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■■１Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１５時３９分）（電投締切１５時３６分）
＜展望＞『何とも不穏な開幕レース』
抜群のアマ歴を引提げてプロ入りした①（臼井）、トントン拍子にＳ級迄駆け上がり、記念で
も逃げ１本で活躍してたのにこの体たらくは残念としか、前２日の内容も成ってないが、その気
に成れば何をやってもこのクラスでは最上位の自力型。番手を主張したのは大怪我から必死に立
ち直ろうとしてる⑨（石田）。迷って３番手に決めた⑤（松山）は調子に自信無さそうなのが。
悪くない⑦（遠藤）は④（浅野）が動いてくれたら、その上を行ってる実力者だけど。まだまだ
これからの若者③（瀬口）は、２日目にミソを付けたのが。
＜出場予定選手コメント＞
○１臼井昌巨
２亀井道佳
×３瀬口 匠
４浅野 徹
注５松山勝久
６中山匡男
▲７遠藤勝行
８妹尾英信
◎９石田將剛

小倉バンクとの相性でしょうね。自力で頑張る。
中川君に付いて行けなかった。こゝは決めず。
追い上げて競り負けては力不足。自力・自在。
北に決めた事なので。こゝは自力です。
９番手に成っては。ライン大事に３番手。
⑥番車だから狙われるんですよ。瀬口です。
榎本に任せての事なので。浅野に任せる。
野見は頑張ってくれました。九州。
静岡に任せたので。臼井に任せます。

＜展開予想＞
←【１】９５【４】７ ２【３】６８
＜穴を探る＞（遠藤）３日目こそは。７－２ ７－３
２車単 ９＝１ ９＝７ ９－３
３連単 ９＝１－３５７

■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時０３分）（電投締切１６時００分）
＜展望＞『元気な「杉浦」軸の北日本トリオ優勢』
小兵でもしっかりしたトレーニングをやれば、この年齢に成っても若い者には負けない事を立
証してる①（杉浦）、これは凄い事で、前２走は展開に恵まれなかっただけなので、こゝは初日
に連携してる⑨（高谷）を足場に絶大なる人気に応える。後は同県の戦友⑤（椿）、２人して１
０３歳コンビでワン・ツーが有力視される。先頭に成った（高谷）は逃げて捲られてる様では良
いとは言えないが、だからと言って捲りに構える性格ではない真の自力型なので。着以上は②
（野見）
、２日間逃げた事でこゝは捲りが許される。
＜出場予定選手コメント＞
◎１杉浦康一
×２野見泰要
３小西芳樹
４川崎正安
○５椿 佳友
６安田光法
注７沼川夢久
８小谷文康
△９高谷敏史

思わぬ展開に成ったが。初日同様、高谷。
連日、自分のレースはやれてるので。自力。
３着なら良かった。何かやると言う事で。
このメンバーなら中国の後です。
捲りを止め切れず悪かった。北で３番手。
小西に任せての事なので。再度です。
何かやりたかったが、出来なかった。単騎。
悪いのはフレームの所為にして下さい(笑)。野見君。
逃げても捲られては力不足。自力です。

＜展開予想＞
←【９】１５ ７【３】６【２】８４
＜穴を探る＞（野見）のパワー。２－１ ２－９
２車単 １－５ １－９ １－２
３連単 １－５＝９

■■３Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時２７分）（電投締切１６時２４分）
＜展望＞『初日決めた九州コンビに再度』
初日予選でワン・ツーを決めてる⑧（宮本）①（高木）の九州コンビ、こゝで再び一緒に成っ
たなら（高木）は準決勝で古川貴之に離れた様なヘマはせず、立ち直ってる（宮本）が何をやろ
うと好きに走らせて再び決める事を優先する。連日、先輩遠藤勝行に任されたが決まってない⑨
（榎本）
、こゝは⑦（沼田）の前に成った事で先行レーサー（宮本）と④（宮崎）、そして⑤（奥
平）が激しくやり合えば、今度こそ捲りを決めているか。準決でも連携してる四国コンビは（宮
崎）がそれなりのレースをすれば、好調③（武智）は３連対には伸びて来る。
＜出場予定選手コメント＞
◎１高木竜司
２岩橋則明
注３武智尚之
４宮崎康司
５奥平充男
６中畑正彦
×７沼田淳一郎
○８宮本龍一
▲９榎本光男

前に離れた後がダメでした。予選同様、龍一。
展開は良かったのにね。こゝは決めずです。
宮崎と又一緒ですね、今度こそは。
甘いとしか。調子は良いので、逃げ主体。
自分のレースに徹した結果。こゝも。
加藤が頑張ってくれた。奥平です。
ハコ４ですか、弱いだけですよ。榎本さん。
逃げて捲られては力不足。自力です。
連日、先輩に悪い事しては。自力。

＜展開予想＞
←【８】１ ２【９】７【５】６【４】３
＜穴を探る＞ 南関コンビで独占。９＝７
２車単 １＝８ １＝９ １－７
３連単 １＝８－３７９

■■４Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１６時５２分）（電投締切１６時４９分）
＜展望＞『燃えて来た「清水」パワー全開』
予選は宮崎康司の逃げを７番手から強烈に捲り切った⑨（清水）、準決は逃げる気持は強かっ
たのに、宮本龍一に先んじられ、下げて出直そうとした時には後に切り替えられたのに対し、気
合入れ直したのなら本来の逃げに徹す事か。後は仕事はしても切り替える事は無い①（南）。⑥
（加藤）迄がライン。特選シードの②（坂本）は調子の良さを生かせてないので、任せる⑤（中
川）がそれなりのレースをしてくれたら突っ込んで来るベテラン。初日の逃げは良かったのに、
準決は見せ場も作れなかった⑦（田口）は、反省の意味もあり見せ場は作る。
＜出場予定選手コメント＞
○１南 大輔
△２坂本 毅
３安坂洋一
４小林 健
注５中川拓也
６加藤正法
×７田口 守
８後田康成
◎９清水剛志

小堺は２着に届いたんですね。清水の番手。
このメンバーは東ラインで中川君。
坂本さんは中川なら、後に居ます。
中国ラインで田口に任せる。
得意な展開に成った。自力で頑張る。
競り勝って良かった。近畿の３番手。
判断ミスですね。小林さんの前で自力。
瀬口が競り負けては。中国の後に行く。
切り替えられるとは残念。逃げます。

＜展開予想＞
←【９】１６【５】２３【７】４８
＜穴を探る＞（中川）の捲りを。５＝２
２車単 ９＝１ ９－２ ９－７
３連単 ９＝１－２７

■■５Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時１７分）（電投締切１７時１４分）
＜展望＞『２日目逃げ切った「皿屋」もう一丁』
予選で捲れなかった⑨（皿屋）にはビックリしたが、それを引きずらず２日目は捲りでなく前
を取って突っ張り通したのがこの選手の生き様なのかも、調子は良いとは言えないが２日目の気
持があれば大きな着は取らないか。問題は捲りに成った時に①（山中）が付け切れるかどうか。
尚（皿屋）が復調⑦（木村）と激しくやり合う展開に成った時に飛んで来るのは、予選は良かっ
た⑤（秋山）の捲り。後は初日と同様②（中野）。地元の⑥（杉山）は自分でやる事も考えたが
やっぱりライン大事に成る。
＜出場予定選手コメント＞
○１山中貴雄
×２中野功史
３齋藤 仁
４武市和人
△５秋山貴宏
注６杉山 剛
７木村浩宣
８市倉孝良
◎９皿屋 豊

笹倉に任せてたので。皿屋の番手。
龍一は頑張りましたよ。再度、秋山。
田口は九州を追えば良かったね。木村浩です。
木村浩は強いですよ、抜けなかった。四国で。
南関の後でしたね。九州の先頭で自力。
調子は良いですよ。迷ったが、九州で固める。
捲り切ったが、全然ですよ。自力です。
競り負けてはダメでしょう。中部の後。
２日目同様、しっかり逃げます。

＜展開予想＞
←【９】１８【５】２６【７】３４
＜穴を探る＞（秋山）の捲りが狙い。５＝２ ５－９
２車単 ９－１ ９－５ ９－２
３連単 ９－１－８ ９－５－２６

■■６Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時４５分）（電投締切１７時４２分）
＜展望＞『悪くない「矢野」初日のパワー再現』
初日予選の⑦（矢野）は中団で引かず外の野田源一を飛ばして捲りを決める新境地、これで走
法の幅は拡がったのでは、準決は世界のブフリを相手に逃げに挑戦した意欲は買えるもの、先輩
③（宗景）に初日同様任されたなら、先行主体の自力戦。近畿は良い意味で開き直った②（藤
田）の自力には復調気配の④（水谷）に成ったが、①（田中）はそことは決めず捲りを考えての
単騎戦。成績以上に調子は良い巧者⑨（星島）は、後輩⑤（小玉）が行けなくても仕掛けてくれ
たら３連対は外さないのでは。
＜出場予定選手コメント＞
×１田中陽平
注２藤田勝也
○３宗景祐樹
４水谷好宏
５小玉拓真
６吉松直人
◎７矢野昌彦
８平沼由充
△９星島 太

調子は良いですよ。こゝは単騎で自在。
抑えて来るのが遅いから突っ張った。前で自力。
あれは付いて行けない。再度、矢野。
元砂のお蔭ですよ。こゝも藤田に任せる。
捲れなかったのは事実。先輩の前で自力。
前が行けないでは。岡山の後。
ブフリは強過ぎですよ。先行基本の自力。
東ラインで栃木の後を固める。
調子は大丈夫。再度、小玉の番手です。

＜展開予想＞
←【２】４ １【５】９６【７】３８
＜穴を探る＞ 近畿コンビ。２＝４ ２－１
２車単 ７＝３ ７－９ ７－１
３連単 ７－３＝１９

■■７Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時１４分）（電投締切１８時１１分）
＜展望＞『大不振「野田」走る以上は仕方無い』
連日中団を取りに行って簡単に後退している②（野田）、持病の腰痛が再発したとしか思えな
い不出来だけど、本人はマイナスめいた事は一切言わず「自力です」を貫いてるなら、又騙され
るかも知れないが、このメンバーは調子悪い⑦（元砂）の後は競り合いで、もう一人の自力型⑥
（松本）は見ての通りの調子であれば、負けてはいけないのでは。後は小倉をホームにしてる⑨
（原田）が、補充の④（良永）が居ても「行きたい」と言ったなら、（良永）は折り合う筈。③
（藤原）は律義にラインの（松本）に任せたのが良い方に出れば。
＜出場予定選手コメント＞
１高橋隆太
◎２野田源一
×３藤原 浩
４良永浩一
５松田 大
６松本卓也
△７元砂勇雪
注８有坂直樹
○９原田 礼

迷ったが、元砂に直付けします。
連日、人気を裏切り済みません。自力で頑張る。
調子は悪くないんですよ。松本の番手。
（原田が野田なら、多分折り合う）
仕掛けもせずではダメでしょう。元砂の番手。
力不足で済みません。自力です。
力そのものが落ちてます。自力で戻すしか。
このメンバーなら決めずにします。
藤田は引くと思ったミス。野田さんに行きたい。

＜展開予想＞
←【７】
（５１） ８【２】９４【６】３
＜穴を探る＞（元砂）が逃げ切る。７－２ ７－９
２車単 ２＝９ ２－７ ２－３
３連単 ２＝９－４７

■■８Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時４７分）（電投締切１８時４４分）
＜展望＞『このクラスでは「池田」が抜群』
準決勝の③（池田）は、モタモタしてた山本直を捨てゝ仕掛けたかったのでは、任せた以上は
それはやれず脚を余したまゝ終えたのを後悔したのなら、初日同様⑤（室井）に任された以上は
先行ありの自力で勝負せざるを得ない立ち場。順当なら（室井）がピッタリ追って両者で決まる
本命レース。良くは成ってる①（佐藤龍）は②（中川）④（川口）に任された事で流れの中では
逃げてる事も。⑦（大屋）に任された⑨（大川）に、単騎に成った⑧（上吹越）⑥（引地）も考
えているのは溜めての捲りと思われる。
＜出場予定選手コメント＞
△１佐藤龍二
注２中川貴徳
◎３池田憲昭
４川口満宏
○５室井健一
６引地正人
７大屋健司
×８上吹越俊一
９大川龍二

流れの中で粘ってたんですよ。自力・自在。
競っての２着なら悪くない。龍二（佐藤）
。
山本に任せた結果。こゝは自力主体。
中川が佐藤龍なら、後を固める。
佐々木豪に振られたのが痛かった。池田。
単騎ですね、一発狙ってみます。
９着しなかっただけでも。後輩、大川。
展開が向いただけですよ。単騎自力。
大屋さんに任されたので自在。

＜展開予想＞
←【１】２４【３】５【９】７【８】【６】
＜穴を探る＞（佐藤龍）が狙い。１－３ １－２
２車単 ３＝５ ３－１ ３－８
３連単 ３－５－１８９

■■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＞『ハイパワー「早坂』こゝでは抜群』
初日特選は出バナを山田英明に叩かれて為す術もなく敗れた③（早坂）、準決はトルーマンを
出して力勝負を挑んだが、世界の壁は厚く全く通用しなかったのはショックかも、２日間一度も
先頭に立てゝないので、３日目ぐらいは気持良く逃げて３日分のパワーを出し切る事にする。連
携するのは初日特選同様、同期の桜⑤（朝倉）、離れなければ逆転は互角以上。⑧（服部）は後
２人なら予選同様の逃げを考えている模様。②（尾崎）は（朝倉）の後に行けば、⑥（武藤）が
４番手に成るので任せる度量。岡山コンビも１度は動くか。
＜出場予定選手コメント＞
１坂上樹大
２尾崎 剛
◎３早坂秀悟
４松尾 透
○５朝倉佳弘
６武藤篤弘
×７山本 直
△８服部克久
注９柳谷 崇

前輪を払われなくて良かった。九州の後。
同県の後輩、武藤に任せる事に。
中団狙いでしたね、外国人にやられた。自力です。
大坪さんに任せての事なので。服部さん。
矢野は頑張りましたよ。初日同様、早坂。
尾崎さんに任されたので、前々で何か。
飛び付きを狙ってたが、力が違い過ぎた。自力。
貴久に任せての事なので。自力です。
星島さんの頑張りですよ。後輩、直（山本）。

＜展開予想＞
←【３】５【８】４１【６】２【７】９
＜穴を探る＞ 本命を買うか見送りのレース。
２車単 ３＝５ ３－８ ３－７
３連単 ３＝５－７８９

■■１０Ｒ■■出走表（本命率６０％）
（発走時間１９時５５分）
（電投締切１９時５２分）
＜展望＞『千葉・同期・同級生コンビが優位』
今回の出来はデビューして一番かも知れない⑨（矢口）、逃げ屋には過酷な小倉バンクを連日
鐘前から仕掛けて粘り切ってるのが論より証拠、こゝも①（小野）を説き伏せて、前で逃げる事
にする。（小野）は前でやりたかったが又しても後に成ったなら、今度はしっかりキープして、
仕事してから抜きに行く。３番手に決めた⑤（安部）はＳ級でも通用した余裕なのか、コースを
探しての差の切れでパーフェクトＶ。順当なら３人の争いで決まりそうだが、②（小堺）⑦（笹
倉）の中部支部長コンビ、広島そして⑥（徳吉）の前に成った③（古川）も抵抗はする。
＜出場予定選手コメント＞
○１小野裕次
２小堺浩二
×３古川貴之
４木村幸希
▲５安部達也
６徳吉正治
注７笹倉慎也
８沖本尚織
◎９矢口大樹

強引にでも行けてるので悪くない。再度、矢口。
中団取れたのが優出の要因。こゝは自力。
高木さんと決めたかった。僕が前で自力。
積極的に攻めた結果。２車でも自力。
小野に世話に成ったので、千葉の後です。
ラッキーしただけですよ(笑)。古川に任せる。
清水君に悪い事したのが。小堺先輩です。
連日、展開に恵まれてます。再度、木村。
初日より良かった。裕次の前で頑張ります。

＜展開予想＞
←【９】１５【２】７【３】６【４】８
＜穴を探る＞ 連勝（安部）の完全Ｖ。５－１ ５－７
２車単 ９＝１ ９＝５ １－５
３連単 ９＝１－５ ５－９＝１

■■１１Ｒ■■出走表（本命率８０％）
（発走時間２０時３５分）
（電投締切２０時３２分）
＜展望＞『
「トルーマン」を使う「ブフリ」でＶ不動』
準決勝で鐘から仕掛けた⑤（ブフリ）、ホームからゴール迄のタイムは２１秒６とはこれがオ
ランダに帰国したばかりで時差ボケがあってのものとは日本人には絶対に真似出来ない芸当、自
分でやっても３連勝で日本の競輪１００勝は堅いのに②（トルーマン）を使えるなら、落車でも
しない限り優勝は不動視される。（トルーマン）は残れそうにないので、フレームを慣れたのに
戻した①（山田）と点数アップに必死の⑦（松岡）との九州コンビの２・３着が有力視される。
③（五十嵐）⑥（川崎）の神奈川コンビに任された⑨（田中）も狙い考えているのは、（山田）
と同じ戦法か。
＜出場予定選手コメント＞
○１山田英明
×２トルーマン
３五十嵐力
４佐々木豪
◎５ブフリ
６川崎健次
△７松岡貴久
８松崎貴久
注９田中晴基

貴久に任されたので、自力で優勝します。
今日は脇本雄太を真似した(笑)。前でやる。
トルーマンを抜いたし、調子は良い。晴基。
外国人を相手に逃げに挑戦します。
初日より良かった。トルーマンに任せて１００勝。
迷う事は無い、再度、五十嵐さん。
ブフリは違いますね。英明さんに任せます。
決勝に乗れて良かった。佐々木君。
ブフリは本当に強い。南関の先頭で自力。

＜展開予想＞
←【４】８【１】７【９】３６【２】５
＜穴を探る＞（ブフリ）は堅いので、穴は難しい。
２車単 ５－１ ５－７ ５－２
３連単 ５－１＝７ ５－２＝３９

