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■■１Ｒ■■出走表（本命率４０％）（発走時間２０時４０分）（電投締切２０時３７分） 
 
＜展望＞『１１３期ルーキー「前川」の可能性に』 
 野球で鍛えた運動能力で何とか身を立てたいで、福島県はいわき市に在る競輪選手養成所、大
谷ジムに入門した⑦（前川）、そこで知り合った飯野祐太（９０期）に弟子入りしてデビューし
たが、正直言って苦戦してるのが現実だけど、このメンバーは力の出し惜しみをしない限り、逃
げか捲りで予選初勝利のチャンス。後は３期目と言っても余裕ある①（高田）、３前回の松山以
来の２勝目は考えられる。九州は１１１期の⑤（中野）に任せるのは、まだまだやれる③（植
田）、調子良さそうなのは楽しみ。追い込みに変身している②（真鍋）は捌きで単進出。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１高田敏広  東ラインで、初めての新人前川に任せる。 
▲２真鍋伸也  三好さんに任されたので前々です。 
×３植田幸仁  練習はしてるから調子は大丈夫。中野の番手。 
 ４三好英次  勿論、真鍋に任せますよ。 
 ５中野真吾  ３期目なので点数上げたい。勝ち上がる自力。 
 ６今村清二  このまゝでは今年一杯ですね。決めず。 
◎７前川大輔  飯野祐太さんの弟子です。先行基本の自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１ ６ 【２】４【５】３ 
 
＜穴を探る＞（真鍋）捌くか捲り。 ２－４ ２－３ 
 
２車単 ７－１ ７＝２ ７－３ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 

第１日 



 
 
■■２Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２１時００分）（電投締切２０時５７分） 
 
＜展望＞『潜在能力高い「龍門」が人気に応える』 
 サッカーの名門高で活躍し、勇躍競輪選手としてデビューした①（龍門）、それだけの運動神
経を生かしてるとは思えないが、まだ努力次第ではどれだけでも強く成る若さに体力があり、小
倉はどちらと言えば好走してるイメージがあるので、自在を使い分けての首位。後は③（池田）
が⑦（梶原）と折り合い、西でまとまる事に。１１３期の適性レーサー⑤（山田）は死に物狂い
で練習する事か。展開では何でもやれる②（桜井）は④（前田）と決める捲り策。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１龍門慎太郎 来期は２班に戻るし、今期も取りたい。自力・自在。 
△２桜井宏樹  前田さんに任された以上は自力。 
×３池田大輔  同級生梶原と話して西で３番手です。 
 ４前田義秋  ３期目だけど体が動く以上は頑張る。桜井君。 
 ５山田祐太  大谷ジム出身で、師匠は飯野祐太さん。自力。   
 ６筒井建次  桜井君には悪いけど、山田君の番手。 
○７梶原秀庸  来期は２班。池田と話して龍門の番手に成りました。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】６【１】７３【２】４ 
 
＜穴を探る＞（桜井）の捲り。 ２＝４ ２－５ 
 
２車単 １＝７ １－２ １－３ 
３連単 １＝７－２３ 
 
 
 
 
 
 
 
■■３Ｒ■■出走表（本命率７５％）（発走時間２１時２０分）（電投締切２１時１７分） 
 
＜展望＞『気合が違う「陶器」首位の好機』 
 日競選の常務として頑張ってる古原勝巳（６０期）の片腕として、支部長代行の職をしっかり
こなしている①（陶器）、岸和田競輪場に常駐してる事で、時間が空けば集中して練習してるの
が今期の成績、こゝは近畿の後輩⑦（元砂）を目標にしっかり１着を決める事にする。ルーキー
（元砂）は、先にデビューした弟（勇雪）・妹（七夕美）の後を追って上位を目指す楽しみな自
力型。近畿の後を③（鳥丸）が主張した事で、⑤（堀）は単騎で３着内を狙う事に。②（長谷
川）⑥（宮田）の埼玉コンビは、自在の④（渡邊）を選択。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１陶器一馬  公務（支部長代行）で忙しいですが、調子は良い。元砂。 
×２長谷川辰徳 宮田さんと話をして、初めての渡邊君。 
 ３鳥丸晃順  近畿の後から組み立てます。 
△４渡邊颯太  今期はどうしても７０点はクリヤーします。自力主体。 
 ５堀 検正  納得したいので単騎で何かします。 
 ６宮田達也  埼玉の後輩長谷川に任せます。 
○７元砂海人  小倉は１１３期の入試以来。先行で頑張ります。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１３【５】【４】２６ 
 
＜穴を探る＞（渡邊）が捌く。 ４－７ ４－２ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－２ 
３連単 １－７－２３４ 
 
 



 
 
■■４Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２１時４０分）（電投締切２１時３７分） 
 
＜展望＞『上昇ルーキー「上野」が逃げ切る』 
 熊本国府高校迄は野球に打ち込んだ⑦（上野）、ズブの素人から競輪選手に成ると決めて選ん
だ師匠は名レーサー倉岡慎太郎（５９期）、兄弟子格の中本匠栄に同期、嘉永泰斗と練習する事
で一走毎に力を付けた結果が３前回松戸の初優勝であり、この高得点、小倉は初めてだけど、軽
いバンクは脚質マッチなら取りこぼす事は無さそう。①（藤野）③（中村）で後を固めるが（上
野）のスーパーダッシュに付け切れる保証は無いので。やっと良かった頃の脚力に戻った②（櫻
井）の機動力が対抗。スピードある④（古川）の自力が続く。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
△１藤野貴章  上野とは７月の地元で連携してるんですよ。 
○２櫻井利之  やっと闘える体調に成ったのでこれから。自力。 
 ３中村 賢  藤野が点数上なので３番手固める。 
×４古川 喬  小倉のバンクは好きですね。自力主体。 
 ５細川秀勝  まだまだ頑張りますよ。櫻井に離れん様に。 
 ６高橋由記  ３期目なので練習してます。古川の番手。 
◎７上野優太  小倉は初めて。ラインで決める先行です。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１３【２】５【４】６ 
 
＜穴を探る＞（上野）から薄目。 ７－３ ７－５ 
 
２車単 ７－２ ７－１ ７－４ 
３連単 ７－２＝１５ ７－４－２６ 
 
 
 
 
 
 
■■５Ｒ■■出走表（本命率６０％）（発走時間２２時００分）（電投締切２１時５７分） 
 
＜展望＞『快速「菅田」復活の激走』 
 小倉ではＳ級で優勝がある①（菅田）、不運な大怪我が続いてＡ級に甘んじているが、素質は
従兄弟の壱道（９１期）以上で、しっかりした練習をやれば来期のＳ級は立派に通用するハイパ
ワー、こゝは⑦（丸山）と２車なら前を取って突っ張り通すか、それでも⑤（吉岡）が飛び出し
た時はサッと下げての捲りで押し切っている。マークする（丸山）は踏み出しに難があるのは少
しだけ心配。（吉岡）の番手②（蓮井）は総合力で北の２人をリードしてるので、巧みに（吉
岡）を逃がす事に全力を投じる。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１菅田和宏  小倉のバンクは大好き。人気に応える自力。 
▲２蓮井祐輝  残りの２ヶ月間で点数上げてＳ級は取る。吉岡です。 
 ３若原英伸  連携ある石貞の好きに走って貰う。 
 ４高嶋一朗  やっと練習出来る様に成った。四国の後。 
×５吉岡伸太郎 ライン出来る以上は自力で頑張ります。 
 ６石貞有基  厳しい成績ですけど、自力で頑張ります。 
○７丸山貴秀  和宏（菅田）のダッシュに離れない様にします。 
 
＜展開予想＞ 
←【５】２４【１】７【６】３ 
 
＜穴を探る＞ 四国コンビで仲良く。２－５ 
 
２車単 １＝７ １＝２ １－５ 
３連単 １－７＝２５ 
 
 



 
 
■■６Ｒ■■出走表（本命率７０％）（発走時間２２時２０分）（電投締切２２時１７分） 
 
＜展望＞『追い込みに転向した「金山」が決める』 
 先行１本でＳ級それも上位に君臨した①（金山）、特別の優参もあれば記念Ｖもある広島輪界
の第一人者も現在はすっかり滋賀の住人と成り、自力から追い込みに転向したのが最近の成績、
こゝは任せた事がある⑦（菱田）に任せての首位。任された（菱田）は２４日奈良で開催された
近畿地区プロで大活躍したばかり、自力主体に展開次第では何でもやれるのは７車立に合ってる
し、小倉バンクにマッチ。縦脚ある④（岡崎）が３番手を固めるラインが本線。中村浩士道場で
練習してる⑤（内田）は穴党に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１金山栄治  自力は考えてないので、菱田と一緒は嬉しい。 
 ２梶原亜湖  弟子達と練習してます。ライン大事に内田。 
 ３服部正博  小倉は好きなバンク。自力です。 
△４岡崎昭次  練習してから再起したんですよ。近畿の後。 
×５内田 淳  師匠は和泉田喜一さん。先行主体の自力。 
 ６三上隆幸  服部の番手に行きます、初連携。 
○７菱田浩二  地区プロは４キロ団抜きと４キロ個抜きで優勝。自力。 
 
＜展開予想＞ 
←【７】１４【５】２【３】６ 
 
＜穴を探る＞（内田）のパワー。５－１ ５－７ 
 
２車単 １＝７ １－４ １－５ 
３連単 １－７＝４５ 
 
 
 
 
 
 
■■７Ｒ■■出走表（本命率８０％）（発走時間２２時４０分）（電投締切２２時３７分） 
 
＜展望＞『このメンバーでは「馬場」が傑出』 
 ８月始めの当地ミッドナイトで捲りを決めて、齋藤和伸を振り切り、優勝してる①（馬場）、
それからは自力に徹した事もあり、優勝からは遠去かり、Ｓ級点も割ってしまったのは不安でし
かないが、同型④（吉田）⑥（境）が相手ならば逃がして捲れるし、逃げてしまえば捲らせない。
番手はいざと成れば自力は残してる⑦（植草）、前回松山２勝の脚力に調子で逆転首位。調子上
げてる②（光畑）は逃げる条件で（吉田）の番手に決めたが、⑤（橋本）は決めずに３連対を狙
う事に。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
◎１馬場和広  小倉は８月に優勝して以来。自力です。 
×２光畑政志  １着取れてるし、悪くはない。こゝは吉田の番手。 
 ３坂口樹隆  調子は普通ですね。後輩境に任せる。 
△４吉田篤史  練習してるから調子は良いです。先行基本。 
 ５橋本勝弘  このメンバーなら東の３番手からにします。 
 ６境 啓亨  坂口先輩に迷惑掛けない自力。 
○７植草亮介  調子は良いですよ。初めての馬場君。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】２【１】７５【６】３ 
 
＜穴を探る＞ 本命で決まる組み合わせ。 
 
２車単 １＝７ １－４ １－２ 
３連単 １＝７－２４ 
 
 



 
 
■■８Ｒ■■出走表（本命率６５％）（発走時間２３時００分）（電投締切２２時５７分） 
 
＜展望＞『１１１期ルーキー「森川」には地元「長野」』 
 実兄の大輔（９２期）同様、スピードには自信ある⑦（森川）、それでナショナルチームの予
備軍に選ばれ、伊豆のベロドロームで練習してるスプリンターに小倉のドームバンクは脚質マッ
チして居り、①（長野）③（田中）の地元コンビを連れて、逃げか捲りで押し切ってこその器。
地元は５割増の（長野）なら、逆転の方が人気かも。Ｓ級の経験もある、宮城は三浦３兄弟の長
男⑤（雄大）は捲り主体だが、②（高塩）④（齋藤）の関東勢に任されたなら逃げるか、流れで
は（森川）の番手で粘る。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１長野和弘  地元は頑張りますよ。初めての森川です。 
 ２高塩譲次  補充３連発の疲れは大丈夫。三浦君の番手主張。 
×３田中孝法  今期は２班の点は取ります。長野さんの後。 
 ４齋藤昌弘  前回の立川でも連携した高塩に任せる。 
△５三浦雄大  新人が相手ですね、考えた自力です。 
 ６岡崎哲昌  番手含め前々から頑張ってみます。 
◎７森川康輔  地元に任されたんですね、自力です。 
 
＜展開予想＞ 
←６【７】１３【５】２４ 
 
＜穴を探る＞（三浦）の捲り。５－２ ５－７ 
 
２車単 ７＝１ ７－５ ７－３ 
３連単 ７＝１－３５ 
 
 
 
 
 
■■９Ｒ■■出走表（本命率５０％）（発走時間２３時２０分）（電投締切２３時１７分） 
 
＜展望＞『抜群の安定感は来期Ｓワン「島田」』 
 心筋梗塞で１年前の７月に倒れた⑦（島田）、半年間の治療で復活したら倒れる前より大活躍、
それが来期のＳ級１班返り咲き、今期は随所で痛烈差を発揮して、来月伊東のレインボーファイ
ナルも決めて居り、こゝは九州の後輩①（瀬戸）に任せて３連対は外さない。その（瀬戸）は故
障した事もあり４連続して優出に失敗してるが、いざと成れば何でもやれる若者なので。しっか
り位置取りをしてからの捲りを主戦法にしている②（吉原）の実力に、逃げる事に迷いが無いハ
イパワー③（藤井）は当然頭からの狙い。（藤井）に決めた⑤（高橋）に、④（佐藤）⑥（富
永）の愛知コンビ迄伯仲。 
 
＜出場予定選手コメント＞ 
 
○１瀬戸栄作  小倉は７月に走ってます。島田さんに迷惑掛けない自力。 
▲２吉原友彦  調子は普通。単騎で自在です。 
×３藤井昭吾  調子は良いですよ。小倉も好き。何時も通りに自力。 
 ４佐藤健太  落車後だけど走る以上は大丈夫。前々自力・自在。 
 ５高橋清太郎 ４連続優出で乗って来た。初Ｓ級は狙う。藤井君。 
 ６富永益生  豊橋記念で２日間誘導してた。後輩健太。 
◎７島田竜二  レインボーファイナルも決めたし良好。瀬戸君。 
 
＜展開予想＞ 
←【４】６【２】【１】７【３】５ 
 
＜穴を探る＞（藤井）のパワー。 ３＝５ ３＝２ 
 
２車単 ７＝１ ７＝２ ７－３ 
３連単 ７－１＝２３ 
 
 


