
BOAT RACE
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3
Ｓ Ｇ 特 集 号
企画・制作  株式会社エー・アンド・エー

TEL.075-353-1721
FAX.075-353-1731

〒600－8431 京都市下京区綾小路室町西入る
 グランドビル21 201号

　ハガキに、「クラシック・クオカ希望」と記
載のうえ、応募者の①郵便番号②住所③氏名④
年齢⑤電話番号および⑥本誌を入手したボート
レース場・チケットショップ名（『マンスリー
BOAT RACE』の定期購読を申し込んでおら
れる方は「定期」）を明記して、下記の宛先まで
お送りください。
　ご応募はお一人様につき1枚限りとし、複数
のご応募は無効といたします。

宛　先 
〒600－8431  京都市下京区綾小路室町西入ル  
 グランドビル21  201号
マンスリー「クラシック特集号」プレゼント係
締　切  2019年3月22日㊎（必着）
●発送をもって発表にかえます。
● ご応募いただいた方の個人情報につきましては、当プ

レゼント以外には一切使用いたしません。また、応募
ハガキは、プレゼント発送後に責任をもって処分いた
します。

ボートレース戸田 

 
オリジナルクオカードをプレゼント！

抽選で20名様に

レース結果   ☎048－444－4444
■テレドーム

レース結果（2連単・3連単） 
　   ☎0180－994－700
レース結果（2連複・3連複・拡連複） 
　   ☎0180－994－701
レース実況・前走成績・展示・オッズ 

（2連単・3連単）  ☎0180－994－702
気象・競技情報・ボート＆モーター取付状況 
　   ☎0180－994－712
レース実況リプレイ・オッズ（2連複・3連複） 
　   ☎0180－994－722

ボートレース戸田・電話情報ガイド

ボートレース戸田ホームページ
http://www.boatrace-toda.jp/

 ボートレース戸田 検索 ➡

レース場コード
電 話 投 票 0 2 #

● 未成年者は舟券を購入できません。
● 無理のない資金で、余裕を持ってお楽

しみください。

イベント＆ファンサービス 開門　3/16（初日）9：00
2日目～最終日　9：30

オープニング
セレモニー 9時20分～

優勝戦出場選手インタビュー 10時00分～

優勝者表彰セレモニー 12R終了後

文化放送ライオンズナイター

東尾修＆豊田清 
トークショー 5R発売中

山本譲二
歌謡ショー
①9時45分～ ②6R発売中

元AKB48

永尾まりや
トークショー 
①9時45分～ ②7R発売中

U字工事
お笑いライブ
①6R発売中 ②10R発売中

プロスケーター

安藤美姫
トークショー
8R発売中

2019年ボートレースCMタレント

渡辺直美
トークショー
10R発売中

きつね
お笑いライブ
①4R発売中 ②8R発売中 永島知洋＆葉加瀬マイ＆橘花凛

予想トークショー 1R～12R発売中

みさお＆かおりっきぃ★＆ポコ美
親善大使SGクラシック予想会
①6R発売中 ②7R発売中 ③9R発売中 ④12R発売中

石井明美
ミニライブ
①2R発売中 ②4R発売中

岩崎良美
ミニライブ
①3R発売中 ②5R発売中

Q’ulleライブステージ
11R発売中

●実施時間および内容は予告なく変更・中止となる場
合があります。

●イベントはイベントホール内（一部除く）で実施します。

ドリーム戦出場選手インタビュー

ボートレースアンバサダー 元競輪選手

植木通彦＆後閑信一
トークショー ①6R発売中 ②8R発売中

物産展
3月16日㊏～21日㊗

16日～21日（北海道・山梨県 等）

公開勝利者インタビュー
3月16日㊏～20日㊌

16日～19日（1R～12R終了後）
20日（10R～12R終了後） 
1階ステージ「Riva」

文化放送　　　MAX 邦丸 Ride on Boat トークショー 7R発売中
チャリティーオークション 8R～10R発売中

２月8日オープンしました！
新しい子供の遊び場

ⓒsunao noto

ボートレース戸田へのアクセス

電車でご来場の場合
●JR埼京線で新宿より20分、戸田公園駅下車、
　無料バスで5分。※戸田公園駅より徒歩約30分
●東武東上線成増駅北口・JR京浜東北線川口駅西口・
　都営三田線高島平駅より無料バスあり。

お車でご来場の場合
●東京外郭環状道路・戸田東・西インターより5分、
　首都高速5号線・戸田南ランプより3分。

レース情報・イベント・キャンペーンの詳細は特設サイトで！
https://www.boatrace-toda.jp/site/

300名様に現金10,000円！
応募：キャンペーン参加には事前エントリーが必要です。
オフィシャルサイトからご応募ください。
※すでにボートレース戸田0２＃電投キャッシュバックキャンペーンにエ
ントリーされている方は応募の必要はありません　

応募締切：平成31年3月21日
当選発表：テレボート会員登録されている口座への振り込みをもって
発表に代えさせていただきます。振込は4月末頃を予定しています。

ボートレースクラシック開催期間中（3月16日～21日）、
同レースを合計一万円以上電話投票された方の中から
抽選で300名様に10,000円をプレゼントします。

キャッシュバック！！
平成３１年３月１６日㊏～３月２１日㊗期間

ＳＧクラシック電話投票キャッシュバックキャンペーン

■第 1 レース・スタート展示	 10：29
■第12レース・本場発売締切予定	 16：35　●場外締切時刻は本場発売締切の1分前です。
■ボートレース戸田・開門	 3/16㊏		9：00　3/17㊐〜21㊗		9：30

● 電話投票は朝7時
から発売します。レース場コード

電 話 投 票 0 2 #

全国のボートレース場およびチケットショップで全日程場外発売!
●発売時間・形態（併売・外向など）につきましては、各ボートレース場およびチケットショップのホームページなどでご確認ください。

ＳＧ第54回ボートレースクラシック
特設サイト

スマホ

地上波
3月16日㊏・20日㊌	 16：00〜16：54
3月21日㊗　	 15：49〜16：50

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

Ｂ　Ｓ
3月16日㊏・20日㊌	 16：00〜16：54
3月21日㊗　	 15：49〜16：50

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

テレビ＆ラジオ 実況中継

Ｃ　Ｓ
開催期間中毎日、全レース実況生中継!

レジャーチャンネル	
JLC680

ラジオ
3月17日㊐　16：00〜16：55
3月21日㊗　16：30〜16：55

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。
●	対象者／インターネット即時投票会員
●発売予定時間／翌日の出走表公表後〜23：00

ＳＧ第54回ボートレースクラシック
電話投票・前日前売発売実施!

戸田クラシック 検索 ➡

協賛各社

談対

ファンも 選手も

桐生　順平
中田　竜太

間違いなく面白い

 戸田クラシック



桐生　スタート練習をしに行っただけですよ。
回る練習もしていたけど。それもメンタルで、
気持ちです。
　話がメッチャ逸れていませんか（笑）。

― それで、今年の調子はどう？

桐生　今年も流れは良くないけど、成績自体は
良いと思います。僕はシリーズの流れを凄く気
にするタイプなので、一昨年のグランプリを優
勝したときみたいに、流れをしっかりとつかん
で、一気に突っ走りたいです。
中田　僕のＳＧ・ＧⅠでの活躍具合に、調子は
あまり関係ないかな？
　レースはその場、その場の一発勝負で、1回
優勝すれば流れが良くなって、次の節も良い成
績が残せるとは思いません。毎節、モーターの
良い部分を最大限に引き出せる調整と走りを目
指しています。

見た目の可愛さに騙されるな？ 
冷静沈着な1着ハンター・中田

― 話が変わるけど、お互いの印象は？

桐生　可愛い後輩です（笑）。見た目は可愛い
感じだけど、芯がしっかりしている。陸の上と
水の上じゃ全然違いますね。レースにパンチ力
があるし、レース運びを間違えない。組み立て
方は上手だなと思いますよ。

中田　凄く頼りになる
先輩です。「あーし
ろ、こーしろ」と言う
んじゃなくて、背中で
語ってくれる安心感が
あります。雰囲気や佇
まい、考え方を含め
て、見習うことの多い
先輩です。今までもレ
ースやターンは真似を
できる部分で真似をし

ていたんですが、これからは選手としての桐生
さんを見習っていきたいと思います。

― ピットで“桐生オーラ”を放っているよね。
レインボーの（笑）

桐生　オーラ放ってますか？　そうかなぁ〜。
でもレインボーなら良いじゃん。確定で確変じ
ゃないですか（笑）。
中田　オーラを放っていても、すぐにふざけま
すよ（笑）。
桐生　竜太はそう言ってくれるけど、それほど
しっかりはしていないんですよ。

地元ＳＧでも変わらない桐生 
戸田とは相性バツグンの中田

― 2人にとって、地元・戸田とは？

桐生　地元ですし、一番思い出がある場所で
す。今の自分があるのは戸田のお陰じゃないで
しょうか。このコメントは100点ですね（笑）。
　ただ、戸田だからって心掛けていることは何

もありません。普段の生活をしていて、一時だ
け自分が変わるなんて、ないじゃないですか。
ＳＧでも一般戦でも、地元でも他場でも僕は
僕、何も変わりません。
　何かあって変わるのは僕じゃない、周りの接
し方なんです。グランプリを勝ったから、地元
の戸田開催だからと見方が変わる。悪い言い方
をすれば、勝手にそう見られる。

― 決めつけられるのはイヤ？

桐生　正直、「やめてくれ」って思う。自分も
変わってしまいそうだから。気兼ねなく、普通
に接してもらうのが一番です。でも、一方に

「そういうのって面白いなぁ」と思う自分もい
る。
　昔と比べたら、考え方や発言も大分変わりま
した。良い意味で大人になりましたね。

― 中田君は戸田だと強くなるよね？

中田　僕にとって戸田は特別な水面です。ここ
数年は特に、戸田とは本当に相性が良いなと感
じています。

声援もヤジも本物である証拠 
結果と自分の折り合いが大事

― クラシックの選出基準は年間優勝回数で
す。昨年1年はどうだった？

桐生　全然ダメでした。納得できていません。
中田　僕は去年に限らず、ＳＧで納得できる成

績を残して家に帰ったことがないんですよ。成
績表を見ても、まったく活躍していませんね。
2年前の丸亀周年は1着を並べて優勝したけ
ど、あの年もＳＧでは活躍できなかった。実力
がないのかな（苦笑）。
桐生　でも、結果を出せなかった原因がモータ
ーだとは思わない。決してモーターだとは思い
たくない。理由を聞かれて答えられるものでも

ないし、レースは勝負ごとなので、そのときの
流れとかリズムもある。そこが難しいんですよ
ね…。

―「モーター絶対」の時代だけど、 
機力が原因ではない？

桐生　んー、僕は「モーター絶対」って言葉そ
のものに違和感を感じ
る。「何なの？」って
感じですね。モーター
の調整にしてもそう。
止め系、回し系と言っ
ても、お客さんには伝
わらないでしょう。
中田　でも、モーター
に特徴があると調整も
早いし、嬉しくないで
すか？　僕はちょっと
でもどこかに特徴があると嬉しい。心に少し余
裕ができます。着がまとまっているときは、舟
足が良いときが多いですよ。
桐生　僕はレースをするのに一番大事なのは、
メンタルだと思う。勝つのも負けるのも自分だ
し、その自分をどうするかが一番大事です。
中田　確かに、ダメなときはズルズルと行っち
ゃう…。
桐生　メンタルで言えば、ヤジも声援の一つだ
と思うんです。そんなに応援ばかりしてくれと
は思いません。お客さんは舟券を買って、僕ら
は将棋のコマになるんですから。
　中でも、尼崎のヤジは凄いですよ。でも、そ
のヤジが好き（笑）。実際に舟券を買ってもら
ったということでしょう。ヤジられてナンボじ
ゃないけど、ヤジられてこそ本物で、それが

“プロ”なんじゃないかなと思います。

― そういえば、13年の福岡オールスターで 
負けた翌日、戸田で練習していたなぁ。

「悔しくてボートに乗りたかった」と言っ
ていた。

きりゅう　じゅんぺい
1986年（昭和61年）10月7日生まれ。埼玉支部・100期。
2007年5月、戸田でデビュー。11年8月、戸田・タイトルで初
優勝、14年9月、戸田・ヤングダービーでＧⅠ初優勝。15年3
月の尼崎・オールスターでＳＧ初優勝を飾る。17年にはグラ
ンプリを制し、埼玉に初めて黄金のヘルメットを持ち帰った。

なかだ　りゅうた
1988年（昭和63年）4月10日生まれ。埼玉支部・104期。
2009年5月、戸田でデビュー。13年9月、戸田・タイトルで初
優勝、17年4月、丸亀・周年記念でＧⅠ初優勝、9月の蒲郡ヤ
ングダービーで2回目のＧⅠ優勝を飾り、初のグランプリ出
場を果たした。

「見る側にとっても、走る側にとっても、戸  田クラシックは間違いなく面白くなります」

　戸田で7年ぶりにＳＧが開催される。シリーズを引 っ張るのは地元のスター・桐生順平と中田竜太だ。周
囲に流されず、自分に軸を置く桐生と、陸上と水面で 違う表情を見せる中田。互いに刺激し合う埼玉支部の
「最強ツー・トップ」が、地元の大舞台を大いに盛り 上げる！
	 （インタビュー＆構成／『マンスリーBOAT	RACE』石井誠司）

4444 桐生  順平
4547 中田  竜太談対 ＆

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29回 平和島 大森　健二
第30回 平和島 服部　幸男

回 開催場 優勝者
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

回 開催場 優勝者
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

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54回大会 戸　田
優勝戦

2019年3月21日㊗・第12レース

● 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）
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ると思います。戸田はインばかりじゃなく、何
でもありの水面だし、それを面白くするのが僕
らの役目です。
中田　僕は、僕が戸田のＳＧを走ることが、ま
だ自分で想像できない…（苦笑）。
桐生　戸田のクラシックは、見る側にとって
も、走る側にとっても、間違いなく面白いレー
スになりますよ。
中田　優勝するとか大きなことは言えないけ
ど、やれる準備は全部して、自分の全てをぶつ
けて、最終日に燃え尽きられるよう、精一杯の
仕事をします！
桐生　僕たち2人のレースを見に、現地に来て
ください!!

　ＧⅠでも一般戦でも、とにかく戸田では勝ち
たいから、戸田を走るときはいつも緊張してい
ますよ。特に1戦目が緊張します。

― なんで1戦目？

中田　出だしが肝心なタイプなので（笑）。

― それでも地元ファンの声援は違うでしょ？

桐生　戸田のファンは優しくてあったかいで
す。言い過ぎですけど、家みたいな感覚があり
ます（笑）。
中田　戸田はレース場へ足を運んでくれる人の
数も多いんです。だから「見られている」とい
う感じが凄くする。勝って応えたいと思うから

緊張しますね。あとは桐生さんと同じで、戸田
のファンはあったかいです。
桐生　戸田で大きな歓声があがると、自分のモ
チベーションも上がる。それが凄く良いです
ね。でも、戸田でヤジられるのは絶対イヤ（笑）。

自分の持てる全てを出して、 
戸田クラシックを盛り上げる

― 初めて走る、地元戸田のＳＧです。 
2人はどう臨む？

桐生　今回のクラシックは「これがＳＧレース
なんだ！」と思えるような、最高峰の戦いにな

◆通算成績
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 2,186回 72回 21回 45.0％ 60.5％
Ｓ　Ｇ 126回 0回 0回 28.6％ 43.7％
Ｇ　Ⅰ 518回 12回 3回 38.6％ 55.0％

◆全国成績（最近3節）
19年	 2月	 平和島	 ＧⅠ・地区選	 ③③2②①②2❷
19年	 2月	 びわこ	 一般競走	 ③1③②⑤③③①①1❶
19年	 1月	 江戸川	 ＧⅠ・周年	 ③⑤④②③⑥③⑥②

◆戸田通算成績

勝率 2連率 3連率 優出回数 優勝回数
ＧⅠ ＧⅢ 一般 ＧⅠ ＧⅢ 一般

6.53 49.2％ 63.2％ 4回 0回 16回 1回 0回 6回

◆戸田成績（最近2節）
19年	 1月	 タイトル（正月戦）	 ③③③①①⑥①2❷
18年	10月	 ＧⅠ・周年	 3②③④②③2❹

　優しい顔をしたファニー・フェイス。陸の上での立ち
居振る舞いも柔らかく、「竜太があんなに強くなるとは
思わなかった」と埼玉支部の先輩たちが語る。戦績を見
ると失敗や挫折を経て、さらに強くなっているのが見て
わかる。多くの悔しさや涙
を背負い、それを強さへと
変えて成長していった“戸
田の舟券救世主”が中田竜
太だ。
　最近5節でＧⅠ優勝を含む5優出Ｖ2と中田竜太の戸
田の強さは神懸かり的。戸田でリミッターが外れたとき
の強さは「桐生順平並みか、それ以上」というのは、桐
生本人も認めている。
　中田はとにかく出だしが大事。初戦で大きなミスをす
るとズルズルと引きずってしまうタイプ。鬼門である初
戦さえクリアできれば、クラシック最終日、最終レース
で“覇王”と“救世主”の直接対決が見られるはずだ！

中田　竜太選手  データ室 （2019年2月20日現在）

桐生　順平選手  データ室 （2019年2月20日現在）

◆通算成績
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 2,681回 122回 36回 50.7％ 69.2％
Ｓ　Ｇ 404回 12回 3回 37.1％ 57.7％
Ｇ　Ⅰ 707回 27回 8回 48.0％ 68.2％

◆全国成績（最近3節）
19年	 2月	 平和島	 ＧⅠ・地区選	 6①②②②②1❶
19年	 1月	 常　滑	 ＧⅠ・周年	 ②②2Ⓕ①⑥①③
19年	 1月	 蒲　郡	 ＧⅠ・周年	 3③①③①①1❺

◆戸田通算成績

勝率 2連率 3連率 優出回数 優勝回数
ＧⅠ ＧⅢ 一般 ＧⅠ ＧⅢ 一般

7.30 58.8％ 76.4％ 5回 4回 21回 2回 2回 7回

◆戸田成績（最近2節）
19年	 1月	 タイトル（正月戦）	 ①①①①①①①1❶
18年	 8月	 タイトル（お盆戦）	 ①⑥①①①②①2❺

　彩の国・埼玉で名のある先輩たちが成し遂げられなか
ったグランプリ制覇の“覇道”を恵まれた素質と血がに
じむ修行の末、恐ろしいほどの強さを身につけて達成し
た。

　舟券バトルの舞台、戸田
大橋の真上から桐生順平の
ターンを見て欲しい。初動
の入れ方、レバーの当て
方、そしてターンスピード

と、次元が違うのがわかる。プロ初優勝、ＧⅠ初優勝を
飾った戸田で、桐生順平の舟券を外して買うのは的外
れ。コースを問わずに狙えて、最後まで舟券を握り締め
て応援できる、“戸田舟券の覇王”だ。
　しかし、覇王にも弱点がある。「戸田の初戦は独特の
雰囲気があって難しい」と言うスタート。この1点さえ
クリアしてしまえば、圧倒的な闘気と全てを打ち砕く旋
回力でクラシックを制圧する。

桐生＆中田が狙うモーターは!?地元ツートップ

桐生順平が引きたいのは…？　
それはシークレットです（笑）

「正月に完全優勝した■�号機は、スタートして
伸びるモーターじゃなくて、道中で伸びるタイ
プ。間違いなく良いモーターだけど、クラシック
はこれじゃないやつを狙っています。5基ぐらい
良いモーターがあるんですけど、それはシークレ
ット。引けたら言いますよ（笑）」

中田竜太の注目モーターは？　
11号機は良いと思います

「僕がお盆戦で優勝した■■�号機は良いなと思っ
ています。ただ、日が経っているのでどうかな？　
戸田の数字のあるモーターは良いモーターだと勝
手に思っています（笑）。
　だから、クラシックは勝率のあるモーターを引
けると良いですね」

  番組編成要領（抜粋）

知っておくと
役に立つ !

（1）競走の距離　全レース1,800ｍ（3周）
（2）ドリーム戦 
　　  選出順位上位5名および推薦枠1名の6名。

（3）準優勝戦　4日目までの得点率上位18名。
（4）選抜戦 
　　特別選抜Ａ戦　各準優勝戦3・4着選手
　　特別選抜Ｂ戦　各準優勝戦5・6着選手
　　 ウインビー選抜戦　開催 5 日目までの得点率上位選

手。ただし特別選抜Ａ戦、特別選抜Ｂ戦出場選手を除
く。枠番は番組編成委員が決定する。

（5）優勝戦　各準優勝戦1・2着選手。
（6）賞典レース出場資格の喪失

・ ｢競技規程第23条に関する運用要領｣ に規定する
優先艇保護違反、指導事項違反をした選手

・選手責任によるスタート事故をした選手
・妨害失格をした選手
・不良航法を2回した選手
・待機行動実施細則違反を2回した選手
・準優勝戦で選手責任による欠場、失格をした選手
・準優勝戦で不良航法をした選手
・準優勝戦で待機行動実施細則違反をした選手
・出走調整を希望した選手
・開催第2日目以降に出場する補充選手（途中追加あ

っせん選手）
・その他の賞典除外となる違反をした選手

得点表
着順

レース種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着 選手責任外
欠場、失格

予選・一般戦・準優勝戦 10 8 6 4 2 1 0
ドリーム戦 12 10 9 7 6 5 0

減点表
待機行動実施

細則違反
失　速

（2回目以降） 不良航法 選手責任欠場
（Ｆ・Ｌを除く）

選手責任
失　格

－7 －7 －7 －5 －5

準優勝戦組み合わせ （順位は予選得点率順位）
枠番

組 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠

Ａ組 3位 4位 9位 10位 13位 16位
Ｂ組 2位 5位 8位 〜 〜 〜
Ｃ組 1位 6位 7位 12位 15位 18位

● 4枠から6枠までの
各枠内における組の
指定および各組のレ
ース番号は番組編成
委員が決定する。

選手賞金 （単位：千円）
着順

種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 35,000 13,500 9,000 7,000 6,500 6,000
特別選抜Ａ戦 3,000 2,000 1,700 1,350 1,200 1,000
特別選抜Ｂ戦 2,000 1,500 1,000 800 700 600
ウインビー選抜戦 550 400 300 250 200 180
準 優 勝 戦 550 400 300 250 200 180
ド リ ー ム 戦 550 400 300 250 200 180
予選・一般戦 180 140 100 75 65 60

● 優勝戦1着賞金には
日本財団会長賞の副
賞金500万円、同2
着賞金には 150 万
円、同3着賞金には
5 0 万 円 の B O A T 
RACE振興会会長賞
の副賞金を含む。

4444 桐生  順平
4547 中田  竜太談対 ＆

戸田のインは24場で“最弱”
　インコースが幅を利かす最近のボートレースの中で、“イン最弱”のレ
ース場といえば戸田だ。最近6ヵ月のイン1着率44.1％は24場中で最下位、
1日の半分以上はインが負けている計算になる。

　インが獲り損ねた白星の行き先はどこか？　全国トップの1着率を誇る
4コースである。

4コース優遇の水面レイアウト
　東京オリンピックの漕艇会
場だった戸田の競走水面は狭
く、幅が107.5ｍしかない。特
徴的なのは1マークで、バッ
ク側の広さを確保するため
に、ターンマークをスタンド

寄りに振っている。
　インと4コースの間隔を13ｍと仮定すると、4コース
が150ｍ直進すれば1マークに到達できるのに対して、1
コースは斜めに150.56ｍ走らなければならない。その差
は0.56ｍ。ボートの全長は約3ｍだから、スタートなど
条件を揃えても、4コースが1／6艇身前に出る計算だ。
　それだけではない。コース幅が狭いと6艇の横の間隔
も窮屈になる。ホーム側もバック側も スペースが足りな

いので、交差旋
回をするのが難
しい。
　そのうえ、イ
ンが斜めに走っ
ている分、とも

イン絶対の傾向に流されるな！
ボートレース戸田「4」の研究

桧村　賢一 ●ボートレースライター

に直進した場合よりも、インに対する4コースの角度がきつい。旋回に入
る前の時点で、既に少し捲られているような角度になる。戸田のインは、
つねにハンデを背負っていると言えるだろう。

4コースの1着は捲りが6割
　一方、4コースはまっすぐ走るだけでインを潰せるので、1着の決まり
手も捲りが多い。269回の捲り決着のうち4コース捲りは36.8％、4コース
の1着165回中、60％は捲り勝ち。また、4コースが展示1番時計をマーク
したときの1着率は27.1％と、全国平均17.7％よりも10％近く高い。

　ただし、3連単の出目は❹�①�⑤、❹�①❷、❹�⑤�①とイン絡みが多い。安
易に「4コースの捲りだから外2艇を」と考えてはならない。

シード番組の影響は2％程度
　では、シード番組の影響はどうだろうか。「4号艇にＡ級・ほかはＢ級」
という4コース優遇の企画レースを実施しているのは、桐生1Ｒ「一獲千金

レース」と、戸田2Ｒ「ウインウイン2」の2つ。この2レースの、昨年1年
間の4コース1着率を比較すると桐生が37.4％、戸田は42.3％だった。昨年
の戸田4コース1着率は16.9％だ。
　強い選手がシードされると1着率は一気に跳ね上がる。戸田では、意図
した4コースかどうかの見極めが必要になる。予選では番組マンの意図が
重要になるし、準優勝戦や優勝戦ではメンバーの構成がポイントになる。

水面より強い！番組マンの仕込み
　ここまで戸田の4コースの強さを強調してきたが、どんなレースでも4
コースが主導権を握るというわけではない。戸田特有の「仕込み」がある
からだ。
　仕込むのはもちろん、番組マン
である。4号艇にスタートの遅い
選手や、差ししかしない選手、Ｆ
持ちや機力劣勢の選手を置けば、
水面の特性を生かせないのでスロ
ー勢が勝つ。
　反対に、捲りで攻める選手やス
タートの早い選手、伸びが強力な
選手を4号艇に配置したときは、2、3コースにベテランかＦ持ちの選手を
必ず配置する。4号艇が捲りに行くよう誘っているのだ。あとは、4号艇
が誘いに乗るかどうか。
　今回のクラシックでも、番組からの“甘い誘い”があるだろう。せっか
くのお誘い、断る理由はどこにもない。

大時計

オッズ盤

戸
田
公
園
大
橋

150m
150m

52.5m 70.5m

37m

43m

64.5m

第2ターンマーク

展示ピット

本番ピット

125.8m

50m

大型映像装置大型映像装置

第1ターンマーク

スタンド
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モーター2連率ベスト10　2018年6月（使用開始）〜2019年2月17日

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

① � 50.9％ 6.60 7 ❸
② � 50.0％ 6.55 7 ❷
③ � 48.0％ 6.34 4 ❷
④ � 45.3％ 6.02 2 0

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

⑤ � 45.0％ 5.86 3 0
⑥ 9 44.1％ 5.71 3 ❷
⑦ � 43.5％ 5.98 5 ❶
⑧ � 43.3％ 5.71 5 0

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

⑨ � 43.2％ 5.99 3 0
⑩ � 43.1％ 6.08 4 ❶
●戸田はチルト0.5度まで使用できます。

最近6ヵ月  進入コース別成績（2018年9月1日〜2019年2月11日／1,056レース）

1コース 7.43 44.1% 20.1% 12.5% 0.16 431回 0回 0回 0回 32回 1回
2コース 5.68 15.8% 23.6% 17.8% 0.17 0回 48回 0回 106回 11回 1回
3コース 5.36 15.5% 18.8% 18.5% 0.17 0回 89回 40回 18回 15回 1回
4コース 5.17 15.7% 15.5% 16.3% 0.16 0回 99回 26回 27回 12回 1回
5コース 4.63 7.8% 14.6% 21.4% 0.17 0回 30回 40回 4回 7回 1回
6コース 3.33 1.5% 7.8% 14.0% 0.19 0回 3回 9回 3回 0回 1回

進入コース 勝率 1着率 2着率 3着率 平均ＳＴ
決まり手別1着回数

逃げ 捲り 捲り差し 差し 抜き 恵まれ

最近6ヵ月  1コース1着率ランキング（2018年9月1日〜2019年2月11日）

2〜6コース1着率ベスト5
2コース 3コース 4コース 5コース 6コース

① 江戸川 19.2％ ① 鳴　門 15.6％ ① 戸　田 15.7％ ① 戸　田 7.8％ ① 江戸川 4.9％

② びわこ 17.3％ ② 戸　田 15.5％ ② 平和島 13.5％ ② 平和島 7.7％ ② 常　滑 3.5％

③ 三　国 16.5％ ③ 江戸川 15.4％ ③ 常　滑 12.5％ ③ 桐　生 7.4％ ③ 平和島 3.4％

④ 住之江 16.2％ ④ 三　国 14.2％ ④ 丸　亀 12.4％ ④ 常　滑 7.0％ ④ 鳴　門 2.9％

⑤ 平和島 16.1％ ④ 福　岡 14.2％ ⑤ 鳴　門 11.9％ ④ 尼　崎 7.0％ ⑤ 　津　 2.5％

※戸田は7位 ※戸田は18位

2艇の間隔
150ｍ直線での差

10ｍ 0.33ｍ
11ｍ 0.40ｍ
12ｍ 0.48ｍ
13ｍ 0.56ｍ
14ｍ 0.65ｍ
15ｍ 0.75ｍ
16ｍ 0.85ｍ
17ｍ 0.96ｍ
18ｍ 1.08ｍ
19ｍ 1.20ｍ
20ｍ 1.33ｍ
21ｍ 1.46ｍ
22ｍ 1.60ｍ
23ｍ 1.75ｍ
24ｍ 1.91ｍ
25ｍ 2.07ｍ

1コース

13m
150.56m

150m
4コース

順位 レース場 1着率

① 大　村 69.6％

② 徳　山 63.3％

③ 芦　屋 61.0％

④ 　津　 58.2％

⑤ 下　関 58.0％

⑥ 宮　島 57.7％

順位 レース場 1着率

⑦ 住之江 57.4％

⑧ 児　島 57.3％

⑨ 唐　津 57.0％

⑩ 若　松 55.9％

⑪ 蒲　郡 55.8％

⑫ 常　滑 54.9％

順位 レース場 1着率

⑬ 尼　崎 54.6％

⑭ 多摩川 53.8％

⑭ びわこ 53.8％

⑯ 福　岡 53.5％

⑰ 浜名湖 52.7％

⑱ 三　国 52.6％

順位 レース場 1着率

⑲ 桐　生 51.1％

⑳ 丸　亀 50.3％

� 鳴　門 49.6％

� 平和島 47.0％

� 江戸川 44.6％

� 戸　田 44.1％
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4238	 ぶすじま  まこと

毒島	 誠
Ａ1・群馬・35歳

4320	 みね  りゅうた

峰	 竜太
Ａ1・佐賀・33歳

3721	 もりた  しゅんすけ

守田	 俊介
Ａ1・滋賀・43歳

3822	 ひらお  たかのり

平尾	 崇典
Ａ1・岡山・46歳

3897	 しらい  えいじ

白井	 英治
Ａ1・山口・42歳

4024	 いぐち  よしのり

井口	 佳典
Ａ1・三重・41歳

グランプリ優出者　7年連続7回目 グランプリ優出者　7年連続7回目 ＳＧ優勝者　3年ぶり12回目 ＳＧ優勝者　4年ぶり8回目 グランプリ優出者　3年連続11回目 前年度優勝者　3年連続11回目

 7.85 昨夏からの勢い衰えずまだまだ快走が続く。
 6.33 ＧⅠ3優出も通算勝率6点台をどう見るか。

 8.02 多少の機力劣勢はハネのけるターンが魅力。
 7.46 14年のＹダービーで人生初のＦ2踏んだ地。

 7.93 大器晩成型のダービー王は速攻勝負が得意。
 8.36 昨年ついに当地初制覇で全24場制覇に王手。

 7.86 優勝したＧＰシリーズも展示1番時計連発。
 6.63 最近の伸びスタイルなら当地で威力倍増か。

 7.70 優勝戦1枠で敗れた浜名湖大会の雪辱誓う。
 7.10 ＳＧ優出歴もあるが当地で空振り多い印象。

 8.10 前回大会は脳裏に焼き付く2コース捲りＶ。
 6.84 59周年優勝も61周年準優Ｆ。明と暗がある。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　6年連続12回目
まえもと  やすかず3573	前本	 泰和 Ａ1・広島・46歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年連続7回目
とくます  ひでき3744	徳増	 秀樹 Ａ1・静岡・44歳

グランプリ優出者　3年連続8回目
きくち  こうへい3960	菊地	 孝平 Ａ1・静岡・40歳

優勝5回　3年連続3回目
ながしま  まき4190	長嶋	 万記 Ａ1・静岡・37歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり2回目
おさだ  よりむね4266	長田	 頼宗 Ａ1・東京・33歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり2回目
まつもと  あきえ4399	松本	 晶恵 Ａ1・群馬・31歳

優勝7回　4年ぶり2回目
ふかや  ともひろ4524	深谷	 知博 Ａ1・静岡・30歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり17回目
はまのや  けんご3590	濱野谷	憲吾 Ａ1・東京・45歳

優勝6回　2年連続12回目
はらだ  ゆきや3779	原田	 幸哉 Ａ1・長崎・43歳

ＳＧ優勝者　3年ぶり7回目
なかじま  こうへい4013	中島	 孝平 Ａ1・福井・39歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり6回目
やまぐち  つよし4205	山口	 剛 Ａ1・広島・36歳

グランプリ優出者　3年連続4回目
おかざき  やすひろ4296	岡崎	 恭裕 Ａ1・福岡・32歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり5回目
かやはら  ゆうき4418	茅原	 悠紀 Ａ1・岡山・31歳

優勝8回　4年ぶり2回目
まつだ  たいしろう4544	松田	大志郎 Ａ1・福岡・31歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　6年ぶり9回目
やまかわ  みゆき3232	山川	美由紀 Ａ1・香川・52歳

優勝6回　3年ぶり5回目
すみや  けんご3613	角谷	 健吾 Ａ1・東京・46歳

優勝6回　初出場
なかたに  ともこ3845	中谷	 朋子 Ａ1・兵庫・42歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり5回目
かさはら  りょう4019	笠原	 亮 Ａ1・静岡・39歳

優勝5回　初出場
ほし  えいじ4216	星	 栄爾 Ａ1・静岡・33歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場
うんの  こうしろう4324	海野	康志郎 Ａ1・山口・31歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　6年連続6回目
きりゅう  じゅんぺい4444	桐生	 順平 Ａ1・埼玉・32歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続2回目
なかだ  りゅうた4547	中田	 竜太 Ａ1・埼玉・30歳

優勝7回　2年ぶり9回目
たどう  みのる3257	田頭	 実 Ａ1・福岡・51歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり15回目
やまざき  ともや3622	山崎	 智也 Ａ1・群馬・45歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続11回目
よしかわ  もとひろ3854	吉川	 元浩 Ａ1・兵庫・46歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり10回目
たむら  たかのぶ4028	田村	 隆信 Ａ1・徳島・41歳

優勝5回　3回ぶり2回目
おおみね  ゆたか4237	大峯	 豊 Ａ1・山口・35歳

優勝5回　3回ぶり2回目
いけなが  ふとし4364	池永	 太 Ａ1・福岡・33歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場
くわはら  ゆう4497	桑原	 悠 Ａ1・長崎・31歳

優勝5回　初出場
いそべ  まこと4586	磯部	 誠 Ａ1・愛知・28歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　5年ぶり2回目
わたなべ  えいじ3502	渡邉	 英児 Ａ1・静岡・49歳

優勝6回　3年ぶり9回目
ふかがわ  しんじ3623	深川	 真二 Ａ1・佐賀・44歳

優勝5回　2年ぶり8回目
ひらた  ただのり3898	平田	 忠則 Ａ1・福岡・42歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　4回ぶり6回目
まるおか  まさのり4042	丸岡	 正典 Ａ1・大阪・39歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場
なかごし  ひろき4260	中越	 博紀 Ａ2・香川・35歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　7年ぶり2回目
にしやま  たかひろ4371	西山	 貴浩 Ａ1・福岡・31歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場
やまだ  こうじ4500	山田	 康二 Ａ1・佐賀・31歳

優勝5回　ＳＧ初出場
おおうえ  たくと4682	大上	 卓人 Ａ1・広島・28歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり16回目
おおた  かずみ3557	太田	 和美 Ａ1・大阪・46歳

優勝6回　5年ぶり4回目
いしわた  てっぺい3716	石渡	 鉄兵 Ａ2・東京・44歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年連続11回目
あかいわ  よしお3946	赤岩	 善生 Ａ1・愛知・43歳

優勝7回　初出場
ひさだ  としゆき4188	久田	 敏之 Ａ1・群馬・37歳

ＳＧ優勝者　初出場
ばば  よしや4262	馬場	 貴也 Ａ1・滋賀・34歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場
つるもと  たかふみ4384	鶴本	 崇文 Ａ1・大阪・33歳

優勝6回　2年連続3回目
えんどう  えみ4502	遠藤	 エミ Ａ1・滋賀・31歳

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場
せき  ひろや4851	関	 浩哉 Ａ1・群馬・24歳

 7.87 一般戦の鬼だが今回はＧⅠ覇者として参戦。
 7.79 ＳＧ・ＧⅠに限れば勝率5点まで落ち込む。

 7.18 緊張感高まる局面ではトップスタート連発。
 7.93 当地ＧⅠ参戦は少ないながらも52周年優出。

 7.25 昨年は優勝0回もＧＰ優出で意地を見せた。
 6.89 昨年3月の61周年がちょうど5年ぶり参戦。

 6.81 「全速戦で面白くしたい」と意気込む近況。
 7.17 女子戦ながら6コースから優勝決めた実績。

 6.37 昨年ＧⅠ、ＧⅡ優勝の強さ復活に期待する。
 6.44 淡水レース場巧者で当地地区選で優出歴も。

 6.22 昨年の尼崎オールスターは予選突破果たす。
 6.35 当地3優出の実績はいずれも男女混合戦だ。

 7.21 蒲郡ダービーは捲りも決めて近況は攻撃的。
 7.67 昨年1月一般戦は全3連対で4カド捲りも。

 6.99 昨年ＧⅠ2優勝。次はＳＧで大暴れに期待。
 6.50 ＳＧ・ＧⅠ5優出も優勝は一般戦1度のみ。

 7.86 爆発エネルギーを巧く伝えられれば快進撃。
 出走なし 過去ＳＧ2優出の実績も当地は4年半ぶり。

 7.08 モーター負けがなければコース不問で好走。
 7.05 水面に得手不得手なく機力仕上がりが全て。

 7.32 12月三国周年優勝で出場権獲得と勝負強い。
 7.06 間隙突く走りが自慢も当地では狭すぎるか。

 7.52 攻めに徹することが増えて大器が再爆発か。
 7.27 カドからの走りは強気で当地62周年も優出。

 7.05 近況は機出しで劣勢もスピードは変わらず。
 5.54 これまでの当地ＧⅠは予選から苦戦多くて。

 7.46 昨年後半だけで5優勝の爆発力に魅力あり。
 6.23 昨年62周年では中盤に3連勝飾り波乱演出。

 6.85 昨夏に4度目の女王に輝き当大会6年ぶり。
 6.70 速攻派で鳴らした頃には準完全Ｖ歴もある。

 6.42 快速パワーを引き出して軽快な攻めで勝負。
 6.96 唯一のＧⅠタイトルは00年の当地地区選だ。

 6.55 2度目のＳＧ挑戦でまずは水神祭を目指す。
 7.06 優勝戦1枠でＦしたこともあり相性どうか。

 6.53 不調の中でも勝負強さを随所に見せる近況。
 7.54 62周年は差し2勝に逃げ3勝を挙げて優勝。

 6.48 昨秋の記念戦線では捲り攻めに出る場面も。
 6.97 伸び型仕立てで捲りを狙う戦法は当地向き。

 6.88 体脂肪1桁まで体重を絞ってレースに臨む。
 5.76 伸びが求められる当地は攻めても中間着に。

 8.51 初めての地元ＳＧだが充実の今なら期待大。
 8.19 当地通算優勝11回は現役選手中6位タイだ。

 6.33 調子下降も61周年覇者のプライドに懸けて。
 7.80 差しが得意だが地元なら捲りで攻め立てる。

 6.59 昨年最多勝男だが1月にＦ2背負い厳しい。
 0.00 ＧⅠ2優出の実績も速攻フル稼働が条件に。

 6.90 迷いなく捲る走りを見せれば本格化ムード。
 7.25 ＳＧ4優出2冠、周年も優勝歴と文句なし。

 7.19 手堅く立ち回るがここ一番で勝負を懸ける。
 7.65 19年前のＳＧ初出場で予選1位通過の水面。

 7.44 さばき屋の印象も近況は勝負懸かれば捲る。
 6.56 優勝歴こそまだないがＳＧ、ＧⅠで優出歴。

 6.74 昨年の優勝は5回で、インから4回と集中。
 6.38 前回の当地周年は2着が2回、3着も2回。

 6.75 気温が下がった時期にインから優勝重ねた。
 6.56 大味な走りが目につき、1着か着外の傾向。

 6.85 3コース捲りで地区選を優勝しＳＧ初出場。
 4.67 当地はインよりもダッシュ戦で1着獲りだ。

 6.78 アウト回りでも柔軟に切り込み舟券に絡む。
 6.80 差し水面なら切れ味鋭い運びを見せるが…。

 6.96 第19代名人は進入から意外性がある策士だ。
 6.27 ＧⅠ優出歴もあり鋭角旋回のしぶとさ発揮。

 7.79 捲り水面でも容赦ない内取りで盛り上げる。
 8.21 1月戦で2度目の準完全Ｖに完全Ｖも2回。

 7.06 諦めず、粘り強くがモットーで舟券に貢献。
 7.36 全24場制覇へ当地のみだが苦手意識もあり。

 6.89 地区選で優勝、展示は地味でも実戦で強気。
 5.85 14年当地周年を4コース捲りで優勝の実績。

 6.53 初のＳＧでチャレンジャー精神の一発注意。
 5.92 優勝戦1枠で敗れたこともあり不安を残す。

 6.89 快速パワーを引き出せばしぶとく立ち回る。
 7.43 昨年10月の第3回加藤峻二杯を力強く優勝。

 8.03 ＧⅠタイトルも獲得しＳＧも3度の優出歴。
 6.75 攻める走りが増える今なら戸田相性◎付く。

 7.10 ＳＧ初出場が決まった翌日のＦが不安材料。
 6.21 スタート決めても着獲りの方が安定しない。

 6.95 1月芦屋周年では4カドから攻める場面も。
 6.68 通算勝率は7点台だが10年以上優出がない。

 7.81 伸びが仕上がったときの攻撃力は侮れない。
 5.90 関東5レース場の中では実績にやや見劣り。

 7.06 多摩川3Daysで自身10度目の完全優勝。
 7.33 54周年の覇者でもあり、59周年優出の実績。

 8.02 着実に進歩し続けて近況は勝率8点ペース。
 7.46 22節で6優出も優勝なしと意外と目立たず。

 7.86 昨年の勢いそのままに今年は既に優勝3回。
 5.56 通算勝率5点台で近年は当地出走も少ない。

 7.16 江戸川ＧⅡに浜名湖でもＶと苦手水面克服。
 7.64 62周年優出だが差し屋で戸田向きではない。

 7.36 女子戦主体だがスピード全開の走り冴える。
 6.00 14年Ｙダービーでは準優勝戦1枠をゲット。

 6.72 ダッシュ戦で磨いたスピードをここで披露。
 4.14 2節走り未勝利だが外で突破力あり侮れず。

出 場 選 手

　ＳＧやＧⅠを勝つための条件は「そのレースに
出場すること」、これに尽きる。今回のクラシッ
クも、そこをクリアすれば誰にでも優勝のチャン
スはある。ただ、その候補者をモーター抽選前に

絞るのが困難…というより無理な話なのだ。だか
らといって、実績上位や近況好調な選手を挙げる
のでは能がない（そもそも、そういうものこそ通
用しなくなっている）。根拠はあとで書くとして、

ここは筆者が考える優勝候補、活躍しそうな選手
を挙げてみる。
　まずは峰竜太（佐賀）。そして菊地孝平（静岡）、
井口佳典（三重）、毒島誠（群馬）の当代看板役者

峰を筆頭に菊地、井口、毒島が上位を形成。
強襲するのは山口、田村に地元の雄・桐生！

松長  彰の 

『マンスリー BOAT RACE』

極私的 総展望

ド リ ー ム 戦 　3月16日㊏（初日）第12レース　出場予定選手　●選出順位上位5名と推薦枠1名。

たち。続いて山口剛（広島）。それから吉川元浩
（兵庫）、田村隆信（徳島）、桐生順平（埼玉）に馬
場貴也（滋賀）と山田康二（佐賀）を加えた以上10
名が、筆者の“推しメン”たちだ。

　ここ数年のクラシック活躍組の傾向は、①前年
のＧⅠ優出が多いことと、できれば②前年のグラ
ンプリに優出していること。一昨年のクラシック
優出者は、優勝した桐生を含めて6人のうち4人

が前年のグランプリ優出者だった。
　グランプリで優勝すると、その後は“燃え尽き
症候群”に罹ってしまう選手が多いのだが、昨年
優勝した峰の場合は「この程度では」と思わせる
ことはあっても、達成感はまるで感じられない。
むしろ13年にグランプリを制し、翌年のＳＧ戦線
で優出しまくった池田浩二のときに雰囲気は似て
いる。

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

◎予備選手　①3961 谷村　一哉（山口）　②3983 須藤　博倫（埼玉）　③4409 坂元　浩仁（愛知）　④4074 柳沢　　一（愛知）　⑤3737 上平　真二（広島）　⑥3499 市川　哲也（広島）　⑦4144 石塚　久也（埼玉）　　●選出除外選手　4704 河野　　大（徳島）

選手データの見方

● 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。

全国最近6ヵ月勝率・短評 2018年9月1日〜2019年2月22日
戸田最近3年勝率・短評 2016年3月1日〜2019年2月17日

選出理由　出場回数

登録番号	選手名 級別・支部・年齢（前検日現在）

［選手登録番号順
ドリーム戦出場選手は上掲］
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