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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２８分）（電投締切１５時２５分） 
 
＜展望＞『ルーキー「戸塚」で首位不動』 
 初日に鐘前から逃げた迫力は仲々のものがあった①（戸塚）、大事な準決勝は伊藤貴史の突っ
張りの前にアッサリ散ったが、やる気は感じられたし、このレースは恵まれた事にどう見ても逃
げは１車ならば、逃げ切るしかない。番手は先輩⑥（岩渕）だけど、往時の脚力は望めないので、
地元②（瓦田）に任された⑤（脇田）が自力で（戸塚）に迫るでのは。埼玉の後は２日目伸びた
③（本間）。四国の２人は各々に単騎に成ったが、④（眞鍋）は捲りを残してるので。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１戸塚涼介  叩けなかったのは力不足。先行です。 
△２瓦田勝也  昌平を入れるのは当然。脇田さん。 
 ３本間 淳  ギヤを換えたら伸びた。埼玉から。 
 ４眞鍋伸也  このメンバーも決めずです。 
○５脇田良雄  瓦田君に任されたので何かします。 
×６岩渕祐太  同県の後輩戸塚の番手。 
 ７田村博之  決められないですね、臨機応変。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】６３【５】２ ７【４】 
 
＜穴を探る＞（戸塚）の首位は動かない。 
 
２車単 １－５ １－２ １－６ 
３連単 １－５＝２６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３日 

 



■■２Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１５時５１分）（電投締切１５時４８分） 
 
＜展望＞『好漢「久冨」が先行１車』 
 ３期目で引退の危機を迎えてる⑥（久冨）だが、やってる事はＳ級でバリバリ活躍してた頃と
同じで、小倉バンクは優勝もある大好きなバンク、このレースは逃げ１車と恵まれたなら、練習
の脚をせめて８割出せれば押し切ってるパワーの持ち主。番手の④（組橋）は「競りはいらっし
ゃい」の大物なので。③（藤本）迄がライン。先輩①（加藤）に任された⑦（松永）は、自力が
ダメなら番手で勝負するしかない。それは前々とコメントした②（小山）にも同じ事が当てはま
る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １加藤昌平  瓦田さんに入れて貰ったので追い上げた。真太。 
×２小山 淳  ２着では上れないんですよね。前々。 
 ３藤本辰次  こゝは瀬戸内の後を主張する。 
○４組橋一高  内を掬われたのが。こゝは久冨君。 
 ５鈴木 健  力不足としか。こゝは単騎でやる。 
◎６久冨 武  逃げて捲られては力不足。逃げます。 
▲７松永真太  競り負けて済みません。何かします。 
 
＜展開予想＞ 
←２【５】【６】４３【７】１ 
 
＜穴を探る＞（松永）捌くか捲る。７－１ ７－４ 
 
２車単 ６＝４ ６＝７ ６－２ 
３連単 ６－４＝２７ 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率３５％）（発走時間１６時１４分）（電投締切１６時１１分） 
 
＜展望＞『大阪・長崎・神奈川コンビは互角』 
 初日予選で連携して呼吸が合わなかった⑦（永田）①（江口）の長崎コンビ、前に成った（永
田）はこれ以上迷惑掛けられないで逃げを匂わしたが、不安は調子。先輩⑥（柁原）だけでなく、
④（渋谷）に迄任された③（浦野）も自在は全く考えてないなら、ライン３人を良い事に（永
田）と叩き合ってもの先行を考えるなら両ラインの争いは熾烈なものに成り、その展開を捲るの
は師匠の②（多田）に任された⑤（坂本）かも。尚予選の捲りは見事だった（柁原）は（浦野）
に任せての単進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １江口晃正  初日に任せた永田に頑張って貰う。 
○２多田 司  弟子の佳憲（坂本）に任せる。 
×３浦野慈生  仕掛けなかった自分に腹が立つ。自力。 
 ４渋谷征広  戸塚の気持は貰いました。神奈川の後。 
◎５坂本佳憲  流れの中で粘ったんですよ。師匠の前で自力。 
▲６柁原翔太  中井さんを当てにしたミス。後輩浦野。 
 ７永田秀佑  こんなハロンじゃ調子は良くない。先行。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１【５】２【３】６４ 
 
＜穴を探る＞ 南関トリオ。６－３ ６－４ 
 
２車単 ５＝２ ５＝６ ５－３ 
３連単 ５＝２－３６ 
 
 
 
 
 
 



■■４Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間１６時３７分）（電投締切１６時３４分） 
 
＜展望＞『新人「小原」試練の自力戦』 
 野球の名門、東福岡高時代はエースピッチャーとして甲子園にも出場した③（小原）、大学で
故障した事で銀行マンとして頑張っていたが、実兄将通の闘う姿に憧れて、ズブの素人から１１
３期に合格した以上は、狙うはＳ級選手、準決のパワーでこゝは押し切る事に。後は予選で連携
したばかりの地元⑥（今村）。２日目に６番手から久冨武を捲り切った⑤（薮下）が（小原）と
叩き合った時は、初日も連携していた⑦（土屋）①（鈴木）の関東コンビが狙いに成るが。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
 １鈴木達也  失格しなくて良かった。初日同様、土屋。 
 ２山口慎吾  佐藤君が強くてビックリ。初日同様、薮下。 
◎３小原亮哉  今日は初日より良かった。先行基本。 
 ４橋本大祐  難しいレースでした。こゝも決めず。 
×５薮下直輝  初日の反省を生かし、落ち着いて行けた。自力。 
○６今村康志  山口敦が強かった。初日に任せた小原。 
▲７土屋 宏  菅藤は作戦通りでした。何かします。 
 
＜展開予想＞ 
←【３】６ ４【７】１【５】２ 
 
＜穴を探る＞（土屋）の捲りを。７－１ ７－５ 
 
２車単 ３＝６ ３＝７ ３－５ 
３連単 ３－６＝５７ 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間１７時０２分）（電投締切１６時５９分） 
 
＜展望＞『近歴上位「寺井」首位の一番手』 
 ３歳から２０年間スキーに打ち込んだ②（寺井）、競輪選手に成った以上は、アルペンスキー
からガールズ選手として大成してる奥井迪（東京）みたいに成りたいで努力したのが前４場所の
成績だが、今回は格上の前に力不足を露呈しているが、２度の優出と早くも２勝は、このメンバ
ーでは光っている。対抗は沖縄の有望レーサー③（比嘉）、前々に攻めて１１４期で連独占して
いるか。実績の①（白井）は、１枠を利す事での単進出。自力の⑤（矢野）に巧者⑥（浦部）、
そして自力に目覚めた④（橋本）も展開次第では。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１白井美早子 実は弥彦で腰を痛めたんですよ。前々。 
◎２寺井えりか 橋本さんに締められたのが痛かった。先行。 
○３比嘉真梨代 仕掛け遅れたのが全て。前々です。 
 ４橋本佳耶  叩けたのは良かった。こゝも先行です。 
▲５矢野光世  見過ぎてしまったのが。自力です。 
 ６浦部郁里  徐々に良く成ってます。前々。 
 ７吉田夢姫  力不足なので練習します。前々です。 
 
＜展開予想＞ 
←【２】【１】【３】６【４】【５】７ 
 
＜穴を探る＞（矢野）の捲り。５－１ ５－３ 
 
２車単 ２＝３ ２＝５ ２－１ 
３連単 ２－３＝１５ 
 
 
 
 
 
 
 



■■６Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１７時２９分）（電投締切１７時２６分） 
 
＜展望＞『元気印の「大沼」がハッスル先行』 
 連日鐘の音が鳴る前には誘導を交して逃げてる①（大沼）、体も大きいが肝玉もでっかいスケ
ール大きい根っからの先行屋は引退する迄逃げ続けるのでは、こゝは捲りの③（高倉）と２分戦
なら迷う事なく逃げている。後はやっと支部長職から解放された⑨（阿部）、もうやるだけの事
はやって来たので余生を楽しむためにもしっかり番手は守る。⑦（小坂）迄のラインは長い。２
日目にやっとらしさを発揮した②（中島）は⑤（榎田）に任されたならば、（大沼）の番手は充
二分に考えられる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１大沼孝行  つい突っ張ってしまったんですよ。先行。 
×２中島義之  佐野が仕掛けてくれたから。前々としか。 
△３高倉俊宏  捲れないでは力不足。２車でも自力。 
 ４柴田昌樹  松井さんに入れて貰ったのに。単騎自在。 
 ５榎田浩二  バック踏み切れず切り替えた。中島です。 
 ６村上清隆  このメンバーなら九州の後です。 
注７小坂 勇  藤本の気持は嬉しかった。阿部さん。 
 ８本田 博  内に降りて位置を取りに行ったんですよ。高倉。 
○９阿部康雄  この着が現在の脚でしょう。初の大沼。 
 
＜展開予想＞ 
←【１】９７ ２５【４】【３】８６ 
 
＜穴を探る＞（高倉）３日目こそは。３－１ ３－９ 
 
２車単 １＝９ １－３ １－２ 
３連単 １－９－２３７ 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１７時５６分）（電投締切１７時５３分） 
 
＜展望＞『こゝでは「小岩」のパワーが断トツ』 
 初日予選は中井大介を寄せ付けなかった⑨（小岩）、準決は絶対本命の同級生、嶋津拓弥を相
手に後手踏んでる様ではダメだけど脚の方は確実に戻って居り、こゝは格下⑥（藤本）⑦（佐
野）との３分戦ならば、余程のアクシデントが生じない限り首位は不動視される。マークするの
は先輩④（川野）、２日目に捲った脚色であれば抜けはしなくても付いては行けそう。③（中
塚）迄が九州ライン。①（鮒田）は調子一息なのが。意外に良いのは動けてる（藤本）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１鮒田博文  何度もバック踏んだのが。佐野の番手。 
 ２永井 亮  勝俣さんを待った分遅れた。藤本君。 
注３中塚記生  高倉に千切れてる様では。大分の後。 
○４川野正芳  本田さんと連携外れたので仕掛けた。哲也。 
 ５青山佐知男 竹内君に任せた結果。東で３番手。 
×６藤本龍也  やるだけの事はやりました。自力です。 
 ７佐野洋継  悪くないが、出が悪い。自力です。 
 ８松井英幸  柴田を入れてやったのが。鮒田の後。 
◎９小岩哲也  嶋津を逃がしてはダメですよね。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】４３【７】１８【６】２５ 
 
＜穴を探る＞（小岩）の首位で薄目。９－７ ９－５ 
 
２車単 ９－４ ９－１ ９－６ 
３連単 ９－４＝１３ ９－６＝２ 
 
 
 



 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１８時２３分）（電投締切１８時２０分） 
 
＜展望＞『果敢「中尾」には実績の「坂田」』 
 準決勝で連携してる⑨（中尾）と①（坂田）、何とかしようと頑張ったけど実力Ｓワントップ
クラスの吉田茂生には手も足も出なかったが、このクラスでは充二分に通用するし、前に成った
（中尾）は（坂田）だけでなく、長老⑧（橋本）と決める先行で頑張り抜く。番手の（坂田）な
ら残す事は余裕でやれる成績に実力。②（米原）に任された⑦（小原）は、捌くより自力には自
信を持ってるので捲りを出すか、流れでは先行も辞さずの実力気鋭。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１坂田 章  準決勝で頑張ってくれた中尾に再度。 
×２米原大輔  石橋に入られたのが。小原に任せる。 
 ３服部竜二  前の河村が離れてはね。決めず。 
 ４勝俣 亮  大沼さんを残せず悪かった。単騎自力。 
 ５丸山貴秀  花田に付いて行けて良かった。同期生の竹内。 
 ６竹内優也  力不足でした。２車でも自力。 
△７小原将通  小岩さんに任せての事なので。自分でやる。 
注８橋本忠延  同県の後輩、坂田に任せます。 
○９中尾 翔  吉田さんに脚負けですね。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【９】１８【７】２３【６】５【４】 
 
＜穴を探る＞（小原）捌くか捲り。７＝２ 
 
２車単 １＝９ １－７ １－２ 
３連単 １－９－２７８ 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間１８時５０分）（電投締切１８時４７分） 
 
＜展望＞『今度こそ京都コンビで決める』 
 ７割方調子は戻ってる⑨（西谷）、準決はこゝの①（河村）と服部竜二に任された事で、タイ
ミングも考えず捲りに行ったら瓜生崇智に合わされて行けなかったが、踏み出した時はブッ千切
るのではと思われたスピードならば、このレースは多分大丈夫。心配は準決で離れた先輩（河
村）だけど、そこは実力者なので。⑤（金山）迄の近畿ラインは強力過ぎる。抵抗するのは逃げ
たら強い⑦（花田）か。後はＳ級でもまれたこれからのヤング②（福田）に、巧者⑧（塩川）。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１河村章憲  西谷の出脚に切れたので、今度こそは。 
×２福田拓也  何故か離れた。花田さん。 
 ３黒田大介  吉田は強過ぎです。決めずにします。 
 ４仲松勝太  最後は伸びてるので悪くない。単騎。 
△５金山栄治  この展開は想定外でした。京都の後。 
 ６木村 勉  切り替えで疲れた。黒田さん。 
注７花田将司  事故点満杯なのが。１着で良かった。自力。 
 ８塩川真一郎 金山さんに任せての事なので。東の３番手。 
◎９西谷岳文  早目に仕掛けたが脚負けです。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】２８ ４ ３６【９】１５ 
 
＜穴を探る＞（花田）の逃げに（福田）。２－７ ２－８ 
 
２車単 ９＝１ ９－５ ９－２ 
３連単 ９－１＝５ 
 
 
 



 
■■１０Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間１９時２０分）（電投締切１９時１７分） 
 
＜展望＞『仕上ってる「山口敦」２度目の優勝』 
 初日は流れで捲りに成ったがハロン１１秒６は実力以外何もない⑦（山口）、準決勝は突っ張
り先行で、凄い勢いで来た⑤（佐藤）を合わせての逃げ切りは将来性大、こゝは同期の①（ラモ
スレオ）とは別線自力で３連勝を狙う事にする。後を主張したのは自力を残してる③（中井）。
しらびその合宿では佐藤慎太郎（７８期）より強かったと評判の（ラモス）は、単騎を良い事に
狙うは捲りでの初優勝。追加だけど連勝で勝ち上がった⑥（竹村）は、先行とコメントしてる先
輩④（伊藤）の番手で恵まれる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
▲１ラモスレオ 師匠から喝入れられたのが良かった。単騎。 
 ２菅藤 智  作戦通りでした。こゝは自力です。 
○３中井 修  ３着は狙い通り。行けるなら山口敦君。 
 ４伊藤貴史  竹村と決まり良かった。２車でも先行。 
 ５佐藤裕輝  捲れたと思ったが①番が強かった。菅藤さん。 
×６竹村達也  伊藤先輩のお蔭です。再度任せます。 
◎７山口敦也  初日の反省を生かして逃げた。先行基本。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】３【２】５【４】６【１】 
 
＜穴を探る＞ 単騎（ラモスレオ）のＶ。１－３ １－６ 
 
２車単 ７＝３ ７＝１ ３－１ 
３連単 ７＝３－１６ 
 
 
 
 
■■１１Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間１９時５５分）（電投締切１９時５２分） 
 
＜展望＞『連勝「山原」パワーでの完全Ｖ』 
 連日男でも出せない様なタイムで連勝していても、そこ迄喜んでなかったのは①（山原）、ど
うやら使用してるディスクが合ってないそうで、それでも勝ち続けてるのは小倉バンクで練習し
てる成果なのかも、こゝは③（石井）だけでなく⑥（長澤）とトップを形成してるライバルとの
闘いに成るが、勢いで優勝するものと信じて。２日目に危うくこけそうに成り、逆に闘志に火が
点いた（石井）のレースセンスと決め脚は互角以上。連日調子の良さを存分にアピールしている
（長澤）は雑草の逞しさでＶ奪取。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１山原さくら １着取っても不安しか無いですね。優勝狙う自力。 
 ２高橋朋恵  山原さんに付け切れなかったでは。自在。 
○３石井寛子  長澤さんの振りで落車しそうに成った。自在に優勝。 
 ４田中まい  流れに乗れてるし悪くない。自力・自在。 
 ５元砂七夕美 バックで仕掛けなかったのは反省。前々自在。 
△６長澤 彩  最後に振る悪い癖が出たのは反省。自力です。 
×７加藤 恵  ２着ならば悪くない。力出し切る競走。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】【３】【４】【１】２【６】５ 
 
＜穴を探る＞（長澤）の捲り。６－１ ６－３ 
 
２車単 １＝３ １－６ ３－６ 
３連単 １－３－６７  ３－１－６７ 
 
 
 
 
 



 
■■１２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２０時３５分）（電投締切２０時３２分） 
 
＜展望＞『完調「吉田茂」がＶ最短』 
 初日の逃げも圧巻だった⑤（吉田）、準決勝で後の先輩③（白井）に気を遣い乍ら逃げ切った
パワーは本物で、この力があれば特進を狙える程、来月締め切りのレインボーファイナルは目下
８番目なら、優勝してグッと引き寄せる事にする。後を固めるのはベテラン（白井）。初日特選
で（吉田）の逃げを捲ってる②（嶋津）も充実し切って居り、ラインの④（石橋）とは別に成っ
たが、準決同様⑦（坂本）が付いてくれるので、存分にパワー発揮する。九州は準決勝の逃げ切
りに気分良くした新鋭①（瓜生）には、準決同様⑨（中井）⑧（山崎）でガッチリスクラムを組
む。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
×１瓜生崇智  後３人なので逃げと決めました。先行基本。 
○２嶋津拓弥  ラインで決められて良かった。自力で優勝。 
△３白井一機  茂生（吉田）に連れて行って貰った。任せます。 
注４石橋慎太郎 あれで前を抜けないとはね、単騎です。 
◎５吉田茂生  白井さんとワン・ツーが嬉しい。決める自力。 
 ６高橋紀史  嶋津さんに世話に成ったので再度３番手。 
 ７坂本将太郎 嶋津さんを抜けるとは思わなかった。再度。 
 ８山崎岳志  内だけを締めてたんですよ。こゝも３番手。 
 ９中井大介  全部瓜生がやってくれました。信頼です。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】３【４】【１】９８【２】７６ 
 
＜穴を探る＞（嶋津）の捲り。２－７ ２－６ 
 
２車単 ５＝２ ５－３ ５－１ 
３連単 ５－２＝３４ 
 
 
 
 
 


