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■■１Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１５時２８分）（電投締切１５時２５分）
＜展望＞『先行レーサー「久冨」
「薮下」は互角』
初日の⑥（久冨）は新人山口敦也を相手に先行したが、誤算だったのはそこ迄警戒してなかっ
た菅藤智が先に来た事で最下位に甘んじたが、小倉の軽いバンクはデビューからずっと得意にし
てたので、こゝは⑦（薮下）と実質２分戦なら逃がしてカマシてもいゝが、後を信じての逃げの
可能性は大。番手は初日同様実力者②（脇田）。④（田村）迄がライン。尚初日は実に勿体ない
事をした（薮下）だが、全てに於いて（久冨）をリードしてるので。後は力ある①（小山）が固
める。
＜出場予定選手コメント＞
×１小山 淳
◎２脇田良雄
３鈴木 健
４田村博之
５本間 淳
○６久冨 武
▲７薮下直輝

前と連結外しては。薮下さんの番手です。
武は頑張りましたよ。再度ですね。
付いては行けてたのに。こゝは自在。
伊藤を援護してやれなかった。中国の後。
菅藤に離れてる様では。鈴木君。
逃げて捲られた結果。自力で頑張る。
あのまゝ番手で我慢でしたね。自力。

＜展開予想＞
←【７】１【３】５【６】２４
＜穴を探る＞ 北日本コンビ。７＝１
２車単 ２＝６ ２＝７ ２－１
３連単 ２＝６－１４７

■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１５時５１分）（電投締切１５時４８分）
＜展望＞『若い「永田」がしっかり逃げる』
初日予選の④（永田）は先輩江口晃正に「行け」と言われたのに、それが自信ないからなのか
「どけ」と聞こえてパニックに成っての７着大敗、練習してるのにこのまゝでは現役生活は短い
かも、もっと自信を持って攻めれば今からでも遅くない若者なので、こゝは地元のマーカー②
（加藤）⑤（瓦田）を従えて逃げれば悠々押し切ってるパワーの持ち主。失敗したのは①（坂
本）も同じで、こゝの⑦（藤本）に迷惑掛けたと深く反省したのならば、任された事で自分のた
めにも仕掛けてこそに成る。
＜出場予定選手コメント＞
△１坂本佳憲
○２加藤昌平
３眞鍋伸也
◎４永田秀佑
×５瓦田勝也
６岩渕祐太
７藤本辰次

前でアクシデントがあり遅れた。自力・自在。
瓦田さんと話をして永田の番手に成りました。
自分の力を勘違いしたのが。こゝは決めず。
江口さんの声を聞き違いした様で。自力です。
昌平（加藤）が永田なら、後を固めます。
東は一人ですね、決めず。
坂本は何をしたかったのか。こゝも任せます。

＜展開予想＞
←【４】２５【１】７【３】 ６
＜穴を探る＞（坂本）の捲りを。１－４ １－７
２車単 ４＝２ ４－１ ４－５
３連単 ４－２＝１５

■■３Ｒ■■出走表（本命率４５％）（発走時間１６時１４分）（電投締切１６時１１分）
＜展望＞『結束する高知コンビがやゝ優勢』
永田秀佑を相手に鐘前から逃げたのは②（伊藤）、結果は伏兵柁原翔太には捲られはしたが、
４着に粘り準決に乗れた事を喜んでたし、こゝは同県の後輩⑦（竹村）に後で仕事して貰っての
先行勝負。番手に成った（竹村）は初日の動きが示してる通り、最高に仕上ってるなら、自分の
着より仕事を優先するのでは。大ベテラン③（多田）が３番手。初日の逃げは迫力あった①（戸
塚）には、決め脚鋭い⑤（渋谷）の東コンビは高知コンビ以上の評価。九州は、新人⑥（小原）
が未だしでは。
＜出場予定選手コメント＞
▲１戸塚涼介
○２伊藤貴史
×３多田 司
４江口晃正
５渋谷征広
６小原亮哉
◎７竹村達也

小倉は初めてですが走り易かった。先行。
初日にモガいたのでやれそうですね。自力。
準決に乗れて良かった。こゝは高知の後。
永田は勿体ないですよ。こゝは小原の番手。
浦野が強かったです。東で戸塚です。
今村さんに迷惑掛けました。逃げます。
想定した展開の一つでした。伊藤先輩。

＜展開予想＞
←【１】５【６】４【２】７３
＜穴を探る＞（戸塚）のパワー駆け。１＝５
２車単 ７＝２ ７＝１ ７－３
３連単 ７－２＝１３

■■４Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１６時３７分）（電投締切１６時３４分）
＜展望＞『地元「松永」に勝利のお膳立て』
初日の①（松永）は新人山口敦也のはっきりしない運行に付き合わされたが、何とか捲りを追
って２着をキープしたのは調子良いからで、こゝは初日を反省して逃げる事を宣言した⑦（ラモ
スレオ）の番手で恵まれる。その（ラモスレオ）は新人らしからぬレースを初日にやったが、
こゝは思い切って逃げる事に期待して。こゝでの狙いは初日の勝利は余裕があった②（中井）で、
九州と④（菅藤）③（土屋）の群馬コンビでやり合えば再度の捲りが決まっての連勝。⑤（橋
本）は、九州か（中井）の後に居るかは展開次第。
＜出場予定選手コメント＞
◎１松永真太
▲２中井 修
×３土屋 宏
４菅藤 智
５橋本大祐
６柁原翔太
○７ラモスレオ

何とか山口に付いて行けて良かった。ラモス。
展開が向きました。こゝは単騎自力。
目の前の柁原君に付いて行っただけ。後輩菅藤。
新人より先に仕掛けただけでも。自力です。
坂本には赤板で斬って欲しかった。単騎。
腰痛が治ったのが大きいですね、先手ライン。
後が違ったので流したミス。反省の先行。

＜展開予想＞
←【７】１ ５【２】
【４】３【６】
＜穴を探る＞（中井）の捲りを ２－５ ２－７
２車単 １＝７ １＝２ ７－２
３連単 １＝７－２５ ２－１＝７

■■５Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間１７時０２分）（電投締切１６時５９分）
＜展望＞『有望新人「山口敦」が逃げ切る』
予選の①（山口敦）は何処からでも捲る自信はあったのか、仕掛け遅れて菅藤智に先き捲りさ
れたが、結果はその上を捲り、マークした松永真太と決めたハロンタイムは１１秒６ならこのメ
ンバーでは際立って居り、逃げても捲ってものハイパワー。後はしっかり練習してる地元の大ベ
テラン⑥（今村）、現在の調子なら付いては行けるか。この後は裏切る事は無い人間好しの③
（組橋）。力で（山口敦）を脅かすのはスピードある②（佐藤）に、底力はこんなものではない
⑦（浦野）の捲り。
＜出場予定選手コメント＞
◎１山口敦也
×２佐藤裕輝
△３組橋一高
４山口慎吾
５鈴木達也
○６今村康志
７浦野慈生

松永さんと決まり良かった。人気に応える自力。
又目標不在ですね、自力・自在。
竹村は作戦通り、こゝは九州の後。
薮下と合体したのにね。佐藤に任せる。
前２人に付いて行っただけ。浦野の番手。
小原は中途半端でしたね。初めての山口敦。
捲りが決まり良かった。２車でも自力。

＜展開予想＞
←【１】６３【２】４【７】５
＜穴を探る＞（佐藤）の底力。２－１ ２－４
２車単 １－６ １－３ １－２
３連単 １－６＝２３

■■６Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時２７分）（電投締切１７時２４分）
＜展望＞『男勝り「山原」のパワーは桁違い』
小田原記念で好走してる原田礼（９０期）が「さくらは本当に強いですよ、全力で駆けたのに
凄いタイムで抜かれました」と言う程仕上っているのは④（山原）、小倉はホームバンクも同じ
で、初日は長澤彩に迫られたのを反省してたので、こゝは売り出し中の先行レーサー⑥（加藤）
を相手に圧巻のパワーで絶大なる人気に応える。好枠を貰った①（元砂）は間違いなく好調で、
やっと何をやるべきかゞ見付かった模様は、再び（加藤）を抜いての２着は互角以上。次いで渋
太い③（高橋）の順。
＜出場予定選手コメント＞
△１元砂七夕美
２吉田夢姫
×３高橋朋恵
◎４山原さくら
５白井美早子
○６加藤 恵
７比嘉真梨代

石井さんの後に成り恵まれた。前々。
前に出る勇気に欠けた。こゝも前々。
山原さんにスイッチ出来なかったのが。自在。
長澤さんを越えて安心してる様では。自力。
前を見過ぎたミス。流れに乗って。
課題は末の粘り。強い気持で自力。
積極的に行けたので。前々で決勝進出。

＜展開予想＞
←１ ２【４】３【６】５【７】
＜穴を探る＞（山原）の首位は動きそうにない。
２車単 ４－６ ４－１ ４－３
３連単 ４－６＝１

■■７Ｒ■■出走表（本命率８５％）（発走時間１７時５２分）
（電投締切１７時４９分）
＜展望＞『女王「石井」は安定度抜群』
初日の⑤（石井）は一瞬ヒヤリとさせられたが、加藤恵の捲りに飛び付き３着迄沈めた差の切
れこそがガールズグランプリＶの実力であり今年の賞金額、それでも不満しかなかったのか、
「２０パーセントの出来ですね」は本心かも、このレースは人気の責任感で１着しか狙わない。
対する③（長澤）の初日も立派で、逃げて山原さくらに捲られたのに、追い掛けて最後は僅差に
持ち込んだのにはビックリ、これがオールスター・アルテミスを制した実力なのかも、自力で
（石井）に挑む。
＜出場予定選手コメント＞
１矢野光世
２浦部郁里
○３長澤 彩
×４寺井えりか
◎５石井寛子
６橋本佳耶
△７田中まい

最後は内だったかも。自力・自在。
前回よりは良いですね。前々です。
今日は良かったと思います。自力です。
捲られたのは力不足。こゝも先行。
１着ですけど反省ばかりです。勝つ自在。
初の４着は嬉しい。流れ見て。
重かったですね。こゝは自在。

＜展開予想＞
←【４】
【３】
【５】
【７】 ２ ６【１】
＜穴を探る＞ 本命で買うか見送りのレース。
２車単 ５＝３ ５－７ ５－４
３連単 ５＝３－４７

■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時２０分）（電投締切１８時１７分）
＜展望＞『
「大沼」に成った「勝俣」の首位』
初日予選の①（勝俣）は、小岩哲也が行った上を捲りに行った事で届かなかったが、仲々のス
ピードだったし、負け戦なら自力でも楽に勝てたのに、自力ならばやって来た事が違う⑨（大
沼）と一緒に成り「俺が前」と言われたら「解りました」としか言えず、それでの番手戦。前に
成った（大沼）の初日は良かったので残りを第一に、この後に決めた⑦（永井）の流れ込みが押
さえに成るレース。初日はダメだったが確実に良く成ってる②（高倉）は自信を持って捲りを出
す条件で。
＜出場予定選手コメント＞
◎１勝俣 亮
×２高倉俊宏
注３中島義之
４中塚記生
５佐野洋継
６柴田昌樹
△７永井 亮
８松井英幸
○９大沼孝行

小岩が強かったと言う事でしょう。初の大沼さん。
仕掛け遅れたのが全て。中塚さんの前で。
西谷には付いて行けないと思い、内へ行った。洋継。
あれで準決に乗れないとは力不足。高倉。
１角で仕掛けるべきでした。今度こその自力。
鮒田に任せての事なので。こゝは自在。
調子は悪くないと思いますよ。南関東。
佐野には仕掛けて欲しかった。後輩柴田。
不安あったが、やれそうですね。自力です。

＜展開予想＞
←【９】１７【２】４【５】３【６】８
＜穴を探る＞（高倉）の捲りが届く。２－１ ２－４
２車単 １＝９ １－７ １－２
３連単 １－９＝２７

■■９Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時４８分）（電投締切１８時４５分）
＜展望＞『初日を反省の「花田」がパワー全開』
初日の①（花田）は珍しく後手を踏み、９着に敗れ去る屈辱を物凄く反省してたし、その怒り
はこのレースでぶつける事にしたのならば、捲りとか捌きとかは考えず、逃げて力を出し切る事
に決める。後はこのまゝでは終わらない実力者⑨（丸山）、（花田）とは元々は北日本同士の縁で、
任せて抜くか抜けないかの勝負に持ち込む事にする本命レース。やっと体調も戻り良くは成って
る⑦（鮒田）は本線の３番手を主張した事で、③（榎田）迄のラインは長くて強固に成る。
＜出場予定選手コメント＞
◎１花田将司
注２川野正芳
３榎田浩二
４本田 博
５小坂 勇
×６藤本龍也
△７鮒田博文
８村上清隆
○９丸山貴秀

９着はショックですね、初日を反省の先行。
一発狙っていたけどダメでした。自力です。
内しかなかったですね。鮒田に任せる。
アンコに成っては。前回より良かった。川野の番手。
この展開で６着なら上出来。藤本に任せる。
逃げた感じは悪くなかった。自力です。
厳しいメンバーでしたね。丸山君の後。
もう少しで穴を出せそうだったのに（笑）
。前々。
何度もバック踏んでは。花田は初めて。

＜展開予想＞
←【１】９７３ ８【２】４【６】５
＜穴を探る＞ 動き良好（藤本）の単。６－５ ６－９
２車単 １＝９ １－７ ９－７
３連単 １＝９－６７

■■１０Ｒ■■出走表（本命率４０％）
（発走時間１９時１８分）
（電投締切１９時１５分）
＜展望＞『小倉に強い「西谷」の捲り再び』
小倉はＳ級で２度優勝してるだけあって初日予選の⑤（西谷）は何時も通り仕掛けは遅れたが、
けたゝましいスピードで捲りを決めて２００勝達成は凄い自信に成ったのでは、こゝは先輩②
（河村）だけでなく⑦（服部）に迄任されたなら、逃げも考えているが、主戦法は自信ある捲り
に成るか。初日特選は吉田茂生の強さに勉強させられた好漢⑨（瓜生）は、地元①（中井）だけ
でなく③（山崎）に任されたならば、何も考えず逃げの一手だけど、⑧（竹内）の動き次第では
（西谷）より先き捲りも。
＜出場予定選手コメント＞
×１中井大介
○２河村章憲
３山崎岳志
４橋本忠延
◎５西谷岳文
６青山佐知男
注７服部竜二
８竹内優也
▲９瓜生崇智

後から抜かれなくて良かった。３度目の瓜生。
競りは解ってやった事なので。西谷です。
５着で準決なら良かった。九州３番手。
展開一本ですね。九州の後です。
２００勝を小倉で決めれて最高。自力。
勝俣が仕掛けてくれたから。初の竹内。
吉田の踏み出しに離れては、京都の後。
鐘からなら上出来でしょう。自力。
吉田さんに脚負けですね。逃げます。

＜展開予想＞
←【９】１３４【８】６【５】２７
＜穴を探る＞ 九州は。９＝１ ９－３
２車単 ５＝２ ５＝９ ５－１
３連単 ５－２－１９

■■１１Ｒ■■出走表（本命率７０％）
（発走時間１９時５０分）
（電投締切１９時４７分）
＜展望＞『実力Ｓワン「嶋津」の連勝』
初日特選の⑨（嶋津）は後競りもあって吉田茂生の先行を捲りで仕留めはしたが、吉田の強さ
を思い知らされた事で気合入れ直したら、こゝは復調⑦（小岩）との２分戦、出して捲るのか、
それとも突っ張り上げるかに成るが、何れにしても力そのものが違い過ぎるので。心配は初めて
マークする事に成った①（坂本）が付け切れるかどうかの一点。後は来期Ｓ級の実力者⑤（高
橋）。年上の（小岩）に任せる事に成った③（小原）は、逃げてくれた時は全力で（嶋津）を止
めに行くが。
＜出場予定選手コメント＞
○１坂本将太郎
２金山栄治
△３小原将通
４仲松勝太
注５高橋紀史
６木村 勉
×７小岩哲也
８塩川真一郎
◎９嶋津拓弥

２着迄届いたと思った。初めての嶋津さん。
前に任せての事なので。何かやると言う事で。
瓜生は行ったと思いましたよ。小岩さん。
しらびそ合宿の成果ですね。大分の３番手。
竹内さんが全部やってくれた。東で３番手。
準決なら良かった。こゝは決めず。
調子は良いですね、相手強力なので先行。
内へ行くのは早かったかも。栄治（金山）さん。
吉田君は強いね、展開一本。自力です。

＜展開予想＞
←【９】１５ ６【２】８【７】３４
＜穴を探る＞ 九州トリオ。３－７ ３－４
２車単 ９－１ ９－３ ９－７
３連単 ９－１＝３５

■■１２Ｒ■■出走表（本命率７５％）
（発走時間２０時２５分）
（電投締切２０時２２分）
＜展望＞『本当に強い「吉田」は信頼出来る』
初日特選の①（吉田）は鐘から飛び出し、凄い勢いで来た瓜生崇智を行かせず逃げ切ってしま
うかと思ったら、流石に鐘からでは格上の嶋津拓弥には捲られはしたが、その迫力たるや童顔の
可愛子ちゃんにしか見えない容貌からは想像出来ないハイパワー、来期のＳ級は今から楽しみで、
あれだけの力を見せ付けられたら首位は不動視される。番手は練習してる⑨（白井）。⑦（米
原）⑥（阿部）迄がライン。④（石橋）は③（福田）を連れての捲りで決勝進出。四国の２人は
⑤（中尾）が頼み。
＜出場予定選手コメント＞
◎１吉田茂生
注２坂田 章
３福田拓也
△４石橋慎太郎
５中尾 翔
６阿部康雄
×７米原大輔
８黒田大介
○９白井一機

あれでも逃げ切らないとね、自力です。
河村さんに技術負けした。初めての中尾君。
③番の人は待ってくれるでしょう。石橋さん。
調子は良いとは言えないですね。自力。
前回より数段良いですよ。逃げます。
藤本の頑張りですよ。こゝは吉田のライン。
準決ならラッキー。こゝは中部の後。
中尾が強かった。坂田の後を固める。
吉田に千切れない様にします。

＜展開予想＞
←【１】９７６【４】３【５】２８
＜穴を探る＞（吉田）の首位は動きそうにない。
２車単 １－９ １－４ １－７
３連単 １－９＝３４
１－２－５８

