


「イン天国」平和島は実は

レース番号別の特徴を把握せよ!

カド４コースが 穴党の狙い目

オリジナルタイムに注目すれば機力が見えてくる

どっちが平和島を乗りこなす？ベテランor若手
平和島の出目傾向

やっぱり強い平和島の６コース

平成30年度平和島電投キャンペーン

風にまつわる傾向と対策

平和島のＳＧ・ＧⅠ攻略法
女子戦・ルーキーシリーズ・マスターズリーグ

のための平和島舟券攻略 ヒント10

基本データ平和島の

-CONTETS-
項目をタップ
すると該当ページ
に移動します



基本
データ

万舟率が全国１位の高配当水面は狙いどころが満載
夏場は追い風、冬場は向かい風で傾向は一変する！
平和島最大の魅力は大外６コースが日本一強いこと

サマータイムレース期間

※サマータイム期間中は3R
※一般戦の予選レースのみ実施

5月4日〜9月2日 A級選手1名　B級選手5名
企画番組 第５レース



　平和島では展示タイムが重要だ
とよく言われる。当地ではスリッ
ト近辺の足がレース結果によく直
結するからだ。ただ、データ的に
見ると、展示タイム１位艇の１着
率はそれほど高いものではない。

基本
データ

季節によって平和島は傾向変化が
激しい。割と安定しているのは夏
から秋にかけて。エンジンパワー
は落ちるものの、ゆるい追い風で
インは意外と強い。冬場は向かい
風になり、センターからのまくり
が利くようになる。春は強風が多
く最も荒れやすい季節だ。

季節別傾向

展示タイム これは全体的に見るとそうなると
いうだけで、インや４コースなど
自力勝負になるコースは展示タイ
ムが直結しやすい場なので要チェ
ックだ。また、展示タイム以外に
も発表されている３つのオリジナ
ルタイムを合わせて参考にしたい。



　スタンドから1マークまでは37
メートルで、戸田に並んで全国一
狭い。そのためにインは窮屈にな
りやすく、展開次第ではあっさり
と飛ぶ。ただ、対岸までは距離が
あるので思い切り握って回ること
も可能。バックはとにかく内が伸
びるのも平和島の特徴で、差した

水面傾向 選手がバックで艇を伸ばすシーン
が目立つ。大外6コースからでも
展開を突ければバック勝負に持ち
込めるので、時に大波乱を演出す
ることもある。基本的には差し水
面ではあるが、風や季節によって
はまくりが頻発することもあるの
で、気象条件も舟券予想には重要
なファクターになる。
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「イン天国」
〜 インコースが全国一の「買いのワケ」とは！〜

平和島は実は

イン回収率が全国１位
インからの平均配当が高い！
1–6–流しでプラス収支も

　イン天国とは一般的にインが強い状況を言う。しかし、
平和島のインは決して強くはない。そんな平和島をイン
天国と呼ぶのはインの「利益率」が全国一高いからだ。つ
まり、儲かりやすい平和島こそが真のイン天国と言える
のではないか。



人気のインが勝っても
配当が高い平和島

イン勝率は低くても
うま味があるインのカラクリ

　平和島のイン回収率は91.8％で、こ
れは全国１位の数字を誇っている。イ
ン勝率が低い平和島は、インからの舟
券は軽視されがちだが、これこそが平
和島のイン回収率を大幅に引き上げて
いる要因となっている。
　インコースが勝利した時の平均配当
を見ると驚きのデータが出てくる。全
国平均では2,849円だが、平和島は
3,876円とその差は実に約1,000円に
もなる。この差は人気を集めるイン艇
ではあまりにも大きい。インからの配
当は平均で1,000円上乗せされるのだ
から、これだけでも「買い」の理由にな
るはずだ。

　全国のイン勝率は52.7％。おおよそ２レースに１回はインが勝つ時代に
なった。イン最強を誇る大村のイン勝率は64.2％、平和島は44.8％で、全
国で下から数えて２番目に低い。大村と平和島の差は約20％もあるが、平



回収率100％
超えが多数存在

　１号艇１着時の出目を見ると平和島は
買いの要素が満載なのだ。控除率が25
％なので回収率は75％あれば実際は「合
格点」だが、平和島の１号艇１着は３連単
20通り中で、13通りが75％を超えてい
る。さらに100％超えはなんと７通りも
あるのだ。
　中でも注目すべきは６号艇の絡み。1－
6の４点は全てで回収率が100％を超え
ている。また、1－2－6や1－3－6など
の６号艇３着も100％を超えており、１
号艇１着の場合は６号艇の２、３着付け
が有効。

和島のインが弱いと言うのはしっくりこない。10年前の大村のイン勝率は
41.7％。その数字でも強烈な強さと言われていた。要するに今の平和島の
インは相対的に見て弱いのであって、絶対的にはむしろ強いと言っていい。
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レース番号別の特徴
を把握せよ!

　平和島はどのレースでも平均配当は高め
に設定されているが、Ｒ番号による特徴の差
はかなりある。１日単位の流れを見極めるこ
とが肝心だ。

イン勝率は
24.7％～62.6％と幅広い



企画番組 ５レース
Afternoon Pleasant Race

　平和島の5R（サマータイム
期間中は３R）は「Afternoon 
Pleasant Race」と題したシー
ド番組を組んでいる。いわゆる
1号艇シード番組だが、他場の
それと比べるとシード選手の信
頼度は低い。その分、好配当も
期待できる。特に2号艇は
注目で回収率は120.8%と
狙える。6号艇も確率は下
がるが、超高配当の期待を
しても良いレベルの回収率
を示している。

　大局的に見ると前半レースはイン勝率が低い。その中でも偶数レースは
インが負けやすいのが特徴的。7Rを過ぎるとイン勝率は上昇に転じ、最終
12Rでは60%超えとなる。
　平均配当は高めで、インコースの回収率も優秀。特に8Rはイン回収率が
113.2%と破格な数字を記録していることには注目したい。
　インが弱い前半レース、特に2R、4R、6Rは穴を狙うのもいいだろう。
後半レースに入ってきたら本命サイドの予想にシフトしていくのが平和島
での王道作戦でもある。
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やっぱり強い
平和島の
６コース

　以前から平和島の６コースは全国一強い。時に高配当を演
出するこの６コースは当地でも数々のドラマを生んできた。
近年は６コースの１着率が全国的に下がっているが、平和島
はその中でも群を抜いて「買い」の条件がそろっている。

　かつてはチルト3度が利いた
こともあって、大外6コースま
くりもあったが、最近ではほと
んどがまくり差しで勝つことが
多い。平和島では「バック内伸び」
が強烈なので、大外から内をす
くう作戦は効果的である。
　平和島は6コース1着率が全国
1位だけではなく6コース回収率
も抜けている。ほとんどの場は



50％未満、30％台も多くボ
ートレースにおいて6コースは
あまり「おいしい」とは言い難
いのが現状。唯一、平和島だ
けが6コース買いの魅力がある
と言ってもいい。
　ただ、日本一6コースが強い
とはいえ、やみくもに6コース
から買っても1着率は4.1％止
まり。いかに買い時を見極め
るかが肝心。最低でも機力の
裏付けは欲しい。そのために
は展示タイムはオリジナルタ
イムの確認もしておきたい。
　また、6コースの勝率は意外
にも後半レースになれば高く
なることは覚えておこう。特
に10 ～ 12Rは出現率が上昇
する。6コースが勝った場合は
2着はイン、2コースが多い。2、
3着は総流しもありだが、絞る
なら内コースを2着にするのが
いいだろう。
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カド４コースが
穴党の狙い目

　カドになりやすい４コース
は昔からレースの「鍵」を握っ
てきた。しかし、最近はカド
の魅力はだいぶ落ちている。
平和島も一時は４カドの威力
は落ち気味だったが、最近は
再度復活してきている。もち
ろん舟券でも穴党の心をくす
ぐる狙い目が増えてきた。　

　2017年集計によると平和島の4コ
ースは戸田に次ぐ全国2位の1着率を
誇っている。前年の5位から浮上して
おり、当地の4コースは上昇傾向にあ
るのは注目したい。
　平和島の4コースは少し独特なとこ
ろもある。差し水面の当地では4コー



スが勝つ時はまくりか差しのどちらを想定すべきか迷うどころだが、データ
的にはややまくりの方が多い。また、4コースまくり率が上昇中なことも意
識しておきたい。
　4コースとセットで考えるべきなのは風向きと風速。基本は風が強くなれ
ばなるほど4コースの1着率は上昇する。風向きで考えると追い風よりもや
はり向かい風の方が有利になる。ただ、風向きよりも風速の方がより大きな
影響を与える。
　4コースが勝てば「万舟」前後の配当が期待できる。番組にもよるが穴党に
とっては4カド攻略が
長い目で見ても重要な
意味を持つ。
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オリジナルタイムに
注目すれば
機力が見えてくる
　平和島ではオリジナルタイムのデータ提供が行われている。
場内の電光掲示版、レジャーチャンネル、オフィシャルホー
ムページなどで観閲可能だ。このタイムデータを駆使すれば
機力が丸裸になることも!?

　各種のタイムデータは図のよう
な測定位置で計っている。オフィ
シャルホームページのデータには
各データの平均時速も載っている

（展示タイムを除く）。これによっ

て速度も分かるためにイメージが
しやすいかもしれない。繋がりの
良さをみるためには回り足タイム、
直線タイム、展示タイムの順にタ
イムデータを見るといいだろう。



オリジナルタイムの特徴
　提供されているオリジナルタ
イムデータは「一周タイム」「ま
わり足タイム」「直線タイム」の3
つ。これに加えて以前からある

「展示タイム」の4つを総合的に
見るとエンジンの良し悪しや特
徴が浮かび上がってくる。
　出足、回り足、伸び足など多
角的な足の評価が可能となって
くるためにこれを使わない手は
ない。特に注目すべきなのは直
線タイム。これはターン出口近
辺からスリット裏までを測定し
ており、中間速を計っていると
言える。最近は記念級を中心に
ここの足を求める選手が非常に
多く、エンジンを評価する上で
は重要なタイムだ。
　直線タイムが良ければ、回転
の上がりの繋がりが良い。出足
から伸びまでの連動がスムーズ
と判断できる。スタートもしや
すく、ターン後も出て行くので
欠かせないタイム情報だろう。
　特に初日などはこのタイムデ
ータは有効になってくる。周り
がまだ把握できていないエンジ
ン相場をいち早く察知できるか
らだ。

一周タイム

回り足タイム

直線タイム

展示タイム

１周のタイム計測で総合的な足の良
さが表れる。全体的なものであり、
個々の足の評価は一周タイムで推測
するのは難しい。

ターン回りを中心とした足の評価。
ここのタイムが出ている選手は旋回
時にアドバンテージがある。出足系
統のチェックにもなる。

ターンの出口から最高速になるまで
の中間速を表わす。最近はこの足を
求める選手が多く、結果にも直結し
やすいタイム。

昔からお馴染みのタイム。主に伸び
足を表わすもので、スリット後に出
ていくかどうかの判定には欠かせな
い。
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風にまつわる
傾向と対策

　平和島は冬場と夏場の傾向がガラっと変わる。それは『風』
の影響が大きい。また、一般的な季節のセオリーと逆の傾向
を示すことも多いのが平和島。これも風の影響が大きく、風
対策は舟券攻略において必須。

　平和島は季節によって風向きが
はっきりしている。冬場は向かい
風が多く、夏場は追い風が多い。
一般的には向かい風ではインが弱
くなり、外コースが浮上する。追

い風はその逆だ。平和島もそのセ
オリー通りの傾向を示す。ただ、
夏場はエンジンパワーが落ちるた
めに一般的にはインが弱くなると
いうセオリーもある。真逆なセオ



リーがぶつかりあう当地だが、影
響力は気温よりも風の方がはるか
に強い。
　追い風、向かい風に関わらず、
風が強くなればなるほどイン勝率
は落ちるのだが、向かい風の方が
その影響が大きく、平和島では冬
場が波乱傾向になる。配当面でも

向かい風なら外コース狙い

万舟が多いのは冬場。春や秋は穏
やかな傾向で、夏はもともと差し
水面の当地傾向に拍車がかかる。
　季節に関わらず、1節間で風向
きが変化することもあるので、ま
ずは風向きと風速をチェックする
ことが重要だ。
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どっちが平和島を乗りこなす？
ベテランor若手
　エンジン調整の難しさや差し水
面という特性もあり、平和島はベ
テラン勢が活躍しやすいという傾
向があるようだ。
　50歳以上のベテランが平和島
で勝率を稼ぐことはしばしばある。
整備や調整でのアドバンテージが
働くと推測される。また、握って
攻めるタイプよりも差しハンドル
が奏功することが多く「業師」に活
躍の場が多い。そうなると平和島
では勢い任せにレースをする若手
が苦戦するシーンが目立っても不

※過去３年集計　※勝率は小数点第3以下四捨五入

思議はない。そのため、6コース
が日本一強い平和島ではあるが、
新人向きかと言えばそうでもない。
むしろベテラン勢の6コースが狙
い目になってくる。
　また、30代や40代になると平
和島で勝率を落とすことは少なく
なるようで、実力をそのまま発揮
できる場と言っていいだろう。と
はいえ、前述したようにどちらか
といえばベテラン志向が強い場な
ので、中堅の選手も差し屋が有利
になるのは間違いないか。



ベテラン勢が平和島で好走傾向
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平和島の
出目傾向

　インが弱い平和島で
は「出目」に偏りが少な
く、バラケやすい。そ
れが難しくさせる要因
にもなるが、特徴さえ
つかめば怖くはない？



　平和島ならではの特徴といえば
差し水面と6コースの強さ。これが
出目にも反映される。2コースのジ
カ差しは決まりやすいために「2－
1」には特に注目したい。出現率も
全国平均より高く、回収率は98.6
％と優秀だ。「1－2」の回収率を見
ると74.9％。つまり、平和島では

「裏目」が有効ということになる。
　3連単まで広げると「2－1－3」

が回収率120.2％と極めて優秀な
数字が出ている。2号艇が差して、
1号艇がイン残し、3号艇が追走と
いう至ってシンプルな展開ながら、
この高回収率は盲点と言ってもい
い。
　また、頻度は下がるものの6号艇
の絡みも平和島では狙い目。「6－
1」「6－2」は高い回収率だ。2、3
着でも6号艇は侮れない。
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平和島の
ＳＧ・ＧⅠ
攻略法

　東を代表するレース場の平和島ではＳＧが開催されること
も多い。ＧⅠも含めて舟券購入の機会も多くなるビッグレー
スは、しっかりと傾向と対策を頭に入れておきたい。普段行
われている一般戦とは特徴が異なる。



　過去3年のSG・GⅠにおけるイ
ン勝率は53.8％で、全国平均の
59.1％と比べるかなり低い数字で
ある。しかしながらイン回収率は
90.8％と高く実は「買い」なのだ。
インコースと並び回収率が高いの
は5コース。1着率7.1％も全国平

　平和島SG・GⅠでの配当傾向は、
全国平均よりも高めと言えるだろ
う。万舟率は23.1％で、おおよそ
4レースに1回は万舟が出現する計
算になる。ド本命の3桁配当決着も
少なく、波乱含みのレース
が多い。
　決まり手は差し水面の傾

コース別成績

配当分布＆決まり手分布

均5.9％よりも高く、外コースを
狙うならば5コースに妙味があ
る。6コースはさすがに1着率は
低いものの、2014年のグランプ
リで茅原悠紀が大外から鮮烈の優
勝を飾ったように決して侮れるコ
ースではない。

向が顕著に出ており、逃げ以外で
は差しの決定率が最も高い。一般
戦と比較すると、まくり率が低く
なっており、センターから握って
攻めるような選手に過剰な期待は
禁物。「差し＋まくり差し」は26.9
％の占有率があり、さばき屋かス
ピード系のまくり差しハンドルが
切れる選手が当地を得意とする。

CONTETSに戻る



女子戦・
ルーキーシリーズ・
マスターズリーグ

　女子戦の特徴はインが弱く、2
コースが強いこと。特に2コース
は回収率170.4％と極めて高い。
5・6コースの出番は少ないが、ま
くりが決まりやすいことから波乱
度はマックス。万舟率も高く穴党
向きである。
　ルーキーシリーズは女子戦とは
対照的にインが強い。まくりより
も差しが決まりやすく、どちらか
と言えば本命党が当てやすいシリ
ーズだ。
　マスターズリーグのイン勝率は

　女子戦（オールレディース＆ヴィーナスシリーズ）、ルーキ
ーシリーズ、マスターズリーグの各シリーズではまったく違
う「顔」を見せる。同じ攻略法では対処不能なので、それぞれ
の特徴を把握しておこう。

女子戦とルーキーシリーズのちょ
うど真ん中。イン以外は2～5コー
スまでまんべんなく1着が出ると
いうかなり変則的な特徴を持って
いる。しかし、人気の盲点になる
のは1、3、5コースの奇数コース
だ。配当はどのレンジもバランス
良く提供されており、平和島らし
さがある。差しとまくりの決定率
も差がなく「何でもアリ」というの
がマスターズリーグの特徴と言え
るだろう。
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モーターパワーは一年を通じて変化する
好調機のピークが長くない分、素性差を固定概念で考えることは危険。
あくまでもレース直前の気配を重視すべき。

平和島担当記者が教える舟券の勘どころ！

のための
平和島舟券攻略
ヒント10

夏の追い風、冬の向かい風
向かい風が強い時は伸びる選手の一撃かその外から展開を拾う選手。
追い風が強い時は回り足がいい選手の差しが狙い目。

一日の中でも風が変化する
午前中が向かい風でも午後は追い風という日が少なくない。
風の変わり目という時間帯にスタート一発の穴が出る。

展示を見る重要性が他場に比べて高い
追い風が強い時は周回展示の回り足を、向かい風が強い時はスタート
展示の伸びを慎重に見極めるべし。



狭い水面に対する相性が顕著に出る
水面に不慣れな遠征の若手がスピードを削がれる場合があるので
要注意。

直線タイムは「直線」という言葉に注意
直線タイムは１マーク回った直後からスリット裏までのタイムな
ので、「出足、行き足タイム」と考えた方がいい。直線タイムと展
示タイムが両方良かった選手は買い！

イン巧者でもあっさりと崩れる
平和島では仮にイン勝率が高い選手でも、出ていない時は簡単に
飛ぶことが多い。

外枠でも出ていれば突き抜ける
外枠でも２着、３着までと高をくくらず、機力の裏付けがあれば
ＢＯＸ券で絡める買い方がお勧め。

潮の干満は意外とレースに影響する
大潮の満潮時は特に１マークがうねるため、乗り心地は重要。目
展示で乗りづらそうにしてないか、要チェック。

狭い水面だけにスリットの足は重要
それを見極めるにはできるだけ高い位置から俯瞰的に見ることが
重要。特観席での観戦をお勧めしたい。

CONTETSに戻る



詳細、応募登録はキャンペーンサイトで！ こちらから！！

　　　　　新規入会の方はこちらから！！

http://heiwajima-letsdento.jp
http://heiwajima-pointclub.jp


http://www.heiwajima.gr.jp



