７長岡 豪  関東ラインで東京の３番手。 
 ８大窪輝之  茅野とは連携あります。 
○９長井優斗  真吾（川上）さんに任せます。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】２【１】９７【３】８【４】６ 
 
＜穴を探る＞（谷本）のパワー。５－２ ５－１ 
 
２車単 １－９ １－５ １－２ 
３連単 １－９－５７ 
 
 
 
■■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＞『先行レーサー３車の先陣争い』 
 冬期間は同期渡邉雄太（静岡）の誘いもあり、富士の裾野を練習地にしてる渡邉晴智グループ
に移動してみっちり乗り込んでる⑨（磯島）、練習の力を半分も出せてないとの事だが、Ｓ級そ
れも上位に通用するパワーで逃げと捲りを使い分ける。連携するのは静岡同士とも言える実力者
①（栗田）。博多の高校で野球をしてた②（田頭）、競輪選手を志して京都に行き、四宮哲郎（７
１期）に弟子入りしての頑張り、ならば小倉は地元も同然で逃げた時は先輩⑦（南）が恵まれる
事に。九州トリオも見せ場は必ず作る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１栗田雄矢  静岡で練習してる磯島に任せます。 
×２田頭寛之  福岡生まれなので地元も同然。自力。 
注３朝秀 忠  このメンバーなら東で３番手固める。 
 ４永田隼一  前回を休んで練習した。自力です。 
 ５山田圭二  中近ラインで京都の３番手。 
 ６原 清孝  倉岡さんに許して貰ったので初の隼一。 
△７南 大輔  後輩田頭との相性は良いですよ。 
 ８倉岡慎太郎 ２人には世話に成るので３番手。 
◎９磯島康祐  小倉は大晦日に走って以来。自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７５【９】１３【４】６８ 
 
＜穴を探る＞ 京都コンビ。７＝２ 
 
２車単 ９＝１ ９－７ ９－２ 
３連単 ９＝１－２３７ 
 
 



 
■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『気合入れた「瓜生」別格のパワー』 
 九州学院自転車部時代は数多くの大会で凄い活躍をした⑨（瓜生）、師匠の合志正臣（８１
期）に厳しく鍛えられて居り、それが来期初のＳ級、今期はスタートダッシュに失敗したが、前
回の大垣が良かったので、こゝから本格的にＳ級を狙うとの事ならば予選で取りこぼす事は許さ
れない。番手に選ばれたのは久留米の①（八尋）、千切れないと信じて。捲り兼備の⑤（三好）
は③（石山）④（三谷）に任されたなら、逃げありの自在戦か。前々に攻める事にしてる⑦（肥
後）も、②（池上）が後であれば自在に暴れる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１八尋翔平  瓜生に離れない様、全力で頑張る。 
×２池上孝之  肥後が何をやろうと任せる。 
 ３石山直哉  四国ラインで三好の番手です。 
 ４三谷幸宏  空いてる四国の３番手に行く。 
▲５三好陽一  石山さんに任されたので自力です。 
 ６宮崎裕也  こゝは九州の３番手主張します。 
注７肥後公允  調子は良いですよ。前々・自力・自在。 
 ８高橋慶幸  三谷さんとは別々に、決めず。 
◎９瓜生崇智  小倉は好きで得意バンク。人気に応えます。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１６【５】３４【７】２ ８ 
 
＜穴を探る＞（三好）が伸び切る。５－９ 
 
２車単 ９－１ ９－５ ９－２ 
３連単 ９－１－２５７ 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『熊本の期待星「嘉永」が逃げる』 
 九州学院自転車部のエリートは①（嘉永）、今回は師匠の倉岡慎太郎（５９期）と一緒であれ
ば何時も以上に頑張りたいし、圧倒的パワーで特別昇班を決めての第一戦であれば逃げて押し切
るしかない。番手に選ばれたのは沖縄支部長として頑張ってる⑨（仲松）、付いては行けるし、
（嘉永）の駆け方次第ではチョイ差はあるかも。前回の別府は正直言って期待外れだった⑦（新
井）は、②（野間）⑤（二木）に任された事で前々に攻める条件で。尚小倉は好走してるイメー
ジの④（高山）も一度は動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１嘉永泰斗  小倉は昨年９月のチャレンジで走った。自力。 
×２野間 司  ２度の失格は痛い。新井に任せます。 
 ３中村光吉  ラインの伊藤が自力と言ってる以上は。 
注４高山雄丞  小倉は１月に走ったばかり。自力です。 
 ５二木茂則  関東ラインを大事に３番手。 
 ６沖 健一  成績程は悪くない。高山の番手です。 
△７新井僚太郎 前回の別府よりは頑張りたい。自力・自在。 
 ８伊藤嘉浩  中村さんに任されたので自力。 
○９仲松勝太  初めての嘉永と決めます。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９【４】６【７】２５【８】３ 
 
＜穴を探る＞ 新人（嘉永）は多分負けない。 
 
２車単 １－９ １－７ １－２ 
３連単 １－９－２７ 
 
 



 
■■６Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『コマ切れの大乱戦を制すのは東コンビ』 
 Ｓ級では目立たなかったが堅実にまとめていた⑤（武藤）、これは甥子の龍生（９８期）と切
磋琢磨してる努力の成果、今期は早くも２度の優勝でＳ級点キープして居り、こゝは東ラインで
静岡の大ホープ②（望月）に目標絞っての首位。静岡支部長黒田直記（７２期）の弟子（望月）
はやっと大器孵化した様で、そのパワーはＳ級それもトップクラスとの評判。地元戦は気合が違
う④（別所）は、前々に攻める⑧（西田）を目標に熟知バンクを突き抜けてる調子。③（木村）
に任せる⑦（高橋）も小倉は好走型の一人。近畿は⑨（小林）に⑥（野口）でタッグを組み、①
（谷田）は近畿３番手に決める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １谷田泰平  小倉は大好きですね。近畿の３番手です。 
○２望月一成  小倉は２回目。２車でも積極自力。 
 ３木村幸希  高橋さんに任された以上はの自力。 
▲４別所英幸  前回決勝に乗ったので間に合った。西田君。 
◎５武藤篤弘  今期は好スタートが切れた。初めての望月君。 
 ６野口正則  初の小林さんの番手に成りました。 
特７高橋清太郎 来期は初Ｓ級、今期も取ります。木村に任せる。 
×８西田将士  来期は僕も初Ｓ級。別所さんの前で自力。 
 ９小林史也  前回のＶは恵まれた。話して前で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】５【３】７【８】４【９】６１ 
 
＜穴を探る＞ 地元（別所）が狙い。４＝８ ４－７ 
 
２車単 ５＝２ ５＝４ ５－８ 
３連単 ５＝２－４７ ４＝８－５７ 
 
 
 
■■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＞『好調自力型の激突で波乱』 
 次の大垣ウィナーズカップは３年連続出場を決めてる⑦（片折）、これは昨年７月～１２月迄
の１着数で決めたもので、こゝに備えて練習してるのが前２場所の成績、小倉は悪いイメージは
無いし、佐世保予選でワン・ツー決めた①（稲村）にベテラン⑧（幸田）に迄任された以上はの
自力戦。初めてのＳ級は合ってたのか、いきなりから旋風を巻き起こしてる⑨（小川）は、③
（佐々木）⑤（大屋）に任されたなら捲りは考えず、先行で粘り抜く。そんな２人が流れの中で
叩き合った時に狙いたいのは④（古川）②（阿部）の同期コンビ。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１稲村好将  亮太とは佐世保でワン・ツー決めてます。 
注２阿部兼士  正に上ったのはラッキー。同期同級の古川。 
△３佐々木則幸 早く４００勝は決めたい。小川ジュニアの番手。 
 ４古川貴之  前回は３日間、先行出来た。自力です。 
 ５大屋健司  高知で合宿して来ました。四国の後。 
 ６吉良勝信  静岡記念でも任せた兼士（阿部）。 
◎７片折亮太  前回から空いたし、調子は大丈夫。自力です。 
 ８幸田光博  関東ラインを大事に３番手。 
×９小川丈太  小倉は３回目。自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１８【４】２６【９】３５ 
 
＜穴を探る＞（小川）のパワーが狙い。３＝９ 
 
２車単 ７－１ ７－３ ７－９ 
３連単 ７－１－３８９ 
 



 
■■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＞『小倉初見参はニュースター「野口」』 
 ハンマー投げの世界では第一人者室伏広治が居た事で仲々日本一に成れなかった③（野口）、
悲願の日本一を手土産に輪界入りを目指し、凄い努力をしたのが１１１期在校での成績でありデ
ビュー後の快進撃、初優勝は時間の問題か、小倉は初登場だけど脚質にマッチして居り、ハイパ
ワーでの独り旅も。番手に成った⑤（望月）は気力とテクニックで付いて行くしかない。それで
も離れた時は、（野口）に体力負けしない好調⑨（中村）の逃げ残りは互角以上に。こゝに来て
グングン調子上げてるベテラン④（石丸）は捲りで連突入。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １北川紋部  失格してるので早く上げたい。一将（中村）。 
 ２郡 英治  ラインの石丸に黙って任せます。 
◎３野口裕史  小倉は初めて。人気に応える自力です。 
×４石丸寛之  調子は良いですね。郡さんの前で自力。 
○５望月永悟  強い野口に離れない様頑張る。初連携。 
 ６山本恵介  北日本は一人ですね、単騎でやる。 
 ７三浦稔希  一将君には世話に成ってます。近畿。 
注８大西健士  南関東ででまとまり、３番手を固める。 
△９中村一将  野口に当てられたんですね。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５８【４】２【９】１７【６】 
 
＜穴を探る＞（野口）の首位で薄目。３－８ ３－１ 
 
２車単 ３－５ ３－９ ３－４ 
３連単 ３－５＝８ ３－９＝１４ 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１９時０６分）（電投締切１９時０３分） 
 
＜展望＞『自在「櫻井』が僅かにリード』 
 何でもやれるのは大きな武器である反面、中途半端なのは⑨（櫻井）、それが伸び悩んでる原
因か、先行で勝負するのか追い込みでやるか決めた暁は特別でも活躍可能な大物、こゝは②（吉
田）と④（金ヶ江）の自力型とやり合うより、捲りを出すか流れでは番手勝負。後は練習仲間の
③（渡部）。２００勝は大好きな小倉で決めたいで追加を受けた（吉田）は、⑦（岩本）⑤（笹
倉）を従えての逃げを考えてそう。その気に成れば捌きもやれる（金ヶ江）は、①（飯田）⑧
（松本）に任された以上は前々に攻める。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １飯田裕次  前回の欠場は大丈夫。初めての金ヶ江。 
▲２吉田茂生  小倉は走りたかったんですよ。自力。 
○３渡部幸訓  現在は宮城に住んでるので、正孝は仲間。 
×４金ヶ江勇気 Ｓ級はやり甲斐があります。自力。 
 ５笹倉慎也  小倉は１月に走り、好走したばかり。岩本さん。 
 ６齋藤和伸  このメンバーなら北日本の３番手。 
特７岩本和也  強い茂生（吉田）に任せます。 
 ８松本大地  飯田は地元なので、３番手固める。 
◎９櫻井正孝  小倉はＦＩ２度Ｖ。自力で頑張る。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】１８【９】３６【２】７５ 
 
＜穴を探る＞（吉田）のパワー。２＝７ 
 
２車単 ９＝３ ９＝２ ９－４ 
３連単 ９＝３－２４ 
 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１９時４０分）（電投締切１９時３７分） 
 
＜展望＞『魅力の塊「川口」の戦法は先行』 
 奈良記念を追加で走った⑦（川口）、それで静岡記念は疲れはモロだったが、現在は次の大垣
ウィーナーズに向けて練習してるとの事、②（坂本）との２分戦は調子を試すには絶好、逃げる
のか捲りかは展開次第。後は⑨（伊藤）③（渡邊）の愛知ベテランコンビが話し合いをして固め
るのは（川口）にはとてつもない追い風か。先行では末に難はあっても捲りの時は凄いパワーを
発揮する（坂本）だが、④（上野）⑥（會田）に任されたなら叩き合うしかないかも。その展開
を読んでるのは何かやりそうな徳島コンビ、先輩⑤（青井）は世話に成ってる①（三ツ石）の好
きにさせる度胸。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １三ツ石康洋 厳しいですね。青井さんの前でやる。 
特２坂本周作  聖二（川口）と２分戦ですね。先行主体の自力。 
×３渡邊 健  伊藤さんの前は廻れませんよ、３番手。 
 ４上野真吾  會田さんが良いなら、初の坂本君。 
△５青井賢治  三ツ石が何をやろうと後を固めます。 
 ６會田正一  ライン大事に上野の後です。 
◎７川口聖二  坂本さんが相手ですね。ウィナーズに繋がる自力。 
 ８峰重祐之介 単騎でやる事にしました。 
○９伊藤正樹  健（渡邊）が許してくれたので聖二（川口）。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】９３【１】５ ８【２】４６ 
 
＜穴を探る＞ 徳島コンビ。５＝１ 
 
２車単 ７－９ ７－５ ７－３ 
３連単 ７－９＝３５ 
 
 
 
■■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＞『「山崎」「井上」の長崎同門コンビが上位』 
 これがＦⅠのメンバーなのかとドッキリは全国の競輪ファン、走る選手は正直言って「どうし
て」の心境か、それでも走る以上は次の大一番（ウィナーズカップ）を忘れて全力で頑張る本物
のプロばかり。本命に抜擢したのは同門の後輩⑨（山崎）を得た稀代のスター②（井上）、大人
物なので（山崎）には何も注文出さず好きに走らせる。小倉バンクで育ったと言っても良い（山
崎）は、逃げに徹すのでは。１月の当地戦で優勝してる④（野原）に、単騎戦には慣れてる⑦
（野田）は共に頭から狙える機動力。ラインの長さを生かすのは小倉大好き③（近藤）を先頭に
⑤（岡村）⑧（加藤）でまとまる南関トリオ。北コンビも何かは考えてる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １大森慶一  前回の調子は良かった。阿部に任せる。 
◎２井上昌己  賢人と練習して来た。好きに走って貰います。 
特３近藤隆司  小倉は大好きなバンク。南関東の先頭で自力。 
▲４野原雅也  小倉は１月末に優勝してます。単騎自力。 
 ５岡村 潤  地元記念に備えた貯金は残ってる。隆司（近藤）。 
 ６阿部拓真  繰り上るとは運ですね。自力です。 
×７野田源一  記念連続優出は自信。単騎自在。 
 ８加藤圭一  特選に乗れて良かった。南関東３番手。 
○９山崎賢人  前回の欠場は大丈夫。先輩と決める自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】２【７】【４】【６】１【３】５８ 
 
＜穴を探る＞（近藤）のパワー。３＝５ 
 
２車単 ２＝９ ２＝４ ２－７ 
３連単 ２＝９－３４７ 


