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■■１Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間１５時３４分）（電投締切１５時３１分） 
 
＜展望＞『２日目に強い「原」を抜擢』 
 ミッドナイトの７車立に限りだけど最近だけで２日目の負け戦は３勝してる⑨（原）、体調さ
え万全ならこんな所に居る選手でないので、早く治して上で活躍して欲しいもの、こゝは同支部
の①（茅野）の番手で首位。先行・捲りに生き甲斐を感じてる（茅野）は元気一杯。３番手は５
００勝の大記録にマジック２の⑤（倉岡）、練習は弟子達とやってるなら抜け出しても不思議な
い。力あってもこの成績は何処かを痛めてるとしか思えない⑦（伊藤彰）は、②（二木）④（藤
原）に任されても、やってる事は自信ある捲りか。本当にたまたまだが、とんでもないパワーを
発揮する事がある⑧（伊藤嘉）も一度は動く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１茅野寛史  叩き切っただけでも悪くない。先頭で自力。 
注２二木茂則  前が離れてはどうする事もでした。伊藤彰君。 
 ３山田圭二  ギヤを変えてもダメでは、伊藤嘉に任せる。 
 ４藤原義晴  田原さんに任せてたので。東で３番手。 
△５倉岡慎太郎 前の２人は頑張りましたよ。こゝも原の後。 
 ６宮崎裕也  瓜生にはホームで踏んで欲しかった。中部の後。 
×７伊藤彰規  ②番に出られたのが全て。自力です。 
 ８伊藤嘉浩  中村さんに申し訳ない事をした。反省の自力。 
◎９原 清孝  永田は斬るチャンスあったのにね。茅野の番手。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【７】２４【８】３６ 
 
＜穴を探る＞（伊藤彰）の底力。７＝２ 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－７  
３連単 ９－１＝５ 
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■■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＞『地元「永田」に期待したが大波乱』 
 ５前回の武雄戦から良かった頃に戻ってた⑦（永田）、それなのに大垣で頑張り過ぎたからか
持病の腰痛が悪化したのが前回の高知、それで地元戦に備えて一本休んだが、初日の走りは不安
でしかないけど、②（田中）④（大窪）に任された以上は、捲りでなく逃げに徹し切れる強い気
持のレーサー。（田中）に（大窪）は共に初日のレース後は「ダメですね」では。そこで狙った
のは見るからに強そうにしてる①（肥後）、逃げるのかそれとも捌くかは展開次第。⑨（薮）⑤
（中村）の巧者が後を固める。成績以上に強い③（田原）は⑧（高橋）と２車ならば、叩き合い
は避けての捲りかも。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１肥後公允  ⑥番の所を狙ったが。ラインの先頭で自力・自在。 
△２田中孝法  花粉症で体調悪いのが。永田さんの番手。 
注３田原大広  ③番を出したのが失敗。先輩の前で自力・自在。 
 ４大窪輝之  前は頑張ってくれたのに、脚ですよ。地元。 
 ５中村光吉  伊藤嘉に任せての事なので。近畿の後。 
 ６沖 健一  高山には付いて行けたので。決めず。 
◎７永田隼一  遅かったですね。後２人なら自力。 
 ８高橋慶幸  空いてる近畿に居たが。こゝは田原の番手。 
×９薮 謙治  川口に任せてたので。肥後に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９５【７】２４ ６【３】８ 
 
＜穴を探る＞（肥後）は。１＝９ 
 
２車単 ７＝１ ７－２ ７－９ 
３連単 ７－１＝２９ 
 
 
 
■■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＞『熊本コンビは高校の先輩・後輩』 
 このまゝでは来期のＳ級が思いやられるのは①（瓜生）、逃げでは限度があるのかも、追い込
みには特別な才能があるので師匠の合志正臣（８１期）とじっくり話合いをやる時か、こゝは高
校（九州学院）自転車部の後輩⑧（嘉永）に成った以上は、しっかり仕事をしてワン・ツーを決
める事に全力を投じる。任された（嘉永）は早くも洗礼を受けたが、持ってる物はこんなもので
はないので。⑦（山口）②（八尋）迄九州は一つ。予選は５着に沈んだが内容はあった⑨（磯
島）は、北の大先輩⑥（三谷）に任されたなら、一番良い脚を使えば、九州カルテットをまとめ
て面倒見てるハイパワー。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１瓜生崇智  逃げてこの着では力不足。高校の後輩嘉永。 
注２八尋翔平  瓜生は逃げてくれたのにね。九州４番手。 
 ３野間 司  新井に付いて行けなかった。北の後。 
 ４長岡 豪  展開は良かったのに。こゝは決めず。 
 ５須藤雄太  練習不足か、きつかった。決めずにします。 
 ６三谷幸宏  ３着に入りたかったですね。磯島の番手。 
△７山口幸太郎 叩き切ってもこの着では。熊本の後。 
○８嘉永泰斗  力不足なので練習します。先輩の前で自力。 
×９磯島康祐  捲られたけど自分のレースはやれた。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【８】１７２【９】６３ ４ ５ 
 
＜穴を探る＞（磯島）が捲る。９－１ ９－８ 
 
２車単 １＝８ １－７ １－９ 
３連単 １－８＝７９ 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時４７分）（電投締切１６時４４分） 
 
＜展望＞『初日の気配で「小林」が本命』 
 プロ野球のスターを夢見て関西独立リーグ（プロ）で一生懸命白球を追ってた①（小林）、縁
あってこの世界に入り、Ｓ級でもそれなりに活躍してたのが前期の成績であり今期の活躍、初日
特選は年下の野口正則が前でやると言うのを説教して逃げたのは、生涯自力と決めてるからの事
か、こゝは⑨（南）と２車に成ったが仕掛け損じる事は無さそう。調子の良さをアピールした②
（武藤）は、何かを考えてる頼もしい⑤（川上）に任せての決勝進出。後輩⑥（高山）を番手捲
りするであろう④（三好）も狙えるが、それ以上は自力でもやれるのに⑦（谷本）を使う事にし
た北九州生まれ③（谷田）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１小林史也  前と言った以上は逃げますよ。自力です。 
▲２武藤篤弘  前が止まったので内へ行った。川上さん。 
注３谷田泰平  ３番手で仕事したら内を掬われた。初の谷本。 
 ４三好陽一  ホームから仕掛けたんですよ、疲れました。高山は初。 
×５川上真吾  谷本より前に仕掛けると決めてた。前々です。 
 ６高山雄丞  ３番手が取れたのが小倉との相性。自力。 
 ７谷本奨輝  想定外の展開だったが悪くない。自力です。 
 ８石山直哉  三好のお蔭ですよ。愛媛の後を固める。 
○９南 大輔  田頭は強く成ってますね。小林に任せる。 
 
＜展開予想＞ 
←【６】４８【１】９【５】２【７】３ 
 
＜穴を探る＞ 埼京で独占。２＝５ 
 
２車単 １－９ １＝２ １－５ 
３連単 １－９＝２５ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時１２分）（電投締切１７時０９分） 
 
＜展望＞『地元は気持が違う「別所」が主役』 
 小倉競輪のために一生懸命サポートしてる⑤（別所）、誰よりも大事にしてるからこゝを走る
時はＳ級それも上位の脚に成るから不思議、それが初日特選の鋭い追い込み、再び①（西田）に
成ったが任せて人気に応える事にする。その（西田）は単騎の⑨（木村）に行く事も考えたが、
（別所）に任された事で断念しての自力・自在戦。福岡市生まれで生活をしてた③（田頭）は、
友達が沢山応援に来てるのが力に成ってるそうで、⑥（池上）⑧（川口）を従えての逃げ切りは
本命とは同等以上。前回の別府同様初日は素晴らしかった②（新井）は、こゝでも出せれば。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１西田将士  再び別所さんに任された以上はの自力です。 
特２新井僚太郎 前回が悔しかったので練習した。自力主体。 
▲３田頭寛之  友達の応援で捲れました。後２人なら自力。 
 ４小林 覚  伊藤彰に悪い事したかな。関東の後。 
◎５別所英幸  ２着に届いたのは地元だから。再度西田。 
 ６池上孝之  肥後を待ったんですけどね。田頭の番手。 
 ７長井優斗  川上さんに逃げ切られました(笑)。新井です。 
 ８川口聖翔  内容は反省ですね。こゝは近畿の後。 
×９木村幸希  高橋さんに悪い事した。単騎で自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】６８【１】５【９】【２】７４ 
 
＜穴を探る＞（田頭）のパワー。３－６ ３－９ 
 
２車単 ５＝１ ５＝３ ５－９ 
３連単 ５－１＝３９ 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時３７分）（電投締切１７時３４分） 
 
＜展望＞『３人揃った岡山の「絆」を優先』 
 陸上競技で鍛えた身体能力を自転車に生かさんと筒井敦史（８５期）に弟子入りした②（高
橋）、頑張っていた時に重度の腰痛に襲われ手術を断行した事でチャレンジ迄落ちたが、これが
良かったのか来期は初Ｓ級、今期も順調で目下９９勝なら、区切りの１００勝は後輩⑤（野崎）
にプレゼントして貰う。その（野崎）は努力したのか信じられないパワーを身に付けてるので。
大先輩⑥（小林）が３番手。初日は失望させた①（望月）は捲りが苦が手なら、⑨（栗田）を連
れて逃げる事か。特選の１着で自信甦った③（野口）は、④（山田）と２車に成っても怯む事な
く攻め続ける事を条件に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１望月一成  全てに力不足。修正して先輩と決めます。 
◎２高橋清太郎 木村に任せてたので。初の野崎に任せて１００勝。 
×３野口正則  小林さんに感謝です。こゝは自力。 
 ４山田祥明  前を見過ぎて仕掛け遅れた。野口の番手。 
○５野崎将史  先輩と決まり良かった。岡山の先頭です。 
 ６小林 健  野崎の事は知ってますから。岡山３番手。 
 ７仲松勝太  嘉永を援護してやれなかったのが。決めず。 
 ８朝秀 忠  準決に乗れただけでも。静岡の後。 
注９栗田雄矢  磯島を援護してやれなかったでは。一成は初。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９８【５】２６【３】４ ７ 
 
＜穴を探る＞ 静岡コンビ。１－９ 
 
２車単 ２＝５ ２＝１ ２－３ 
３連単 ２＝５－１３６ 
 
 
 
 
■■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＞『パワー新鋭「小川」「吉田」の激突』 
 初日の②（小川）は片折亮太の考えた運行とパワーの前に為す術もなく敗れ去ったが、これも
勉強か、努力次第では徳島輪界を担う先行レーサーに育つ器、こゝは⑦（峰重）⑨（郡）の中国
コンビを背に初日の分迄逃げる事に徹し切る。番手に成った（峰重）は初日の動きが良かったの
で逆転はあるかも。１００勝に王手を掛けてる⑤（吉田）の予選は金ヶ江勇気の執こさにやられ
たが、新車は良かったそうで、①（伊藤）③（北川）に任されたなら、逃げと捲りを使い分けて
念願成就の運び。実績の（伊藤）は展開の利を生かす。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１伊藤正樹  聖二に付いて行けなかったのは事実。茂生（吉田）。 
◎２小川丈太  小倉はあの展開に成れば厳しい。自力。 
 ３北川紋部  野口はイエローの外ではね。中部の後。 
 ４吉良勝信  兼士に任せての事なので。郡さんの後から。 
×５吉田茂生  金ヶ江に脚負けですね。伊藤さんと決めます。 
 ６山本恵介  一回斬るかすれば良かった。こゝも単騎。 
○７峰重祐之介 捲りに行っただけでも、話して初の小川君。 
 ８齋藤和伸  最後は内しかなかった。決めず単騎。 
注９郡 英治  石丸は動いてくれたから納得。峰重です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】７９４【５】１３ ８【６】 
 
＜穴を探る＞ 中部コンビ。 １＝５ 
 
２車単 ２＝７ ２＝１ ２－５ 
３連単 ２－７＝１５ 
 



■■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＞『好調「周作」勝利する自力』 
 初日の③（坂本）は川口聖二に上手く赤板から出されてしまったが、最後迄しっかり踏めてた
のは練習の成果であり絶好調なのかも、⑥（會田）と２車に成ったが、気にせず押し切る事に専
念すればブッ千切り迄ある。（會田）では厳しいので②（大屋）の前に成った④（石丸）の機動
力が対抗。玉野記念でスタート重注を２個付けた事で前を取らざるを得ない⑦（佐々木）は、も
う一度やったら地獄の黄檗山ペナルティなので、自ら一人でやりたいと申し込んでの単騎戦。中
部は同支部の①（笹倉）の自在に⑤（岩本）が行き、⑨（三浦）で並ぶ事に。もう一人の単騎⑧
（阿部）は好調。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
注１笹倉慎也  岩本さんに任せてたので。前々自在。 
 ２大屋健司  四国に任せての事ですから。石丸さん。 
◎３坂本周作  赤板からでは長過ぎた。自力です。 
○４石丸寛之  一将に期待したんですが。こゝは自力。 
×５岩本和也  茂生を援護してやれなかった。笹倉の番手。 
 ６會田正一  前に付いて行けなかった。坂本の番手。 
△７佐々木則幸 僕が前を取ったばかりに悪い事した。決めず。 
 ８阿部兼士  古川は頑張りましたよ。決めず。 
 ９三浦稔希  野口が強過ぎですよ、こゝは中部の３番手。 
 
＜展開予想＞ 
←１５９【４】２ ７ ８【３】６ 
 
＜穴を探る＞（石丸）が捲る。 ４＝２ ４－７ 
 
２車単 ３＝４ ３－７ ３－５ 
３連単 ３－４＝７ ３－５－１９ 
 
 
 
 
■■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＞『豪脚「野口」のパワーは本物』 
 小倉初登場の⑤（野口）、ドームバンクは合ってた様で全力で逃げる中村一将を７番手それも
鐘過ぎからイエローライン近くを一気に仕掛け、１周を２２秒７で押し切ったのに、レース後は
「まだ余力はありました」にはビックリ、こゝは②（岡村）⑥（幸田）に任されたなら、逃げを
第一に捲りはあく迄も展開次第。初連携に成る（岡村）は、抜く事はあっても離れる心配は無い
実力者。（野口）に一矢を報いたいのはニューフレームを更にいじってた⑨（川口）、逃げだけで
なく横をやれるのは楽しみ。初日は何もせず流れ込んだだけの①（阿部）の勝負強さに、捲りの
③（野田）も頭から狙える選手。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１阿部拓真  相手が強過ぎて何もやれなかった。何でも。 
○２岡村 潤  隆司の内に差し込んだミス。初の野口です。 
注３野田源一  山崎の強さを体感しただけでも。自力です。 
 ４渡邊 健  ５着で準決とはラッキー。聖二の番手。 
◎５野口裕史  小倉のバンクは走り易いですね。自力。 
 ６幸田光博  前のお蔭で準決です。南関の３番手。 
 ７渡部幸訓  ５着ならセーフですね。拓真の番手。 
 ８飯田裕次  金ヶ江が強かった。野田さんに任せる。 
△９川口聖二  自分だけでは反省ですね。決勝に乗る自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】２６【１】７【３】８【９】４ 
 
＜穴を探る＞（川口）の機動力。９－４ ９－３ 
 
２車単 ５＝２ ５－９ ５－１ 
３連単 ５＝２－１３９ 



 
■■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＞『特選先勝「野原」もう一丁』 
 小倉は１月に優勝してる事もあってか初日特選の①（野原）は、⑦（近藤）の逃げを山崎賢人
の仕掛けに合わせて２角捲るや、山崎とのデッドヒートを制したのはバンクとの相性もあるが、
愛妻と目に入れても痛くない愛娘効果だったのかも、⑤（中村）に任された以上は２車でも逃げ
を考えてるし、捲りに捌きを応用する事にする。初日は鐘前から逃げて調子を試した（近藤）は
③（加藤）⑨（望月）に任されたアドバンテージを活かす事で。④（三ツ石）②（青井）の徳島
コンビも侮れないが、それ以上は高松記念の１次予選で連携したばかりの佐賀師弟コンビ、弟子
の⑧（金ヶ江）が絶好調なのは狙える。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１野原雅也  このメンバーでの１着は嬉しいですね。前で自力。 
 ２青井賢治  三ツ石は頼りに成りますよ。こゝも任せる。 
注３加藤圭一  前２人に付いてただけでした。近藤の番手。 
 ４三ツ石康洋 たまたま川口の後に成ったんですよ。前々としか。 
△５中村一将  野口に脚負けしました。初の雅也に任せる。 
 ６古川貴之  弟子の金ヶ江とは高松記念の初日にも連携。 
○７近藤隆司  後も見ずに逃げたんですよ。後２人ですね、自力。 
×８金ヶ江勇気 小倉で合宿した成果。師匠の前で自力。 
 ９望月永悟  野口に付いて行けたし、悪くない。圭一（加藤）。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３９【１】５【４】２【８】６ 
 
＜穴を探る＞（近藤）のパワー。７－３ ７－８ 
 
２車単 １＝７ １－５ １－８ 
３連単 １－７＝５８ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２０時２０分）（電投締切２０時１７分） 
 
＜展望＞『「山崎」「井上」で今度こそ決める』 
 次の大垣ウィナーズカップに備えて暖かい石垣島でみっちり乗り込んで来た①（山崎）、初日
特選は先き捲りの野原雅也と魔の３角で合ったばかりにビサ抜けなかったが、最高に輝いてた時
に戻って居り、又しても先輩⑨（井上）に任されたなら、逃げを第一に捲りの時は初日より早目
の仕掛けで全国のファンに健在をアピールする。（井上）は抜く事はあっても離れる事は無いの
で。予選とは言え鐘前から逃げて凄いタイムで逃げ切った③（片折）は小倉バンクを手の内に入
れてるだけでなく後３人ならば、（山崎）の捲りを封じてる事ものハイパワー。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山崎賢人  調子は全く問題無い。井上さんと決めます。 
注２櫻井正孝  金ヶ江を侮ってたミス。２車でも自力主体。 
△３片折亮太  逃げ切ったし調子は良い。後３人なら自力。 
 ４上野真吾  このメンバーなら関東の後からです。 
 ５稲村好将  亮太は更にパワーアップしてますね。再度。 
 ６松本大地  岩本さんに押して貰ったんですよ。長崎の後。  
×７大森慶一  内に入るのが遅れましたね。正孝（櫻井）。 
 ８大西健士  ３番手で付いて行けただけでも。上野からです。 
○９井上昌己  賢人の煽りで伸び切れなかった。再度です。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】５４８【２】７【１】９６ 
 
＜穴を探る＞（片折）が逃げ切る。３－１ ３－９ 
 
２車単 １＝９ １－３ １－７ 
３連単 １＝９－３７ 


