
₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

※実際の賞品の色やデザインが、掲載写真とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※ご当選の権利及び賞品の譲渡・交換・換金はできません。また、 オークション出品等での転売、譲渡もご遠慮ください。

電話投票
レース場コード 0 4 ＃

ボートレース平和島ホームページ

ボートレース平和島 検索➡

平和島から感謝を込めて、合計550名様に

総額157万円をキャッシュバック！

当キャンペーンに事前にエントリーし、ボートレ
ースクラシック開催期間中の3月17日㊋〜22日㊐
の6日間にボートレース平和島で一定額以上電話
投票された方の中から、抽選で合計550名様に総
額157万円をキャッシュバック！

RankA 節間合計6万円以上  購入のお客様

ダイヤモンド賞 現金10万円 1名様

ゴ ー ル ド 賞 現金 4万円 16名様

RankB 節間合計6,000円以上  購入のお客様

シ ル バ ー 賞 現金 1万円 33名様

ブ ロ ン ズ 賞 現金 1,000円 500名様

※RankＡ対象のお客様は、自動的にRankＢも対象となります。

※ 必ず電話投票キャンペーンの登録フォームからご
登録をお済ませください。電話投票だけでは抽選
対象になりませんのでご注意ください。

※ 一度登録されると、登録解除するまでキャンペーンの対象となり
ます。

※ ご登録いただいた個人情報は当該電話投票キャンペーン以外の目
的には一切使用いたしません。

※賞金はお客様のテレボート口座への振込となります。当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。

❶ Twitterから応募 ❷ 応募フォームから応募
応募方法

〒105-8799　
日本郵便芝支店留「SG第55回ボートレースクラシックオープン懸賞」事務局　行
■オープン懸賞事務局/0570-003-033（平日9：00～17：00）

応募宛先

応募期間

キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
応募ハガキをPDFでダウンロード。印刷して応募ください。

ボートレース平和島詳しくはWebで！ QRコード

STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日） 当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。

❶ Twitterから応募 ❷ 応募フォームから応募
応募方法

〒105-8799　
日本郵便芝支店留「SG第55回ボートレースクラシックオープン懸賞」事務局　行
■オープン懸賞事務局/0570-003-033（平日9：00～17：00）

応募宛先

応募期間
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campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
応募ハガキをPDFでダウンロード。印刷して応募ください。

ボートレース平和島詳しくはWebで！ QRコード

STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

事前エントリー制

当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。
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クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。
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当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
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よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。
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Special
電投キャンペーン

賞  

金

エントリーはこちら

当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
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※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
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応募方法

〒105-8799　
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STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日） 平和島deポイントクラブ会員の方

新規入会の方は
ここにアクセス

平和島deポイントクラブ 検 索

ＳＧ第55回ボートレースクラシックのレースを電話投票で
購入すると平和島deポイントクラブの付与ポイントがアップ！

●優勝戦購入で、「hey!ポ」４倍！
●ドリーム戦・準優勝戦・特別選抜（Ａ・Ｂ）戦･ピースター選抜戦購入で「hey!ポ」３倍！
●上記以外のすべてのレース購入で、「hey!ポ」２倍！
※電話投票会員に新規入会の方の平和島deポイントクラブへの入会は、
本人情報確認の都合上２週間程度かかりますので、ご了承ください。
※通常のキャンペーンのポイント付与と併用できません。

●未成年者は舟券を購入できません。●無理のない資金でお楽しみください。

電話投票
レース場コード 0 4 ＃ ●�電話投票は朝7時から発売します。

場外発売 ����全国のボートレース場およびチケットショップで場外発売�
（場外締切時刻は本場発売締切の1分前です）

特設サイト
第1Ｒ
スタート展示10：15 第12Ｒ

本場発売締切16：30 開門　9：00 地上波・ＢＳ
3月21日㊏・22日㊐

ラジオ
3月22日㊐

●放送局・放送時間などは当日の新聞などでご確認ください。

ＣＳ
全日程

JLC680

テレビ＆
ラジオ

実況中継



短期決戦、ＰＧⅠ第1
回ＢＢＣトーナメント
のチャンピオン。決勝
戦の枠番抽選で見事1
枠を引いた強運ぶりは今回のモーター抽選でも注
目どころ。
　 3度目のクラシック制覇を狙う桐生順平（埼
玉）、一昨年のクラシック覇者である井口佳典

（三重）、ほかに白井英治（山口）、柳沢一（愛知）
ら強豪がひしめく。

エース濱野谷が迎え撃つ
　地元の東京支部から
は5人が出場。東都の
エース・濱野谷憲吾

（東京）は07年の平和
島クラシック覇者でもあり、2度目の地元ＳＧ獲
りへ照準。昨年のヤングダービー優勝で頭角を現
してきた永井彪也（東京）も結果を残したい。

岡　　浩司●『デイリースポーツ』

令和元年ＭＶＰ石野が貫禄示す
　今年のＳＧ戦線は平
和島で始まり、年末の
平和島で終わる。いよ
いよ開幕するクラシッ

ク。まず注目は昨年のグランプリ覇者、石野貴之
（大阪）がどんなスタートを切るか。1月には若松
ダイヤモンドカップで早くもＧⅠタイトルをゲッ
ト。14年グランプリで優出実績がある平和島で、

令和元年のＭＶＰ男が
今年も貫禄を示す。も
ちろん毒島誠（群馬）
も黙っていない。平和
島では一昨年にＧⅠを優勝。夏場に調子を上げて
くるスロースターターだが、充実一途の手腕で栄
冠を狙う。

吉川元がクラシック連覇を狙う
　ベテラン勢では吉川元浩（兵庫）の連覇に期待

が懸かる。昨春はクラ
シックからオールスタ
ーも制して序盤の賞金
バトルをリード。その
再現を狙う。昨年のオーシャンカップで復活を果
たした瓜生正義（福岡）、クラシック2冠で1月に
は若松と浜名湖でＧⅠ優出した松井繁（大阪）ら
の底力も健在だ。
　昨秋以降、成績以上にモーターを噴かせていた
田村隆信（徳島）は平和島で開催された4日間の

ＳＧボートレースクラシック　歴代優勝者
回 開催場 優勝者

第29回 平和島 大森　健二
第30回 平和島 服部　幸男
第31回 平和島 中道　善博
第32回 住之江 西島　義則
第33回 丸　亀 西島　義則
第34回 児　島 今垣光太郎
第35回 浜名湖 矢後　　剛
第36回 尼　崎 烏野　賢太
第37回 平和島 野澤　大二
第38回 戸　田 西村　　勝
第39回 福　岡 今村　　豊
第40回 多摩川 笠原　　亮
第41回 平和島 中澤　和志
第42回 平和島 濱野谷憲吾
第43回 児　島 松井　　繁
第44回 多摩川 池田　浩二
第45回 平和島 山口　　剛
第46回 戸　田 震災のため中止
第47回 戸　田 馬袋　義則
第48回 平和島 池田　浩二
第49回 尼　崎 松井　　繁
第50回 尼　崎 桐生　順平
第51回 平和島 坪井　康晴
第52回 児　島 桐生　順平
第53回 浜名湖 井口　佳典
第54回 戸　田 吉川　元浩

回 開催場 優勝者
第1回 平和島 長瀬　忠義
第2回 住之江 竹内　虎次
第3回 住之江 石川　　洋
第4回 戸　田 岡本　義則
第5回 住之江 加藤　峻二
第6回 蒲　郡 松尾　幸長
第7回 福　岡 石黒　広行
第8回 浜名湖 鈴木　文雄
第9回 常　滑 彦坂　郁雄
第10回 下　関 石原　　洋
第11回 住之江 常松　拓支
第12回 下　関 山本　泰照
第13回 丸　亀 北原　友次
第14回 浜名湖 松尾　泰宏
第15回 蒲　郡 中本　逸郎
第16回 児　島 平尾　修二
第17回 下　関 彦坂　郁雄
第18回 平和島 高峰　孝三
第19回 常　滑 増沢　良二
第20回 平和島 黒明　良光
第21回 平和島 古川　文雄
第22回 蒲　郡 国光　秀雄
第23回 戸　田 彦坂　郁雄
第24回 戸　田 高橋　博文
第25回 平和島 岩口　昭三
第26回 平和島 野中　和夫
第27回 蒲　郡 鈴木　幸夫
第28回 戸　田 植木　通彦

● 第46回大会は「ＳＧ東日本復興支
援競走」として2011年8月に代替
開催（優勝者・重野哲之）

濱野谷憲吾
3590　HAMANOYA�KENGO　東京支部

福来　　剛
4095　FUKURAI　TSUYOSHI　東京支部

若林　　将
4335　WAKABAYASHI�SYO　東京支部

永田　秀二
4430　NAGATA�SYUJI　東京支部

永井　彪也
4688　NAGAI�HYOYA　東京支部

「今期は平和島でＦをして、90走の目途が立つまで
スタートは控えていました。今回は慎重になりつつ
も攻めたいですね。いつもＦ休みで体重が増えちゃ
うんですが、今回は53㎏で前検入って、節間で51㎏
台を目標にします。
　平和島は24場で一番走っているレース場なので、
慣れもあるし、気合も入ります。今年は平和島でグ
ランプリもあるので、自分の集大成を見せる気持ち
で行きます」

　「ＳＧ初出場まで長かったですね。同期がＳＧに
出ているのは嬉しい反面、置いて行かれている感覚
もあった。やっと同じ舞台に立てるので、ワクワク
しています。最近も良いリズムで走れていますし、
レーサー人生で最も充実しています。
　今年は平和島でグランプリも開催されるので、今
年の後半になって、賞金ランクで良い位置にいられ
たら意識したい。そのためにも、クラシックでは持
てる力を全部出し切るつもりです」

「平和島は好きな水面です。狭くてダッシュが利く
ので、行き足と伸びが必要になると思います。そう
いう調整が合うエンジンを引ければ、クラシックで
もチャンスは十分あります。
　去年は大村メモリアルに出場して、『エンジンが
しっかりと動いていれば、ＳＧでも戦えるんだな』
って思いました。地元ＳＧだと気負わずレースに臨
みたいですね。大村では準優に乗れたので、平和島
クラシックは優出を目指します！」

「地元のクラシック出場はずっと意識していたので、
ＧⅠ初優勝でラストチャンスをモノにできて良かっ
たです。
　今期からプロペラの修正方法を少し変えて、モー
ターに関係なく好きな体感にすることができる。し
っかり乗れているなと感じています。
　今回がＳＧ初出場だけど、地元っていうのはかな
り大きい。まずは予選中に水神祭を目標に、できれ
ばその先も目指します」

「ヤングダービーを優勝して、自分で権利を獲った
ＳＧが地元3場の1つ、平和島なのがすごく嬉しい
です。もちろん、出場するからには優勝しか考えて
いません。自分のやれることをしっかりとやって、
リズムを整えていきたいですね。
　自分はレース足を重視した調整を心掛けていま
す。平和島は良い時は『バチコーン！』とくるけど、
ハマらないとそのまま終わっちゃうので、クラシッ
クではエンジンに左右されないようにしたいです」

勝敗の鍵を握る、平和島のモーター相場

文句なしのパワー！
平和島のエースは■�号機
　断トツのエースは�号機。仕上がりが展示タ
イムに表れやすく、特にダッシュ戦の破壊力が抜
群。文句なしでＶ候補筆頭モーターだ。近況の勢
いでは正月戦から連続Ｖを飾った�号機が目立
つ。安定感では�号機。昨年6月の初下ろしか
ら好不調の波が少ない優等生だ。一方、�号機
は明らかに下降線で、近況は中堅にも届かない。
　 10傑には入っていないが、行き足から伸びが
良い�号機と�号機、昨年10月の周年Ｖモー
ターで依然としてパワフルな�号機も好素性。自分の集大成を見せる 今の力を全部出し切る 地元でＳＧ初優出狙う

―平和島クラシックへ燃える　地元東京支部5選手―

初ＳＧで水神祭目指す 調子を整えて臨みたい
順位 モーター	

番号 評価 2連率 勝率

⑥ � Ｂ 41.9％ 5.73
⑦ � Ａ 41.7％ 5.88
⑧ � Ｂ 40.9％ 5.81
⑨ � Ｂ 40.4％ 5.90
⑩ � Ｃ 40.2％ 5.59

順位 モーター	
番号 評価 2連率 勝率

① � Ｓ 49.2％ 6.43
② � Ｃ 43.1％ 5.73
③ � Ｂ 42.5％ 5.87
④ � Ｄ 42.1％ 5.65
④ � Ｃ 42.1％ 5.43

モーター2連率ベスト10（2019年6月・使用開始〜2020年2月6日）

●平和島はチルト3度まで使用できます。
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2月の当地戦でオ
ール3連対Ｖ。

伸び型に仕上がれ
ば捲りで一撃。

Ｆ持ちでも当地は
ダービーＶ歴。

穴党の期待背負う
高配当の使者。

当地65周年でＧⅠ
初優勝飾った。

6枠時はコース取
りで動きあり。

ＧⅠ初優勝してか
らリズム上昇。

当地はＧⅠ2優勝
と好成績残す。

今年早くもＶ2と
快調に飛ばす。

地元グラチャン出
場へ優出条件。

当地はＳＧ、ＧⅠ
の優勝歴あり。

ヤング王が地元で
ＳＧ初Ｖ狙う。

得意水面でＧＰ出
場を決めるか。

江戸川周年覇者は
荒水面も平気。

今年は正月から優
出外さず好調。

1月の唐津周年優
勝と好調持続。

下関ＤＣは3コー
ス捲りで優勝。

当地はＧⅠ優勝に
ＳＧ優出2回。

ＳＧ初挑戦の女王
は筋力に自信。

勝負所で今一つも
着獲りは安定。

 8.00 7.73  7.06 7.00  7.59 7.00

 6.81 6.46  6.67 7.38

 7.72 6.65  7.16 6.73

 7.88 8.05  7.57 6.11

 7.74 7.41

 7.06 6.62

 7.38 6.62

 8.77 9.13  6.29 7.14

 7.25 6.87

 7.00 5.86

 6.82 7.48

 7.73 8.21

 6.31 5.25

 7.53 6.76

3941	 いけだ  こうじ

池田	 浩二
Ａ1・愛知・41歳

3557	 おおた  かずみ

太田	 和美
Ａ1・大阪・47歳

3779	 はらだ  ゆきや

原田	 幸哉
Ａ1・長崎・44歳

4030	 もりたか  かずま

森高	 一真
Ａ1・香川・41歳

4415	 しもで  たくや

下出	 卓矢
Ａ1・福井・33歳

3388	 いまがき  こうたろう

今垣	光太郎
Ａ1・福井・50歳

4148	 えだお  まさる

枝尾	 賢
Ａ1・福岡・38歳

4444	 きりゅう  じゅんぺい

桐生	 順平
Ａ1・埼玉・33歳

4290	 いなだ  こうじ

稲田	 浩二
Ａ1・兵庫・35歳

3719	 つじ  えいぞう

辻	 栄蔵
Ａ1・広島・44歳

3952	 なかざわ  かずし

中澤	 和志
Ａ1・埼玉・43歳

4688	 ながい  ひょうや

永井	 彪也
Ａ1・東京・27歳

3897	 しらい  えいじ

白井	 英治
Ａ1・山口・43歳

4335	 わかばやし  しょう

若林	 将
Ａ1・東京・36歳

3415	 まつい  しげる

松井	 繁
Ａ1・大阪・50歳

4686	 まるの  かずき

丸野	 一樹
Ａ1・滋賀・28歳

4719	 かみじょう  のぶたか

上條	 暢嵩
Ａ1・大阪・26歳

4028	 たむら  たかのぶ

田村	 隆信
Ａ1・徳島・42歳

4611	 いまい  みあ

今井	 美亜
Ａ2・福井・29歳

4024	 いぐち  よしのり

井口	 佳典
Ａ1・三重・42歳

ＧⅠ常滑65周年・ＧⅠ常滑66周年・ＧⅠ東海地区選手権優勝 ＧⅠ芦屋67周年・ＧⅠ近畿地区選手権優勝 ＧⅠ大村67周年優勝

ＧⅠ丸亀67周年優勝 ＧⅠ平和島65周年優勝

ＰＧⅠマスターズＣ・ＧⅡ全国ＢＲ甲子園優勝 ＧⅠ江戸川64周年優勝

ＧⅠ住之江63周年・ＧⅠ福岡66周年優勝 ＧⅠ戸田63周年優勝

ＧⅠ宮島65周年優勝

ＧⅠ津67周年優勝

ＰＧⅠヤングダービー優勝

ＧⅠ大村66周年優勝 ＧⅠ江戸川63周年優勝

ＧⅠ桐生63周年優勝

ＧⅠびわこ67周年優勝

ＧⅠ下関ＤＣ優勝

ＰＧⅠＢＢＣトーナメント・ＧⅠ鳴門66周年・ＧⅠ蒲郡64周年優勝

ＰＧⅠクイーンズＣ優勝

ＧⅠ蒲郡63周年優勝

ドリーム戦　3月17日火（初日）第12レース　出場予定選手

グランプリ初制覇を成し
遂げＭＶＰに輝いた。

クラシック連覇で今年も
賞金バトルをリード。

昨年は夏以降好調でメモ
リアルとダービーＶ。

クラシックを獲ればＳＧ
グランドスラム王手。

グランプリは1ｓｔ敗退
もＧＰシリーズ優勝。

昨年はグラチャン優勝と
ＯＣ優出でＧＰ出場。

 7.81 7.52  7.26 7.14  7.95 7.33  7.42 7.13  7.18 5.80  7.11 6.854168	 いしの  たかゆき

石野	 貴之
Ａ1・大阪・37歳

3854	 よしかわ  もとひろ

吉川	 元浩
Ａ1・兵庫・47歳

4238	 ぶすじま  まこと

毒島	 誠
Ａ1・群馬・36歳

3783	 うりゅう  まさよし

瓜生	 正義
Ａ1・福岡・44歳

4262	 ばば  よしや

馬場	 貴也
Ａ1・滋賀・35歳

4074	 やなぎさわ  はじめ

柳沢	 一
Ａ1・愛知・38歳

ＳＧ第34回グランプリ優勝

ＳＧ第22回チャレンジカップ優勝

ＧⅠ住之江高松宮記念優勝

ＳＧ第54回クラシック優勝

ＳＧ第46回オールスター優勝

ＧⅠ三国66周年優勝 ＳＧ第65回メモリアル優勝

ＳＧ第66回ダービー優勝 ＳＧ第24回オーシャンカップ優勝

ＧⅠ津66周年優勝
ＳＧ第34回ＧＰシリーズ優勝

ＳＧ第29回グランドチャンピオン優勝

今年も地区選優勝
で出場権獲得。

 7.76 5.19

4497	 くわはら  ゆう

桑原	 悠
Ａ1・長崎・32歳

ＧⅠ九州地区選手権優勝

ＳＧ2優出の実績
もＧⅠＶは初。

 6.51 7.67

3849	 なかおか  まさひこ

中岡	 正彦
Ａ1・香川・42歳

ＧⅠ四国地区選手権優勝

5コース捲りで見
事ＧⅠ初優勝。

 6.59 7.41

4816	 むらまつ  しゅうじ

村松	 修二
Ａ1・広島・29歳

ＧⅠ中国地区選手権優勝

ＧⅠ初制覇で初の
ＳＧに挑戦だ。

 7.14 7.00

4430	 ながた  しゅうじ

永田	 秀二
Ａ1・東京・34歳

ＧⅠ関東地区選手権優勝

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

出場予定選手［選出順位順・ドリーム戦出場選手は上掲］　　 選手データの見方 �選手名の左上は登録番号、下は級別・支部・年齢（初日現在）　 全　国  最近6ヵ月（2019年8月1日〜2020年1月31日）の全国勝率　 平和島  最近3年（2017年2月1日〜2020年2月6日）の平和島勝率　　●病気などにより出場メンバーが変更になる場合があります。
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行き足から伸びを
仕上げて捲る。

深い進入でもスタ
ート持たせる。

センターからの捲
り一撃に期待。

Ｆ2の身も下関、
住之江で優出。

近況は手堅い走り
で大崩れなし。

当地ＧＰ出場目指
し全力で挑む。

昨年はＳＧで2勝
しともに万舟。

地元オーシャンを
目標に昨年Ｖ7。

ＳＧ初出場も地元
なら不安なし。

昨年はＳＧで苦戦
も一般戦Ｖ9。

当地は17年ダービ
ーで優出実績。

得意のパワー戦が
戻ってきた感。

機力の後押しあれ
ばコース不問。

当地ダービー王は
進入から注目。

クラシックは3大
会ぶりの出場。

ＳＧ2優出にＧⅠ
Ｖと当地好歴。

勢いに乗れば1着
量産モードに。

 6.89 7.26

 7.26 7.15

 7.18 5.27

 7.11 6.82

 7.16 7.15

 7.04 7.01

 6.74 8.00

 7.55 7.45

 7.70 7.53

 7.54 7.37

 7.61 7.68

 7.14 7.80

 7.12 5.19

 7.34 7.74

 8.05 7.94

 7.44 7.53

 7.13 6.68

4482	 もりや  みほ

守屋	 美穂
Ａ1・岡山・31歳

3159	 えぐち  あきお

江口	 晃生
Ａ1・群馬・55歳

4101	 みいしょ  たかはる

三井所	尊春
Ａ1・佐賀・40歳

4370	 やまぐち  たつや

山口	 達也
Ａ1・岡山・33歳

3984	 さかぐち  めぐる

坂口	 周
Ａ1・三重・42歳

3590	 はまのや  けんご

濱野谷	憲吾
Ａ1・東京・46歳

4237	 おおみね  ゆたか

大峯	 豊
Ａ1・山口・36歳

4063	 いちはし  たかし

市橋	 卓士
Ａ1・徳島・40歳

4095	 ふくらい  つよし

福来	 剛
Ａ1・東京・38歳

3721	 もりた  しゅんすけ

守田	 俊介
Ａ1・滋賀・44歳

3573	 まえもと  やすかず

前本	 泰和
Ａ1・広島・47歳

3946	 あかいわ  よしお

赤岩	 善生
Ａ1・愛知・44歳

4052	 おきつ  あい

興津	 藍
Ａ1・徳島・38歳

3623	 ふかがわ  しんじ

深川	 真二
Ａ1・佐賀・45歳

3737	 うえひら  しんじ

上平	 真二
Ａ1・広島・46歳

4350	 しのざき  もとし

篠崎	 元志
Ａ1・福岡・34歳

3903	 しらいし  たけし

白石	 健
Ａ1・兵庫・42歳

ＧⅡ芦屋ＭＢ大賞優勝

優勝6回（勝率7.33）

優勝5回（勝率7.12）

優勝8回（勝率7.67）

優勝5回（勝率7.27）

ＧⅡ津ＭＢ大賞優勝

優勝6回（勝率6.68）

優勝7回（勝率7.32）

優勝5回（勝率7.24）

優勝9回

優勝5回（勝率7.45）

優勝7回（勝率7.15）

優勝5回（勝率7.21）

優勝8回（勝率7.73）

優勝5回（勝率7.42）

優勝6回（勝率7.71）

優勝5回（勝率7.21）

予備選手
①4084�杉山　正樹（愛知）　②3909�佐々木康幸（静岡）　
③3473�石川　真二（福岡）　④4713�白神　　優（岡山）　
⑤4344�新田　雄史（三重）　⑥4397�西村　拓也（大阪）　
⑦4205�山口　　剛（広島）

選出除外選手
3606�川北　浩貴（滋賀）／3744�徳増　秀樹（静岡）
4166�吉田　拡郎（岡山）／4320�峰　　竜太（佐賀）
4477�篠崎　仁志（福岡）／4494�河合　佑樹（静岡）
4885�大山　千広（福岡）

今年は若松と唐津
のGⅠで優出。

豪快な印象も柔軟
なさばき増加。

 7.26 6.65 7.19 6.50

4371	 にしやま  たかひろ

西山　貴浩
Ａ1・福岡・32歳

4450	 ひらたか  なな

平高	 奈菜
Ａ1・香川・32歳

優勝5回（勝率7.01）優勝5回（勝率7.09）

ＧＰシリーズで初
のＳＧ準優出。

果敢に攻めて1着
獲りに徹する。

地元ＧⅡＶで10年
ぶりのＳＧだ。

 7.45 6.23  6.79 8.70  6.64 5.00

4586	 いそべ  まこと

磯部	 誠
Ａ1・愛知・29歳

4364	 いけなが  ふとし

池永	 太
Ａ1・福岡・34歳

3582	 よしかわ  あきお

吉川	 昭男
Ａ1・滋賀・47歳

ＧⅡ浜名湖ＭＢ大賞優勝 ＧⅡ江戸川ＭＢ大賞優勝 ＧⅡびわこ秩父宮妃記念杯優勝
イベントステージで行います。
（個別に記載されているものを除く）

イベントの時間、内容については
中止、変更となる場合があります

①9：30頃～
②9R発売中（14：15頃～）
③10R発売中（14：50頃～）

6R発売中（12：40頃～）

7R発売中（13：10頃～）

8R発売中（13：40頃～）

①5R発売中（12：10頃～）
②8R発売中（13：40頃～）

①5R発売中（12：10頃～）
②6R発売中（12：40頃～）

①7R発売中（13：10 頃～）
②9R発売中（14：15頃～）
③11R発売中（15：25頃～）

①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：45頃～）

①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：50頃～）

①6R発売中（12：40頃～）　
②7R発売中（13：10頃～）

①8R発売中（13：40頃～）　②9R発売中（14：15頃～）

トークショー
①7R発売中（13：10頃～）
②9R発売中（14：15頃～）

ライブ
①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：50頃～）


