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電話投票
レース場コード 2 2 ＃ 福岡市中央区那の津1丁目7－5

☎092－771－6061
●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。
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ボートレース
福岡サイト

ボートレース福岡
Official Site
福岡ボート 検 索 携　帯スマホ

随時更新中

　ハガキに、「オールスター・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「オールスター特集号」プレゼント係
締　切 2019年5月27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。

抽選で20名様に

ボートレース福岡
オリジナルクオカードをプレゼント！

ボートレース福岡・電話情報ガイド ＳＧ第46回ボートレースオールスター　電話投票・前日前売発売実施！ ●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

全国のコンビニでボートレース福岡の出走表を 無料 プリント！

ボートレース福岡の出走表が右記全国
のコンビニ店内に設置のマルチコピー
機で無料出力できます。

●出力可能時間／開催日前日の19：00頃予定

操作ご利用方法のお問い合せはイー新聞まで

http://www.e-shinbun.net
☎03-5830-1808
受付時間／8：00〜23：00 イー新聞  コンビニ 検索➡

地上波
　5月21日㊋　16：00〜16：53
	 25日㊏　16：00〜16：55
	 26日㊐　16：00〜16：55

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

Ｂ　Ｓ
5月21日㊋　ＢＳフジ　16：00〜16：54
25日㊏　ＢＳテレ東　16：00〜16：54
26日㊐　ＢＳフジ　16：00〜16：54

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
5月26日㊐　16：30〜16：55

（文化放送は16：00〜16：55）
●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

❶位：10万円×1名様、❷位：8万円×1名様、❸位：5万円×1名様、
❹位：3万円×1名様、❺位：2万円×1名様、❻～●位：1万円×各1名様、
●位ペラ美賞：4万円×1名様、●位オールスター賞：3万円×1名様
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【応募（エントリー）方法】

【応募締切】 2019年5月31日㊎17：00まで
★当キャンペーンにエントリーされた方は、ボートレース福岡・ペラ坊電投キャンペーンに自動エントリーされます。

【当選発表】
厳選な抽選により当選者を決定し、電話投票口座への現金振込、および賞品の
発送をもって発表にかえさせていただきます。

応募フォームよりエントリー。すでに、ボートレース福岡・ペラ
坊電投キャンペーンに登録されている方は再度登録する必
要はございません。

チャレンジ 1 節間5,000円以上購入で

チャレンジ 2 節間合計２０，０００円以上購入で

現金総額200万円プレゼント!
チャレンジ 3

ペラ坊チャンス

節間毎日3,000円以上購入で

節間10,000円以上購入で

現金総額200万円プレゼント!

現金総額60万円　　　　もしくは、ドリーム戦
出場選手サイン入りプロペラ   　プレゼント!

チャレンジ1～3にハズレた方に抽選で、

3連単払戻金額上位者に
現金総額40万円プレゼント!

※同位の場合は
　抽選

エントリーが
必要です

お問い合わせ先「ペラ坊電投キャンペーン」事務局 (株)BBDO J WEST内☎092-751-2497（平日／10時～18時）

節間1万円以上でもれなくプレゼント
クオカード（500円分）チャンス!!

【応募方法】
特設サイト内「応募フォーム」より応募、または郵便ハガキに、❶クイズの答
え・❷郵便番号・❸住所・❹氏名・❺年齢・❻電話番号をご記入の上、下記
の宛先までご応募ください。

【宛　　先】

【応募締切】

【当選発表】
クイズの正解者の中から厳選な抽選により当選者を決定し、賞品の発送を
もって発表にかえさせていただきます。
※賞品はお選びいただけませんので、予めご了承ください。※応募はお一人様1回限りとし、ウェブ・ハガキともに複数
応募された場合は、すべて無効とさせていただきます。※応募いただいた方の個人情報につきましては、賞品の発送以
外には一切使用いたしません。また賞品発送後に責任をもって、消去・破棄処分いたします。

〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-28 安田第一ビル3F
㈱新東通信 九州支社 博多分室内
SG第46回ボートレースオールスター オープン懸賞係

2019年5月26日㊐ ウェブ：17：00まで・ハガキ：消印有効

「SG第◯◯回ボートレースオールスター」は、
ボートレース福岡にて5月21日㊋～26日㊐に開催されます。

◯◯に当てはまる数字2文字をお答えください。

1名様（50,000円相当）・・
旅行券旅行券

AA賞 株式会社農協観光賞 株式会社農協観光

3名様（GBA-400-1A9JF）
G-SHOCKG-SHOCK

BB賞 カシオ計算機株式会社賞 カシオ計算機株式会社

10名様（2枚入）・・・・・・・・・・

博多和牛
サーロインステーキ
博多和牛
サーロインステーキ

CC賞 堀ちゃん牧場賞 堀ちゃん牧場

20名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仁丹の薬湯
（マイルド）
仁丹の薬湯
（マイルド）

II 賞 森下仁丹賞 森下仁丹

20名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

九州パラダイス
詰合せ
九州パラダイス
詰合せ

JJ 賞 千鳥饅頭総本舗賞 千鳥饅頭総本舗

20名様（4食入り）・・・・・・・・

長浜屋台ラーメン
ナンバーワン
長浜屋台ラーメン
ナンバーワン

KK賞 長浜ナンバーワン賞 長浜ナンバーワン

10名様（300g）・・・・・・・・・・・

天然出汁めんたい子
「極附」～きわめつけ～
天然出汁めんたい子
「極附」～きわめつけ～

DD 賞 あき津゛賞 あき津゛

10名様（1ケース/24本入り）

サッポロ生ビール
黒ラベル 350ml
サッポロ生ビール
黒ラベル 350ml

EE 賞 サッポロビール賞 サッポロビール

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こだわり餃子
（48個入り）
こだわり餃子
（48個入り）

FF 賞 大阪王将賞 大阪王将

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ザ・ロースターギフト
（MAR-30RF）
ザ・ロースターギフト
（MAR-30RF）

GG 賞 UCC上島珈琲賞 UCC上島珈琲

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

博多美人
（48個入り）
博多美人
（48個入り）

HH 賞 はかたや本舗賞 はかたや本舗

レース結果
3連単・2連単   ☎092－669－1717
3連複・2連複・拡連複 
　   ☎092－555－1649

テレドーム
実況放送   ☎0180－999－700
レース結果（3連単・2連単） 
　   ☎0180－999－702
レース結果（3連複・2連複・拡連複） 
　   ☎0180－999－705

2連単当回オッズ・展示タイム・前走成績・
気象情報・ボート、モーターなどの変更 
　   ☎0180－999－701
3連単当回オッズ・展示タイム・前走成績・
気象情報・ボート、モーターなどの変更 
　    ☎0180－999－704
前売オッズ（第10〜12レース・2連単のみ） 
　   ☎0180－999－703
スタート展示情報 
　   ☎0180－999－706

ＳＧ第46回ボートレースオールスター　オフィシャルパンフレット
「令和」初のビッグレース！

●電話投票は朝7時から発売します。

電話投票
レース場コード 2 2 ＃

▪ボートレース福岡・開門  
　5/21㊋ 8：30 
　5/22㊌〜26㊐ 9：30
▪第1レース・スタート展示 
 10：10

▪本場発売締切予定時刻　◦場外締切は本場発売締切の1分前です。

協賛各社

特設サイト 福岡オールスター 検索 ➡

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ 4Ｒ 5Ｒ 6Ｒ 7Ｒ 8Ｒ 9Ｒ 10Ｒ 11Ｒ 12Ｒ
5/21㊋ 〜 24㊎ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：36 14：08 14：42 15：18 15：56 16：35
5/25㊏［準優勝］ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：36 14：08 14：40 15：17 15：55 16：35
5/26㊐［優勝戦］ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：37 14：09 14：41 15：17 15：54 16：35

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。
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まだまだ成長途中のデビュー5年目。 
目標は切れのあるターンで捲り差し！

― 千広さんが選手になろうと思ったきっかけは、やっぱり母・博美さん
の影響ですか？

千広　そうですね。ずっと見ていたわけではないけど、母のレースを見
て、心臓がすごくドキドキしたのを覚えていま
す。高校への進路を決めるときに「ゆくゆくは選
手になりたい」って相談しました。
博美　将来の選択肢のなかに“選手になる”って
いうのがあるのは仕方がないと思っていました。
でも、できれば選手になって欲しくなかった。こ
の職業は何があるかわかりませんから…。

― デビューから4年経ちました。

千広　結果だけを見れば、悪くないと思うし、満
足していないわけではないんですが、レースは失

敗のほうが多いですね。4年の間にもっと上手くなっておきたかった。周
囲の期待に応えたい思いもあるけど、それ以上に、自分自身に対する焦り
があります。
博美　優勝もしているし、私は「頑張っているな」って思っているんです
が、本人はきっと違うことを考えているんだろうなって感じます。
千広　上のレベルの方々とは、やっぱり艇の向け方とか、ターンが全然違
います。普段のレースを見ていてもそうですし、ヤングダービー、芦屋の
地区選で一緒に走って、自分のターンとの差を感じました。
　体の大きさが違うので真似をする気はありませんが、今は自分に合った
乗り方を探っているところです。男子選手みたいな切れのあるターンが目
標。凄い向きの捲り差しができるようになりたいですね。

― スタートはどうですか？　博美さんは早かったですよね。

博美　私はスタートを行って捲ることしか考えていなかったから。レース
スタイルが違いますよ。ターンの仕方も全然違いますし。私のは“昭和の

ターン”です（笑）。
千広　スタートの質が悪いことも課題ですね。スタートで遅れたくないの
で合わせてしまいます。母のレーススタイルですか？　好きな体感に調整
すると、伸びがこないので…。

母の心配を余所に…初1着は母から奪取。 
期待最高潮のシーンで、ビシッとキメる！

― 3回目の母娘対決で千広さんが水神祭！

千広　デビューから1年経っても1着が獲れなかったので、良かったなと。
さすがに母を相手に初1着は予想していませんでしたけど（笑）。
博美　「ここで獲らなくても！」というのが、正直な感想（笑）。
千広　選手になると決めたときから、母娘対決があるだろうと思っていま
した。自分の中ではイメージできていたので普通のことでしたが、周りの
反応が大きかったですね。
博美　初対決（15年・福岡お盆戦）の前日は、なかなか寝付けませんでし
た。「ちゃんとレースできるかな」とか、「事故なく走れるかな」とか、い
ろいろと考えてしまって…。キツかったですね。
千広　母が引退した今では、母娘対決も良い思い
出です（笑）。

― 昨年の児島・オールレディース優勝は運命的
でしたね。

千広　引退した母の代わりということは、追加斡
旋の連絡を受けたときに聞いていました。初めは
意識していなかったけれど、1号艇で優勝戦に乗
ったときは意識しましたね。
博美　「有難う」というよりも「凄いな」ですね。
引退した私の代わりに千広が走ってくれて、優勝してくれた。注目されて
いるときに最高の結果を出すなんて、やりたくてもできることじゃありま
せん。
千広　母とは児島の節間の話はしましたが、優勝したことについてはあま
り話していないんです。お互いに恥ずかしさがあったと思います（笑）。

　業界初の母娘レーサーとして注目を集めた最優秀新人選手・大山千広が、ついにＳＧデビューを果たす。しかも、得票数
4位でドリーム発進というオマケつき。テレビの密着取材最終日に初1着、母の代わりに出たレースで優勝するなど、ここ
ぞという場面で最高の結果を出してきた娘に、母・博美さんも「凄い」と絶賛。この勝負強さなら、ＳＧ第1走で水神祭も
不可能ではない。  （インタビュー＆構成／『マンスリーBOAT RACE』武内達也）

注目レーサー the INTERVIEW

おおやま　ちひろ
1996年（平成4年）2月5日生まれ。福岡支部・116期。
2015年5月、福岡でデビュー。17年9月、福岡・Ａレ
ディースで初優勝。18年9月、浜名湖・ヤングダービ
ーでＧⅠ初出場、初優出を果たすなど活躍し、18年の
最優秀新人選手に選ばれた。3月の児島レディースオ
ールスターでファン投票1位、今回のオールスターは
ファン投票4位で選出。

おおやま　ひろみ
1966年（昭和41年）1月5日生まれ。福岡支部・61期。
1987年11月、福岡でデビュー。94年5月、桐生・女子
リーグで初優勝。2000年2月、丸亀・女子王座決定戦
でＧⅠ初出場。01年2月、多摩川・女子王座決定戦で
ＧⅠ初優出を果たした。18年10月に現役引退。

今は自分が楽しいことをやれているので、幸せです。
13,294票の期待に応えられるよう、しっかり勉強してきます。

2018年最優秀新人選手

大山  千広 4885・福岡
Chihiro Oyama

元ボートレーサー

大山  博美3317・福岡
Hiromi Oyama

＆
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　「選手をやっていれば、年間で

良くない時期が絶対にあります。

僕の場合はそれが年頭で、これま

で1、2月に優勝したことがあり

ませんでした。それが、今年は福

岡の正月戦で優勝、芦屋周年で優

出、芦屋のＧⅢで2回目の優勝で

しょ。選手人生で、一番良いスタートが切れました。いろい

ろと考えてチャレンジしたからなので、結果が出たのはたま

たまではないとも思っています。

　今は、早くＳＧを1つ獲りたいという気持ちが強いです。

これまでにＳＧを勝っていれば『あのＳＧを』とか『地元の

ＳＧを…』ってなるのかもしれませんけど、そんな余裕はな

いです。それでも地元福岡のＳＧですから気合は入ります。

ＳＧ初優勝が福岡なら最高だし。頑張ります！」

　「ファン投票で選ばれたことは
素直に有難いですね。ＳＧにはこ
れしか出られませんから（笑）。
正直言ってＳＧのメンバーとレー
スをするのは辛い。完全にスピー
ド負けするので、良いエンジンを
引かないと本当に厳しいです。
　でも、福岡は長年走ってきたの
で、うねりも大丈夫です。好きじゃないけど。そこは誰より
も経験があります。とにかく良いエンジンを引きたい、それ
が最低条件です。
　今はＡ1級をキープすることが、モチベーションになって
います。毎年思っているけど、これが最後だと思って、今回
も走ります。でも、引退は考えてないですよ（笑）。何とか
舟券に絡める走りをしたいですね」

　「ＳＧを勝つのに一番チャンス
があるのが、福岡だと思っていま
す。水面が特殊だから苦手な人も
いる中で、地元で走り慣れている
ので問題ないですからね。
　福岡のオールスターでは活躍で
きていないから『これはいかん。
やらないかん』っていう気持ちも
あります。少し苦しんだ現行エンジンの調整も、してはいけ
ないことがわかってきました。成績も上がってきたし、もう
大丈夫です。
　オールスター後はＦ休みで、その後は3ヵ月ＧⅠ・ＧⅡを
走れない。年末のグランプリを考えれば、ここで稼がないと
いけないし、福岡を走るときは勝手に気持ちが入ります。入
れ込みすぎてもいけないけど、僕ももう31歳だから、その辺
のコントロールもできます（笑）。しっかり準備をして、良
い状態で臨みたいです」

　「僕に投票してくれたお客さん

は、石川真二という名前ではなく

“ピット離れ”に投票してくれた

のだと思っています。昔からこの

スタイルを貫いていたんだけど、

ようやく報われたのかな（笑）。

　福岡はピット離れが難しいレー

ス場なので、妥協していた部分もあったが、オールスターで

は投票してくれたお客さんのために、いつも以上にピット離

れと進入にこだわるレースを見せたいですね。

　正直、49歳にもなると記念の斡旋が減って、ＳＧが遠のい

てくる。そんな状況だからこそ、ＳＧレースを走れるのは楽

しい。ダービー優出だけの“一発屋”と思われたくないから、

頑張ります!!」

　「私がＳＧのドリームに乗れる
なんて、夢にも思っていなかった
ので、もう思い残すことはありま
せん（笑）。ドリームは点増しも
あるし、調整時間も多いので、凄
く有利だと思います。
　去年はＳＧで2回準優に乗れま
したが、優出するチャンスもあっ
たのに失敗してしまって…。テクニック不足を感じました
し、準優はいつもと違う特有の厳しさがありました。今度は
同じミスをしないようにしたいですね。ＳＧで初めて準優に
乗れたのは、一昨年の福岡のオールスター。今回はこれまで
の失敗を生かして、それ以上の成績を残したいです。
　福岡は地元だから、調整のイメージもできています。

『ＳＧを走るのはこれが最後！』っていうぐらい、感謝の気
持ちを込めて走ります」

　「オールスターは良いときも悪
いときもあるけど、初めて出た 
ＳＧということもあって、ほかの
ＳＧとは違う思いがあります。グ
ランプリに向けて重要な一戦だ
し、地元の福岡で開催されるの
で、今回はかなり気合が入ってい
ます。
　福岡はテクニカルなレース場なので、エンジンはもちろん
重要だけど、それ以上に走り方が大事になってきます。地元
なのでアドバンテージはすごく大きい。そこを生かさない手
はありません。ただ、最近の福岡では、ターンとか、位置取
りとかの感覚に少しズレがあります。ＧＷで感覚を取り戻し
ておきたいですね。
　オールスターでは勝つことも大事だけど、お客さんに喜ん
でもらえるレースを心掛けます」

　「たくさんのファンの皆様に選
んでもらえて有難いです。福岡は
デビューした水面でもあります
し、福岡3場はどのレース場も同
じくらい好きです。
　オールスターに選ばれたからと
言っても、やることは一緒です
よ。一般戦もＧⅠも全て一緒。今
までにやって来たことをやるだけ。特にプロペラの形をどう
こうするとかも考えていないです。ただ、ＳＧになるとエン
ジンを出さないと勝てないので、良いエンジンを引けたら良
いですね。
　福岡は3コースが好きです。自分から攻められる位置なん
で、思い切って握って回りたい。少しでも舟券に絡めるよう
に、応援してくださるファンの皆様に感謝の気持ちを込めて
一生懸命走ります」

　「まずは、投票してくれたファ
ンの方々の期待に応えられるよう
なレースがしたい。デビューも水
神祭も福岡なので、僕にとっては
純地元水面です。
　昔は福岡で走るときはより一層
気合を入れていたけど、今はどこ
でも結果を出さなきゃと思ってレ
ースをしています。キャリアを積んで精神的に成長したんで
しょうね（笑）。でも、オールスターに関しては別。良い結果
を残せるように頑張ります。
　福岡で心掛けている調整方法とかは、特にないです。僕は
多少足が悪くても、乗り心地やグリップといった、体感を大
事にするタイプ。ここが良ければ自分らしいレースができる
と思います。
　あとは、地元の皆で大会を盛り上げたいですね」

　「開催が決まったときから“出
たいな”って思っていました。九
州5場はどこでも気持ちが入るけ
ど、やっぱり地元の福岡3場は違
います。2年連続で選んでもらっ
て、本当に有難いですね。
　福岡はうねりがなかったらメチ
ャメチャ乗りやすい水面だと思
う。スタートは周りに建物が多いので、風向きがわかりづら
くて、凄く難しいです。
　理想の走りはエンジンをしっかりと仕上げて、レースに集
中すること。最近は大分下回っていますが、同期の西野雄
貴、村松修二にプロペラのアドバイスをもらってからは、少
しずつリズムは上がってきたと思います。ファンの方に恩返
しができるように、1走でも多く舟券に絡みたいですね」

　「ファンの方々に5,484票もの投

票をいただきました。

　なんとあの篠崎仁志（3,444票）

にファン投票の得票数で勝ったん

ですよ！　自分の中ではそれが何

よりも嬉しい ! !　『ようやく俺の

時代が来たんだなぁー』と思えま

したからね（笑）。

　あとは良いモーターを予約したいんだけど、それができな

いからなぁ…。最近はＳＧレースで良いモーターを全然引け

ていない。これが悩みのタネですね。

　福岡水面の“うねり”は、好きか嫌いかと聞かれたら好き

ではないけど、地元水面だし、そんなことは言っていられな

い。気合を入れてレースに挑みます！」

　「昨年はＳＧやＧⅠをたくさん
走らせてもらって、自分の弱い部
分や足りない部分が明確にわかり
ました。今までも勝ちたい気持ち
はあったけど、単純にそれだけ。
気持ちの面で負けていました。
　ただ、今年に入ってから自分で
も“力がついてきているな”って
思うときがあるんです。まだまだ伸びシロがあると思うし、
これからが楽しみです。
　目標はとにかく“強い”選手。強くなりたいです。今まで
はターンやモーター調整、レース運びとか細かいことに目を
向けていたけど、そうじゃないんですよね。強い気持ちがあ
れば、その全てがついてくる。それがわかった自分は、もっ
と強くなれると思います。
　ファン投票で選んでいただいたので、感謝の気持ちを伝え
るためにも、全力を尽くします」

― エンジンが出ていないときでも得るもの？

千広　確かにエンジンは絶対出さなきゃと思うし、厳しいエンジンだと凌
げません。でも、今は結果を出すことより地力を底上げする時期。土台を
固めるには失敗も経験だと思って、いろいろな調整を試しているんです。
博美　私は目の前のレースを勝つことだけに必死でした。いつも不安で、
レースが楽しいなんて思ったことがありません。“土台を固める”なんて
考えたこともなかったし、そう考えること自体、違うなと思います。た
だ、エンジンもちょっとずつ変わっているので、順応性がないと長くは続
けられないでしょうね。
千広　どうしてもエンジンが出ないときでも、ターンに力があれば凌ぐこ
とができるはず。だから、やっぱりターンを磨くことが先です。

最優秀新人はＳＧデビューも規格外！ 
ＳＧ初出走は初日12Ｒ・ドリーム戦。

― ＳＧデビュー戦はドリーム4号艇です。

千広　なんか畏れ多いですね…。まだ自分の力ではＳＧに行けないので、
ファンの方にチャンスをもらえたのは有難いです。まさか4位でドリーム

に乗せてもらうとは思っ
ていなかったけど。
博美　得票数が多すぎて
怖いくらいですね（笑）。
でも、やらなきゃいけな
いことをしっかり持って
いる子なので、SGでも
大丈夫です。
千広　いただいた13,294
票は、今大会への期待で
はなくて、ＳＧの舞台を
経験して欲しいって意味
があるんだと勝手に思っています。今回はＳＧを経験すること自体に意味
があると思うので、しっかり勉強して、今後に繋げたいと思います。
博美　ＳＧに出続けるためには、目の前にある糸をつかみ続けなきゃいけ
ないと思います。今回のオールスターで多くのことを吸収してきて欲しい
ですね。
千広　オールスターでの結果がどうであれ、自分が成長したと思えたら良
いし、そうありたい。でも、できれば水神祭はしたいです（笑）。

博美　実は初1着のときも、ＮＨＫさんの1年間密着撮影の最終日だったん
ですよ。その場に居られて、一緒に水神祭ができて、とても幸せでした。
千広　オールスターでこれだけ多くの投票数をいただけたのも、たくさん
のメディアに取り上げていただいて、初1着や児島の優勝に母が関わって
いたことが大きいと思います。今は実力よりも話題性が先行しているの
で、実力も早く追いつきたいです。

ターン、整備とも今は土台固めの時期。 
エンジンが出なくてもターンで凌ぎたい！

― 最優秀新人選手に選ばれる
ほどで、実力も十分だと思うの
ですが。

千広　まだまだ失敗することの
ほうが多いし、そんなことは全
然思えません。もっと実力があ
って、結果も出ていれば、もし
かしたら思ったかも知れないけ
ど（笑）。

　最優秀新人は“獲れたら良いな”と思っていましたが、選ばれた後に
「おめでとう」って言ってくれる方が多いのにビックリしました。自分が
思っていた以上のものなんだなと（笑）。最優秀新人争いは、17年の羽野
直也さんと仲谷颯仁さんが凄かったですよね。お二人とは期が近いので、
デビュー時から一緒に練習させてもらっていました。今は差がついてしま
ったけど、早くお二人に追いつきたいです。

― 強豪が揃う福岡支部は、レベルアップに最適かと。

千広　3月の福岡戦で瓜生正義さんと一緒だったので、いろいろとお話を
させていただきました。ＳＧで活躍されている方ですから、レースも、エ
ンジン出しも、全ての面でレベルが高い。お話できて、実りのある良い一
節になりました。
　女子でも小野生奈さんや川野芽唯さん、竹井奈美さんとか、意識の高い
先輩が多いので刺激になりますね。支部の環境は恵まれています。

― 充実していますね。

千広　本当にそうですね。レースやイベントを含めて、自分が楽しいこと
をやれているので幸せです。エンジンが出ていないときでも得るものはた
くさんあるし、充実しているなって感じます。

大山　千広選手  データ室 （2019年4月6日現在）

◆通算成績
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 852回 22回 4回 34.5％ 52.8％
Ｇ　Ⅰ 17回 1回 0回 23.5％ 41.2％

◆全国成績（最近3節）
19年 4月 芦　屋 ＧⅢ・Ａレディース ②1④④①②④⑤①3②1
19年 3月 福　岡 一般競走 ③3②③②②①①②2❺
19年 3月 児　島 ＧⅡ・レディースＡＳ 1④③③③②5④3

◆福岡成績（最近2節）
19年 3月 一般競走 ③3②③②②①①②2❺
18年 11月 ヴィーナスＳ ③5①①失③④①③1❺

篠崎　
仁志

日高
逸子

前田　
将太

石川　
真二

小野　
生奈

瓜生　
正義

竹井　
奈美

岡崎　
恭裕

羽野　
直也

西山　
貴浩

仲谷　
颯仁

地元福岡支部11選手

4477

3188

4504

3473

4530

3783

4556

4296

4831

4371

4848

不調な1、2月をＶ2でクリア。 
今年の僕は違います！

引退はしませんが、 
“これが最後”と思って走ります。

僕ももう31歳。良い具合に 
気合を入れて臨みます。

“ピット離れと進入”で、
得票数分の期待に応えます！

ドリーム選出なんて… 
思い残すことはありません。

オールスターですから、 
お客さんに喜んでもらいたい。

3コースから一生懸命、 
思い切り握って回ります！

気合の空回りはなくなっても、
福岡オールスターは別！

九州5場は気持ちが入るけど、 
やっぱり地元は違います。

ようやく俺の時代が来た！　 
気合を入れて挑みます。

選んでいただいた感謝の気持ちを、
全力で伝えます！

食べ物も飲み物も日本一おいしい場
所、ですかね。仕事柄、全国、いろ
んな所を巡るけど、福岡以上に食べ

物がおいしいと思う所はありません。

ふるさと。いつ来ても自分のルーツ
だと思えるし、何か落ち着く所です
かね。今は東京に住んでいることも

あって、余計にそれを感じます。

とにかく人が多いですね。天神の周
りは溢れ返っています（笑）。食べ
物は断然“魚派”で、寿司店のお薦

めは『すし鮮』。“超”好きなのは博多駅の上にあ
る『今半』ってすき焼き屋さんです。
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ここが違う! 福岡の3コース
� 風岡　　光 ●『九州スポーツ』

内は免疫が必要、だから3コースが強い！
　福岡の特徴と言えば、3コース1着率の高さ。最近1年間の1着率は
15.1％で、戸田や江戸川と並んで全国トップクラスだ。
　この点について「3コースが有利というより、インが難しい水面」と
解説するのが、当地で圧倒的な実績を持つ瓜生正義。1マークが大きく
スタンド側に振られていることや、発走ピットからの距離が短くて深イ
ンになりやすいなど、コース形状もさることながら、瓜生が指摘するの
は荒水面に対峙する選手のメンタル。「博多は内（1、2コース）がレバ
ーを落とすことが多い。本番前に大まかな予測を立てるけど、細かい部
分は1マーク直前まではっきりしない。だからひるんでしまうんです。
その状況で全速や捨て身のスタートを来られると持たない」
　もちろん、うねりはインだけではなく、捲った選手にもキャビテーションなどの悪影響を与えかねない。そこで重要になるのが経験だ。「免疫がついて
いる（瓜生）」という地元勢や、水面相性の良い選手を積極的に狙ってみる手もありそうだ。

ここが違う! 福岡のうねり
� 田原　年生 ●『スポーツ報知』

勇気を持って難敵・うねりに立ち向かえ！
　福岡では「うねり」という難敵が
1マークに潜む。那珂川の河口に位
置している特殊な水面なので、1マ
ーク付近は川の流れと干満の差があ
る海水がぶつかり合って複雑な流れ
になる。うねりは季節に関係なく発
生するが、特に北や北西からの風が
強い場合が多い。また、大潮や中潮
の満潮時や近くのベイサイドプレイス（博多埠頭）から発着する船舶
の影響でうねりが出る場合もあるので注意が必要だ。
　うねりが出た場合はどういった選手を狙ったら良いのか？
　①福岡を多く走っている経験値の高い地元選手。
　②荒水面を得意にしている波乗り巧者。
　③うねりに負けないパワーのあるモーターに乗っている選手。
　④センターからのツケマイを得意にしているスタート巧者。
　などが挙げられる。全国屈指の難水面なので、福岡を得意にしてい
る選手は少ない。福岡で優勝するためには、勇気を持ってうねりに立
ち向かえるかどうかがポイントだ。

ここが違う! 福岡のスタート
� 中牟田　康 ●『日刊スポーツ』

平田忠則流「福岡スタート攻略法」を伝授！
　福岡は特殊な水面でダッシュ
は180ｍしかない。4枠から外
でも、年齢を問わずスローを選
択する選手がいるほどだ。180
ｍを生かす方法はあるのか？
　14年以降、福岡で優出14回、
優勝3回を誇る平田忠則が挙げ
た攻略法は、①スタート勘、②
伸び型、③ダッシュに引くタイ
ミング、④慣れの4点だ。

　「スタートの早い選手は180ｍでも対応はできる。勘は大切です」と、①は
シンプルな理由。②は伸びがあったほうが有利だ。「行き足も必要だが、行
き足だけだとダッシュは乗り切れない。少し重さが出ても、スリットから先
の足も必要」と分析する。
　③は選手の駆け引きの見せ所。「4カドなら5、6コースの引き波に乗ら
ないようにゆっくり行きます。でも、ゆっくりすぎて慌てて起こすとスター
トで遅れます。気持ち早く行くような準備も必要です」。最後の④は「慣れ
ておかないとスタートが決まらない」と、適応力も必要だ。

ここが違う! 福岡の穴の条件
� 鳥飼　祥平 ●『スポーツニッポン』

穴は荒水面の2コース＆内艇の前残りだ！
　選手持ちプロペラ制の時代はイン1着率20〜30％が当たり前だった福岡水面も、今やイン
1着率は50％を超える。売り文句だった「3コース1着率日本一」の称号も、昨年は戸田に微
差で奪われた。イン受難と言われたのは昔の話？　いやいや、そうは言っても3月に開催さ
れた優勝戦は1号艇が4戦3敗と、数字ほどインの信頼度は高くない。
　福岡でインが負ける際に配当の期待値が高いのは、モーターが出ているのに1マークのう
ねりで足を取られるケース。思い出されるのが昨年4月のＰＧⅠマスターズＣの最終日。北
西からの風が後半レースになるにつれて強まり、後半3カードは2号艇が3連勝。うねりが
出る荒水面では2コースを積極的に狙いたい。
　また、センターが強いのも当地の特徴だが、最近は捲った艇の外が続く“筋舟券”が減り、
一度捲られた艇が小回りで残すパターンが多くなった。人気の盲点となりやすいので、内艇
の前残りもオッズ次第では押さえる価値があるだろう。

ここが違う! 福岡の展示タイム
� 武内　達也 ●『ペラ坊予想』担当

展示タイムトップは、コース不問で捲る！
　当地は展示タイムの計測位置が他場と違う。単純な伸び足だけではなく中間速も反映さ
れるだけに、総合的な機力が判断できる。特に、展示タイムトップをマークした選手の舟
券貢献率が非常に高く、舟券の作戦を組み立てる上で重要な要素だ。
　右にある展示タイムトップの1着率、2着率、3着率の表とグラフを見てもらいたい。
当地の1着率が31.8％に対し、全国平均は27.8％と4％の差がある。2着率、3着率も同様
に当地のほうが高い。
　次に、展示タイムトップのコース別の成績だが、1コー
スの1着率62.4％は驚く数字ではないが、2、3コースの1
着率が20％を超えているのは見逃せない。6コースでも展
示タイムトップなら4回に1回は3連単に絡んでいる。
　最後に決まり手別を見ると、捲り決着が多いのが特徴だ。展示タイムトップの捲り1着
率は15.4％、中でも3コース捲りは1着37回のうち18回もある。2コースでも差しより捲
りが多い。このことからも“展示タイムトップ＝捲り”と考えて良いだろう。
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100m 80m 45m 5m

70m

50m

6 5 4 3 2 1

ここが違う!
福岡記者席に聞く

福岡女子二大スター大山＆小野
　今大会は何と言っても、初日ドリームに大注
目。ファン投票4位に大山千広（福岡）、6位が

小野生奈（福岡）と福
岡が誇る女子の二大ス
ターが、ドリームに選
出。女子がＳＧのドリ
ームに2人出るのは史
上初。しかも、大山は
ＳＧ初参戦でいきなり
ドリームに出場。第14

回オールスターの江口晃生以来の、歴史的な出
来事だ。ボートレースの歴史に残るレースにな
るのは間違いない。

優勝の筆頭候補はもちろん峰
　もちろん、優勝の最右翼は3年連続ファン投
票1位の峰竜太（佐賀）。現在、17年のグランプ

リからＳＧは10大会連
続で予選を突破中で、
優勝戦線に絡むことが

“当たり前”というの
も凄い話。3年前の当地オールスターのドリー
ムでは、1周2マークでネトロンに突っ込むと
いう大失態を演じただけに、今回は期するもの
がある。3月に一般戦で試走は済んでおり、準
備万端という点も見逃せない。

勝つ準備は整った！地元瓜生
　白井英治（山口）、毒島誠（群馬）、桐生順平

（埼玉）と優勝候補はあまたいるが、当地で試
走を終えているかは重要で、3月以降に当地を
走った選手は、調整面で大きなアドバンテージ
を持つ。
　試走済みメンバーは前出の峰と大山に、今村
豊（山口）、日高逸子（福岡）、太田和美（大
阪）、守田俊介（滋賀）、徳増秀樹（静岡）、瓜生
正義（福岡）、馬場貴也（滋賀）、中田竜太（埼
玉）、羽野直也（福岡）、仲谷颯仁（福岡）の12
人。なかでも瓜生は今
年、正月戦を含む3節
に出場し、さまざまな
プロペラのパターンを
試していたのが印象に残った。当地ＳＧＶ3と
いう実績を考えても、峰と並ぶ優勝候補なのは
言うまでもない。

だから違う！福岡の

森　　大輔●『西日本スポーツ』

3年連続得票数1位峰がオールスター制覇で恩返し。
“ＳＧドリーム女子”大山＆小野からも目が離せない！

スターたちをサポート。
福岡のＳ＆Ａランクモーター

検定タイムトップでレース足の良さが目立つ。

プロペラが換わり一時は下降も、再び上昇中。

当地で最も必要な行き足の良さが光る実績機。

元エース機だが年末のプロペラ交換から下降。

出足や回り足が良く、実戦で威力を発揮する。

乗り手の勝率＋1点以上を稼ぐメーカー機だ。

12月戦で西川昌希が優勝してから上り調子だ。

伸び足は目立たないが出足はトップクラスだ。

特徴は伸び寄りだが調整が合えば出足も抜群。

�号機　出足◎　伸び○
2連率40.2％　勝率5.65　優出3回　優勝1回

�号機　出足◎　伸び○
2連率50.0％　勝率6.12　優出4回　優勝2回

�号機　出足◎　伸び○
2連率36.9％　勝率5.73　優出2回　優勝0回

�号機　出足◎　伸び○
2連率31.5％　勝率5.22　優出2回　優勝1回

�号機　出足◎　伸び○
2連率41.7％　勝率5.86　優出4回　優勝0回

�号機　出足◎　伸び◎
2連率46.4％　勝率6.10　優出4回　優勝2回

�号機　出足○　伸び◎
2連率39.0％　勝率5.62　優出5回　優勝2回

�号機　出足◎　伸び○
2連率36.4％　勝率5.38　優出4回　優勝2回

�号機　出足◎　伸び◎
2連率48.8％　勝率6.38　優出4回　優勝1回

A
ランク

A
ランク

A
ランク

A
ランク

A
ランク

A
ランク

A
ランク

A
ランク

Ｓ
ランク

開催日 潮 満　潮 干　潮
5月21日㊋ 大潮 10：48 17：21

22日㊌ 中潮 11：18 17：58
23日㊍ 中潮 11：49 18：35
24日㊎ 中潮 12：23 19：16
25日㊏ 中潮 13：08 20：05
26日㊐ 小潮 14：15 8：10

開催期間中の潮汐表

順位 発生日 レース 連番 コース組合せ 払戻金
① 8月 10日 6Ｒ ❻－❷－�⑤ 6－2－5 193,160円

② 12月 28日 8Ｒ �⑤－❷－❹ 5－2－4 175,220円

③ 7月 10日 2Ｒ �⑤－❸－❷ 5－3－2 156,100円

④ 1月 7日 11Ｒ ❻－❸－�① 6－3－1 153,640円

⑤ 3月 18日 2Ｒ ❷－❻－�① 5－6－1 144,950円

⑥ 5月 17日 4Ｒ ❸－�⑤－❷ 3－5－2 142,780円

⑦ 5月 6日 10Ｒ ❸－❻－❷ 3－6－2 137,870円

⑧ 6月 24日 10Ｒ �⑤－❻－❷ 5－6－2 136,020円

⑨ 4月 7日 7Ｒ ❸－�①－❻ 3－1－6 125,620円

⑩ 8月 11日 3Ｒ �⑤－❸－❹ 4－3－5 109,960円

⑪ 1月 5日 6Ｒ ❹－❻－�① 5－6－1 103,430円

⑫ 12月 26日 3Ｒ ❹－�①－❻ 4－1－6 100,440円

⑬ 4月 7日 1Ｒ ❹－�⑤－❸ 4－5－3 96,290円

⑭ 8月 11日 7Ｒ �⑤－❸－❷ 5－3－2 94,090円

⑮ 9月 23日 2Ｒ ❻－�⑤－❹ 4－6－5 92,490円

⑯ 8月 6日 12Ｒ ❸－�⑤－❹ 3－5－4 89,270円

⑰ 6月 6日 3Ｒ ❻－❷－�① 6－2－1 85,290円

⑱ 11月 15日 2Ｒ ❹－�⑤－❸ 4－5－3 82,360円

⑲ 4月 26日 6Ｒ ❸－�⑤－❷ 3－5－2 81,880円

⑳ 10月 12日 10Ｒ �⑤－❷－�① 5－2－1 79,410円

最近1年 �福岡3連単高配当ベスト20
（2018年4月1日〜2019年3月31日）

最近1年 �1＆3コース1着率ランキング（2018年4月1日〜2019年3月31日）

順位 レース場 1着率
① 大　村 68.4％

② 徳　山 64.2％

③ 芦　屋 60.8％

④ 津 58.7％

⑤ 下　関 58.0％

⑤ 住之江 58.0％

⑦ 児　島 57.2％

⑧ 宮　島 56.9％

⑨ 若　松 56.5％

⑩ 尼　崎 55.9％

⑪ 蒲　郡 55.6％

⑫ 常　滑 55.3％

順位 レース場 1着率
⑬ 唐　津 54.4％

⑭ 三　国 53.4％

⑮ 丸　亀 52.8％

⑯ 福　岡 52.1％
⑰ 多摩川 51.9％

⑱ 浜名湖 51.3％

⑲ びわこ 51.0％

⑲ 桐　生 51.0％

� 鳴　門 50.0％

� 江戸川 45.0％

� 平和島 44.9％

� 戸　田 43.0％

1コース
順位 レース場 1着率
① 戸　田 15.2％

② 福　岡 15.1％
② 江戸川 15.1％

④ 鳴　門 14.8％

⑤ 三　国 13.3％

⑤ 平和島 13.3％

⑦ 浜名湖 13.0％

⑧ びわこ 12.8％

⑨ 多摩川 12.6％

⑩ 唐　津 12.5％

⑩ 丸　亀 12.5％

⑫ 桐　生 12.4％

順位 レース場 1着率
⑬ 尼　崎 12.3％

⑭ 宮　島 12.1％

⑮ 津 12.0％

⑯ 常　滑 11.8％

⑰ 若　松 11.7％

⑰ 蒲　郡 11.7％

⑲ 住之江 11.2％

⑳ 下　関 11.1％

� 児　島 10.8％

� 芦　屋 9.9％

� 大　村 9.5％

� 徳　山 9.0％

3コース

展示タイムトップ �全国平均との比較
（2018年10月1日〜2019年3月31日）

全国
平均福岡

1着率
31.8％

2着率
19.6％

3着率
16.4％

1着率
27.8％

2着率
19.1％3着率

16.3％

着外
36.7％

着外
32.0％

展示タイムトップ �進入コース別成績
（2018年10月1日〜2019年3月31日）

進入コース 1着率 2連率 3連率
決まり手別1着回数

逃げ 捲り 捲り差し 差し 抜き 恵まれ
1コース 62.4% 79.1% 86.5% 244回 － － － 8回 2回

2コース 25.4% 53.2% 71.1% － 23回 － 22回 6回 0回

3コース 20.0% 45.4% 68.6% － 18回 10回 4回 5回 0回

4コース 19.3% 42.8% 64.5% － 14回 10回 2回 6回 0回

5コース 11.6% 27.5% 46.4% － 5回 10回 0回 0回 1回

6コース 0.0% 4.5% 25.6% － 0回 0回 0回 0回 0回

●福岡はチルト1.5度まで使用できます。
●5月2日「どんたく特選レース」よりキャブレター凍結防

止用の温水パイプを取り外してレースを開催いたします。

順位 モーター
番号 2連率 勝率

①� 50.0％ 6.12
②� 48.8％ 6.38
③� 46.4％ 6.10
④� 45.5％ 6.31
⑤� 45.2％ 5.81

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑥� 41.7％ 5.86
⑦� 40.4％ 5.74
⑧� 40.2％ 5.65
⑨� 39.7％ 5.43
⑩� 39.1％ 5.54

モーター2連率ベスト10
（2018年7月・使用開始〜2019年4月9日）



全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡

前年度優勝者　9年連続9回目 ＳＧクラシック優勝者　2年連続12回目

グランプリ優出者　11年連続15回目

グランプリ優出者　13年連続14回目 8,806票　2年ぶり18回目

グランプリ優出者　7年連続11回目

4013 なかじま  こうへい

中島 孝平
3854 よしかわ  もとひろ

吉川 元浩

3960 きくち  こうへい

菊地 孝平

3897 しらい  えいじ

白井 英治
3783 うりゅう  まさよし

瓜生 正義

4296 おかざき  やすひろ

岡崎 恭裕

Ａ1・福井・39歳 Ａ1・兵庫・46歳

Ａ1・静岡・40歳

Ａ1・山口・42歳 Ａ1・福岡・43歳

Ａ1・福岡・32歳

 7.05 7.02  7.43 7.96

 7.16 7.62

 8.30 8.88  7.37 7.70

 7.70 7.27

前回大会で7年半ぶりのＳＧ優
勝。安定感抜群の
レースで上位へ。

クラシック覇者は昨年の当地周
年も鮮やかな捲り
差しで制した。

昨年は優勝ゼロもグランプリ優
出。今年は浜名湖
地区選で優勝。

今年も1月蒲郡周年優出からク
ラシック優出、大
村周年Ｖと好調。

ＳＧ、ＧⅠともに3回ずつの優
勝実績がある地元
水面で本領発揮。

純地元水面でＳＧを獲ることが
最大目標。近況好
リズムで期待大。

　昨年はグランプリ初制覇に4年連続年
間最高勝率と強さを見せつけ、今大会も
2位以下を大きく引き離す28,420票で3
年連続ドリーム1号艇を手にした。
　 名 実 と も に
No.1となった
今 、 狙 う の は

“夢”のオール
スター制覇だ。

　昨年は年間3優勝、ＧⅠ初出場の浜名
湖ヤングダービーで優出するなど活躍。
平山智加、平高奈菜に続き、女子3人目
の最優秀新人選手に選ばれた。
　ＳＧ初出走は
ドリーム戦だ。
どんなレースを
するのか、楽し
みしかない。

　昨年は若松オーシャンＣ、丸亀メモリ
アルでＳＧ連覇、ＧⅠは優勝3回と7月
以降の活躍は凄かった。賞金トップで臨
んだグランプリは準優勝と悔しい結果に
終わったが、今
年も賞金争いを
引っ張る1人で
あることは間違
いない。

　昨年は浜名湖クラシックを2コース捲
りで制し、今年も1月蒲郡周年で2号艇
ながらインを奪って優勝を決めた。その
後も3月大村、4月下関の両ＧⅠで連続
優出とトップ戦
線で活躍中。勝
負レースでは思
わぬ進入や攻め
を見せることも。

　今年は戸田正月戦で自身2度目の完全
優勝、2月平和島地区選優勝と快調だ。
オールスターは未戴冠も、ＳＧ初出場が
11年のオールスター、初優出も12年のオ
ールスターで、
出場8大会中4
回優出と相性は
抜群。今度こそ
優勝だ！

　昨年は女子特別戦の優勝こそなかった
がＳＧ6戦に出場、女子獲得賞金額1位
で初の優秀女子選手に輝いた。
　今年も1月浜名湖、2月戸田で優勝、
特別戦は全て予
選突破と好ペー
ス。地元で史上
初の女子ＳＧ優
勝を目指す。

 みね  りゅうた

4320��峰� 竜太
 おおやま  ちひろ

4885��大山� 千広
 ぶすじま  まこと

4238��毒島� 誠
 いぐち  よしのり

4024��井口� 佳典
 きりゅう  じゅんぺい

4444��桐生� 順平
 おの  せいな

4530��小野� 生奈
Ａ1
佐賀
34歳

Ａ1
群馬
35歳

Ａ1
埼玉
32歳

Ａ1
福岡
23歳

Ａ1
三重
41歳

Ａ1
福岡
30歳

9年連続11回目　グランプリ優出者 ＳＧ初出場7年連続8回目　グランプリ優出者 4年連続13回目　グランプリ優出者9年連続9回目 6年連続6回目

28,420票 13,294票17,802票 10,739票14,956票 9,262票

ＳＧ、ＧⅠとも優出歴があり
水面攻略には自信。

初優勝のメモリアル水面。3
月戦でも優出だ。

昨年の当地周年は予選トップ
通過で優出した。

17年9月戦で当地初優勝。 
ＳＧ優出歴もある。

当地ＳＧでは最近5節で優出
2回と好成績だ。

女子初のＳＧ3連勝に、前回
戦も優勝と活躍。

全  国 福  岡 全  国 福  岡 全  国 福  岡 8.28 8.24  8.00 7.31  8.38 7.27 全  国 福  岡 全  国 福  岡 全  国 福  岡 7.01 5.94  8.05 7.26  7.52 7.04

福岡水面
相性

福岡水面
相性

福岡水面
相性

福岡水面
相性

福岡水面
相性

福岡水面
相性

ＳＧ第46回ボートレースオールスター
オフィシャルパンフレット 98

ドリーム戦��5月21日㊋（初日）　第12レース  　 出場予定選手��●ファン投票得票数上位6名

選出理由　出場回数
登録番号

選手名
短評

最近6ヵ月（2018年
10月1日〜2019年3
月31日）の全国勝率

最近3年（2016年4
月1日〜2019年3月
31日）の福岡勝率

［選出順位順・ドリーム戦出場選手は上掲］

出 場 選 手

●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。

ＳＧ第46回ボートレースオールスター　選出基準

①優先出場者　・前年度優勝者
　　　　　　　・2018年グランプリ優出者
② ＳＧ第54回ボートレースクラシック（戸田）優勝者
③ Ａ1級の中から、ファン投票および選手選考委員会

において選考された者。（2018年1月1日〜12月31
日までの出走回数が160回以上）

● 女子の選出数については、2019年前期級別における
Ａ1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子得票数
上位8名とする。

選手データの見方

級別・支部・年齢（初日現在）

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇



全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

7,642票　25年連続27回目 4,390票　4年連続4回目

6,482票　3年連続4回目 4,123票　初出場

6,027票　3年連続4回目 3,962票　2年連続14回目

5,484票　3年ぶり3回目 3,775票　2年連続2回目

4,870票　8年連続8回目 3,444票　7年連続7回目

4,773票　17年連続20回目 3,090票　9年連続16回目

7,466票　5年連続17回目 4,156票　5年連続19回目

6,210票　23年連続23回目 4,114票　3年連続3回目

5,875票　17年連続21回目 3,897票　4年連続10回目

5,306票　2年連続3回目 3,722票　6年連続34回目

4,853票　7年連続10回目 3,168票　初出場

4,677票　3年連続20回目 2,878票　6年ぶり2回目

3415 まつい  しげる

松井 繁
4502 えんどう  えみ

遠藤 エミ

4556 たけい  なみ

竹井 奈美
4500 やまだ  こうじ

山田 康二

4190 ながしま  まき

長嶋 万記
4028 たむら  たかのぶ

田村 隆信

4371 にしやま  たかひろ

西山 貴浩
4831 はの  なおや

羽野 直也

4418 かやはら  ゆうき

茅原 悠紀
4477 しのざき  ひとし

篠崎 仁志

3188 ひだか  いつこ

日高 逸子
3996 あきやま  なおゆき

秋山 直之

3941 いけだ  こうじ

池田 浩二
3779 はらだ  ゆきや

原田 幸哉

3590 はまのや  けんご

濱野谷 憲吾
4399 まつもと  あきえ

松本 晶恵

3622 やまざき  ともや

山崎 智也
3721 もりた  しゅんすけ

守田 俊介

4482 もりや  みほ

守屋 美穂
2992 いまむら  ゆたか

今村 豊

4168 いしの  たかゆき

石野 貴之
4503 うえの  しんのすけ

上野 真之介

3388 いまがき  こうたろう

今垣 光太郎
3822 ひらお  たかのり

平尾 崇典

Ａ1・大阪・49歳 Ａ1・滋賀・31歳

Ａ1・福岡・29歳 Ａ1・佐賀・31歳

Ａ1・静岡・37歳 Ａ1・徳島・41歳

Ａ1・福岡・32歳 Ａ1・福岡・24歳

Ａ1・岡山・31歳 Ａ1・福岡・31歳

Ａ1・福岡・57歳 Ａ1・群馬・40歳

Ａ1・愛知・41歳 Ａ1・長崎・43歳

Ａ1・東京・45歳 Ａ1・群馬・31歳

Ａ1・群馬・45歳 Ａ1・滋賀・43歳

Ａ1・岡山・30歳 Ａ1・山口・57歳

Ａ1・大阪・36歳 Ａ1・佐賀・31歳

Ａ1・福井・49歳 Ａ1・岡山・46歳

 7.50 7.64  7.26 7.06

 6.76 6.30  8.46 7.56

 6.50 6.44  7.46 6.89

 7.05 7.31  6.23 7.56

 7.31 7.27  7.14 7.65

 6.77 6.66  6.99 6.59

 7.71 7.69  7.68 6.06

 6.90 6.78  6.31 6.70

 6.93 7.54  7.88 7.78

 7.08 6.62  6.75 7.74

 7.26 8.10  6.84 5.89

 6.94 7.43  7.64 5.00

当地ＳＧは2連続優出中の水面
巧者。今回も王者
が存在感を示す。

児島レディースＡＳで優出。シ
ャープな攻めで混
戦を抜け出すか。

スタートの精度も上がり攻撃力
が増したダークホ
ース的な存在だ。

昨年は12月唐津ＤＣでＧⅠ初優
勝、ＳＧで2優出
と本格化を証明。

大舞台では苦戦の連続だが、女
子トップの旋回ス
ピードで一発も。

モーター出しに苦労する場面も
多いが展示好時計
なら勢いに乗る。

陸上のエンターテイナーは水上
でも絶好調モード
で大仕事の予感。

2月芦屋の地区選は準優、優勝
戦とも6枠で2着
と底力を見せた。

グランプリ制覇から4年半。強
烈なターンで2度
目のＳＧ獲りへ。

当地は現役3位のＶ11を誇る。
純地元水面でＳＧ
初戴冠も十分だ。

女子のトップ戦線で活躍する
“グレートマザー”
の走りに注目だ。

全国屈指の難水面でもやること
は変わらずスピー
ドターンで強襲。

地元常滑の周年連覇で流れに乗
ったか。最強の走
り復活に期待。

近年はＳＧ優出が遠のくが攻撃
力は健在。勢いづ
けば突っ走る。

“東都のエース”が完全復活間
近。当大会は通算
7優出と好実績。

クイーンズＣ優勝後もクラシッ
ク初戦で1着を獲
るなど勝負強い。

ＳＧ11冠のうちオールスターの
優勝は3回と相性
の良い大会だ。

昨年は蒲郡ダービーＶ、今年も
既に3優勝と快調
なペースを刻む。

芦屋レディースＣＣでＧⅡ初優
勝。ＳＧ3戦目の
目標は予選突破。

当地はＳＧ、ＧⅠとも優勝歴が
あり、昨年のマス
ターズＣも優出。

昨年は序盤こそ苦しんだが7月
以降にＳＧ4優出
と地力を示した。

住之江ＧＰシリーズでＳＧ初出
場。まずはＳＧ初
1着が目標だ。

三国正月戦で優勝し1月蒲郡周
年でも優出と徐々
に調子を上げる。

近況の平均展示時計1.41位が示
す通り快速に仕上
げてパワー勝負。
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全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡 全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

全国 福岡

2,832票　初出場 1,935票　4年ぶり5回目

2,642票　2年ぶり24回目 委員会推薦　7年連続8回目

2,408票　7年連続22回目

2,371票　7年ぶり2回目

2,232票　5年連続5回目

2,181票　2年連続2回目

2,719票　3年連続6回目 委員会推薦　初出場

2,588票　13年連続15回目 委員会推薦　4年連続4回目

2,382票　3年連続14回目

2,298票　2年連続10回目

2,226票　初出場

2,114票　10年連続10回目

4262 ばば  よしや

馬場 貴也
3623 ふかがわ  しんじ

深川 真二

3557 おおた  かずみ

太田 和美
4344 にった  ゆうし

新田 雄史

3556 たなか  しんいちろう

田中 信一郎

3744 とくます  ひでき

徳増 秀樹

4337 ひらもと  まさゆき

平本 真之

4848 なかたに  はやと

仲谷 颯仁

4504 まえだ  しょうた

前田 将太
4851 せき  ひろや

関 浩哉

4044 ゆかわ  こうじ

湯川 浩司
4547 なかだ  りゅうた

中田 竜太

3946 あかいわ  よしお

赤岩 善生

3942 てらだ  しょう

寺田 祥

3473 いしかわ  しんじ

石川 真二

3908 しげなり  かずひと

重成 一人

Ａ1・滋賀・35歳 Ａ1・佐賀・44歳

Ａ1・大阪・46歳 Ａ1・三重・34歳

Ａ1・大阪・46歳

Ａ1・静岡・44歳

Ａ1・愛知・35歳

Ａ1・福岡・24歳

Ａ1・福岡・31歳 Ａ1・群馬・24歳

Ａ1・大阪・39歳 Ａ1・埼玉・31歳

Ａ1・愛知・43歳

Ａ1・山口・40歳

Ａ1・福岡・49歳

Ａ1・香川・40歳

 7.89 6.95  7.90 7.36

 6.77 7.49  7.31 6.63

 7.35 7.39

 7.05 7.39

 7.38 5.74

 7.01 6.98

 6.91 7.92  6.42 4.79

 7.19 7.59  6.68 7.44

 7.09 7.28

 6.84 7.00

 7.09 7.29

 6.91 7.45

3月戦は峰竜太に競り勝ちＶ。
「好きな水面」で
大暴れに期待。

強気のコース取りで戸田クラシ
ックの進入は全て
3コース以内だ。

昨年前半はＡ2級もＧⅠ、ＧⅡ
含めＶ5でグラン
プリに出場した。

ＳＧ初優勝は当地オールスタ
ー。2回目のオー
ルスターＶへ。

24場制覇へ、残すは当地のみ。 
オールスターＶで
達成となるか。

戸田クラシックで優出。回り足
が仕上がればスピ
ード戦で魅せる。

昨年は一般戦回りもあったが特
別戦でも安定した
活躍を見せた。

1月常滑周年の優出で再上昇ム
ード。鋭いターン
で混戦突破だ。

前回の尼崎大会で優出。ＳＧ初
Ｖへ機は熟した。
地元で決める！

昨年のＹダービー王が推薦枠で
出場。捲り中心の
豪快攻めに注目。

近況は各地で展示タイムトップ
を叩き出し、優出
ラッシュと好調。

2年連続でＧⅠ優勝と記念戦線
で活躍。ＳＧ初優
勝も射程圏内に。

整備巧者はモーターパワーを最
大限まで引き出す
ことにこだわる。

「ＳＧ優勝は1回だけじゃ損」と
2度目のタイトル
獲得へ意欲的。

スーパーピット離れの先駆者
が、コース取りか
ら見せ場を作る。

2月鳴門地区選で優出後は上り
調子。機力互角な
ら旋回力で勝つ。
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ＳＧボートレースオールスター��歴代優勝者

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 1974年（昭和49年） 住之江 野中　和夫
第2回 1975年（昭和50年） 常　滑 北原　友次
第3回 1976年（昭和51年） 住之江 野中　和夫
第4回 1977年（昭和52年） 住之江 加藤　峻二
第5回 1978年（昭和53年） 住之江 彦坂　郁雄
第6回 1979年（昭和54年） 住之江 中道　善博
第7回 1980年（昭和55年） 住之江 中道　善博
第8回 1981年（昭和56年） 住之江 貴田　宏一
第9回 1982年（昭和57年） 住之江 常松　拓支
第10回 1983年（昭和58年） 住之江 彦坂　郁雄
第11回 1984年（昭和59年） 浜名湖 今村　　豊
第12回 1985年（昭和60年） 住之江 井上　利明

回 開催年 開催場 優勝者

第13回 1986年（昭和61年） 住之江 新田　宣夫
第14回 1987年（昭和62年） 尼　崎 野中　和夫
第15回 1988年（昭和63年） 住之江 安岐　真人
第16回 1989年（平成元年） 下　関 黒明　良光
第17回 1990年（平成2年） 住之江 野中　和夫
第18回 1991年（平成3年） 住之江 野中　和夫
第19回 1992年（平成4年） 住之江 中道　善博
第20回 1993年（平成5年） 丸　亀 野中　和夫
第21回 1994年（平成6年） 戸　田 福永　達夫
第22回 1995年（平成7年） 浜名湖 服部　幸男
第23回 1996年（平成8年） 児　島 松井　　繁
第24回 1997年（平成9年） 常　滑 植木　通彦

回 開催年 開催場 優勝者

第25回 1998年（平成10年） 桐　生 山崎　智也
第26回 1999年（平成11年） 蒲　郡 濱村　芳宏
第27回 2000年（平成12年） 蒲　郡 熊谷　直樹
第28回 2001年（平成13年） 浜名湖 松井　　繁
第29回 2002年（平成14年） 尼　崎 西島　義則
第30回 2003年（平成15年） 平和島 平石　和男
第31回 2004年（平成16年） 尼　崎 上瀧　和則
第32回 2005年（平成17年） 常　滑 植木　通彦
第33回 2006年（平成18年） 戸　田 山崎　智也
第34回 2007年（平成19年） 住之江 瓜生　正義
第35回 2008年（平成20年） 平和島 井口　佳典
第36回 2009年（平成21年） 福　岡 瓜生　正義

回 開催年 開催場 優勝者

第37回 2010年（平成22年） 浜名湖 岡崎　恭裕
第38回 2011年（平成23年） 尼　崎 池田　浩二
第39回 2012年（平成24年） 浜名湖 井口　佳典
第40回 2013年（平成25年） 福　岡 新田　雄史
第41回 2014年（平成26年） 福　岡 菊地　孝平
第42回 2015年（平成27年） 大　村 山崎　智也
第43回 2016年（平成28年） 尼　崎 平本　真之
第44回 2017年（平成29年） 福　岡 石野　貴之
第45回 2018年（平成30年） 尼　崎 中島　孝平

2019年（令和元年） 第46回大会� 福�岡
優勝戦  5月26日日 第12レース

　どうもオシャレが、いや、ボートレー
ス愛がとまらねぇー！　サカイストのデ
ンペーです。
　さあ、2年ぶりにボートレースの祭
り・ＳＧボートレースオールスターが福
岡に帰ってくる。
　なんせ福岡という街はどんたく、山笠、
放生会と祭りが大好きな街であるんです
よ。艇界の人気レーサーが一堂に会する
祭り。19年の一番のお祭り者は誰になる
のか？　今から待ち遠しく、ワクワクし
ています。
　そのオールスターに、福岡支部からは
男性8名、女性4名が登場！　合計12名と
いうだけで福岡には人気レーサーが多い
ことがわかるし、その内2名はドリーム

戦に出場だなんて！
　その中でも、僕はずばり、瓜生正義選
手の優勝を予想する。
　 09年、この福岡のオールスターで2コ
ースから差しでの優勝。あれから10年。
地元のファンはもちろん、全国のボート
レースファンが「今、もう一度見たいチ
ャンピオン」は瓜生正義なんではないだ
ろうか。選手のために、ファンのために
走る瓜生選手こそ、このオールスターに
相応しい男なのだ。あの、うねりのある
福岡の1マークで、大きな声で叫びたい。

「うりゅーだぁー！」とね。
　しかも新元号「令和」になって1発目の
ＳＧ。福岡勢が福岡で負けるわけにいか
ないのよ。だからこそ、歴史に名を刻む
のは瓜生正義であってくれ！　おいさ！　
おいさ！

予備選手　 男子   ①3251 平石　和男（埼玉）　②4101 三井所尊春（佐賀）　③3422 服部　幸男（静岡）　④4573 佐藤　　翼（埼玉）　⑤4586 磯部　　誠（愛知）　 女子   ①4589 塩崎　桐加（三重）　②4546 浜田亜理沙（埼玉）

サカイスト　デンペー　17年に福岡よしもとへ移籍した兄弟漫才コンビ「サカイスト」の兄。ＲＫＢ毎日放
送「バラエティがとまらねぇ〜」、ＫＢＣラジオ「サカイストのブラザー・ブラザー」、ＪＬＣ「ボートレー
スタイム」など出演番組は多数。仕事のあとは福岡ボートレース場にいることも少なくない。

FUKUOKA愛福岡よしもと所属 
サカイスト デンペーの　　　　　　　  がとまらねぇ〜！!

都心のど真ん中にレース場が 
あれば行ってしまうよね。

うねる福岡1マ
ークで

「うりゅーだぁ
ー！」と叫びた

い !!
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オープニングセレモニー　9：05〜
　 選手紹介＆ドリーム戦出場選手インタビュー

開門より、先着300名様にオープニングセレモニー
用スティックバルーンを配布。 
 （配布場所：ステージ付近）

立川 談春���トークショー�
①第5レース終了後（12：40頃〜）
②第8レース終了後（14：15頃〜）

ボートレーサー

篠崎　元志選手　
�トークショー�
第8レース終了後（14：15頃〜）

徳井健太＆サカイスト・デンペー
�トークショー�

第7レース終了後（13：45頃〜）

八代 亜紀���歌謡ショー�
①第5レース終了後（12：40頃〜）
②第8レース終了後（14：15頃〜）

ガリットチュウ
�お笑いライブ�
第7レース終了後（13：45頃〜）

千原 せいじ���トークショー�
①第5レース終了後（12：40頃〜）
②第8レース終了後（14：15頃〜）

フルーツポンチ
�お笑いライブ�
第7レース終了後（13：45頃〜）

ういち���予想トーク�
第9・10・11レース終了後

コージー冨田���ものまねライブ�
①第5レース終了後（12：40頃〜）
②第8レース終了後（14：15頃〜）

パラシュート部隊
�お笑いライブ�
第7レース終了後（13：45頃〜）

公営レーシングプレス�予想トーク�
鈴木編集長�第9・10・11レース終了後

優勝戦出場選手
インタビュー　9：55〜 ロバート

�トークショー�
第7レース終了後（13：45頃〜）

5/26㊐� ＳＧ第46回ボートレースオールスター
� オリジナルマフラータオル抽選会
本場開催の未確定舟券1,000円以上をご提示の方の中か
ら、抽選で800名様にオリジナルマフラータオルをプレ
ゼント。
　第1レース発売開始〜賞品がなくなり次第終了／芝生広場
●お一人様1枚までとさせていただきます。

5/22㊌〜24㊎
ペラ坊カード利用者限定「ペラ坊カフェ」
ＲＯＫＵ入口でペラ坊カードをご提示のお客様のみ

（同伴者1名）利用可能。ボートレース福岡オリジナル
メニューをご提供。1,000円以上のご注文にて各日先
着100名にオリジナルグッズ（クリアファイル4種＋
クオカード）をプレゼント。

5/22㊌〜25㊏
先着ラッキーカードサービス
開門より、各日先着2,000名様にラッキーカードを配
布。本場開催第7レースの3連単払戻金下2ケタとラッ
キーカードの番号が一致した方にオリジナルクオカー
ド500円分をプレゼント（引換は当日第12レース発
売締切まで）。

先着配布サービス
開門より、各日先着650名様にオリジナルノベルティ

「ハッピーターン」をプレゼント。

メダル展示ブース　開門〜／中央スタンド2階西側
表彰メダルの展示と2019年ＣＭ放映。
●5/21〜25は表彰セレモニーのファン参加者受付

ダンシングリアルアバター
「トップレーサーとLet's�DANCE」

10：00〜15：30／ROKUピロティ

ＳＮＳ拡散キャンペーン　芝生広場
「＃ボートレース福岡」「＃ＳＧボートレースオール
スター」の2つのハッシュタグを付けてＳＮＳに画像

を投稿いただいたフォロワーの中から、抽選で6名様に「ドリ
ーム戦出場選手サイン入りＳＧジャンパー」をプレゼント。

イベント＆ファンサービス ●記載のないイベント会場は福岡ボートレース場・イベントホール。
●実施時間および内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

5/21㊋　  
指定席ご利用の先着1,000名様に
お菓子をプレゼント。

総額49万円！キャッシュバック抽選会
指定席券をご提示のお客
様を対象に、ガラポン抽

選会で現金や賞品をプレゼント。
第1レース発売開始 
 〜賞品がなくなり次第終了 
3階指定席中央・東入口
●特賞は5/25・26のみ。
● お一人様1回までとさせていただきます。
※並び直し可

ペラ坊＆ペラ美
お子様サービス
先着100名様のお子様に、
ペラ坊＆ペラ美からお菓子
をプレゼント！
第3・7レース終了後／芝生広場 

（雨天時はイベントホール）

5/25㊏・26㊐ 5/26㊐　
ストップウォッチ
チャレンジ！
ストップウォッチを使って
10秒ぴったりを目指せ！　
4人で対決し、一番近かっ
た方にお菓子をプレゼント。
第3レース終了後〜
イベントホール

Q’ulle��ライブ�
第6レース終了後（13：10頃〜）

MAX��トークショー�
①第2レース終了後（11：10頃〜）
②第3レース終了後（11：40頃〜）

松田雅文＆鈴木編集長��予想トーク��第10・11レース終了後　表彰セレモニー メダル贈呈＆優勝選手表彰 ウイニングラン終了後

 フラワーバー事前予約受付事務局
 　【受付期間】5/7㊋〜5/14㊋（平日のみ）

 　【受付時間】10：00〜17：00 
 　☎092－712－8232

 7：30〜無くなり次第終了 
 入場門前

予約
販売

当日
販売

花束販売コーナー

初日の朝は、
ペラ坊＆ペラ美が
お出迎え♪

ボートレースアンバサダー
植木　通彦��トークショー�
第4レース終了後

（12：10頃〜）

騎士竜戦隊リュウソウジャー
ショー＆撮影会

時間  ①第1レース終了後（10：40頃）〜11：10頃
 ②第5レース終了後（12：40頃）〜13：10頃
場所   イベントホール
●ショー終了後に撮影会を実施します。

日替わりゲスト　各日第10レース終了後

5/21㊋
徳井健太＆

サカイスト・デンペー

5/22㊌
ガリットチュウ

5/23㊍
フルーツポンチ

5/24㊎
パラシュート部隊

5/25㊏
波田陽区

5/26㊐
かごしま太郎

総額100万円！
キャッシュバック抽選会
本場開催の未確定舟券1,000円以上をご提示の

お客様を対象にガラポン抽選会で現金や賞品をプレゼント。
賞金＆賞品

1等 20,000円 6名様
2等 10,000円 30名様
3等   5,000円 30名様
4等   1,000円 230名様
5等 クオカード500円分 400名様
6等 飴玉

第1レース発売開始〜賞品がなくなり次第終了／イベントホール
● お一人様連続5回まで（ペラ坊カード利用者は連続10回まで）とさせていただき

ます。 
※並び直し可

第9レース
終了後も！

第9レース
終了後も！

芝生広場

指定席
限定サービス

開催
期間中
毎日

開催
期間中
毎日

開催
期間中
毎日

タレントサイン色紙抽選会
本場開催の未確定舟券1,000円以上ご提示のお客様に抽
選券を配布。抽選で各日5名様に下記賞品をプレゼント。

抽選券配布 　タレントステージ1回目終了後／イベントホール
抽選・引換 　タレントステージ2回目終了後／イベントホール

●抽選券配布は各日お一人様1回限りとさせていただきます。

開催
期間中
毎日

初日から来たら超豪華！いつからでも参加可
スタンプラリービンゴ
本場開催の未確定舟券500円以上を提示のお客

様に「スタンプラリービンゴカード」を配布、該当日に
スタンプを押印いたします。揃ったラインの本数によっ
て抽選で賞品をプレゼント。

賞
品

1等 加湿空気清浄機 1名様
2等 電動シェーバー 1名様
3等 ふとん掃除機 1名様
4等 ＪＴＢギフトカード5,000円分 3名様
5等 カタログギフト2,300円相当 5名様
6等 クオカード500円分 20名様

第1レース発売開始〜／イベントホール
●応募は各日お一人様1回限りとさせていただきます。

開催
期間中
毎日

開催
期間中
毎日

開催
期間中
毎日

©2019 テレビ朝日・東映AG・東映

5/21
㊋

5/22
㊌

5/23
㊍

5/24
㊎

5/25
㊏

魔裟斗��
�トークショー�
①第4レース終了後（12：10頃〜）
②第7レース終了後（13：45頃〜）

5/25
㊏

5/26
㊐

観覧
無料

● 地下鉄「天神駅」から徒歩
10分（地下鉄「天神駅」
までは、地下鉄で「福岡
空港駅」 から11分・ＪＲ

「博多駅」から5分）
● 西鉄「福岡（天神）駅」か

ら徒歩15分
● 西鉄バス（連節バス）「福

岡市民会館」下車すぐ
● 福岡都市高速道路・天神

北出入口からすぐ

ベイサイドプレイス

博多港国際
ターミナル

那
珂
川

天神北
ランプ

那の津口
（ボートレース福岡入口）

福岡市民会館
築港
ランプ

空港通ランプ

榎田ランプ

月隈ランプ

水城ランプ

博多駅東ランプ

呉服町
ランプ

千代ランプ

大
博
通
り

福岡（天神）駅

中洲川端駅

祇園駅
天神南駅

JR博多駅

天神駅

地下鉄空港線地下鉄
七隈線

地下
鉄箱
崎線

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

日
赤
通
り

福岡都市高速3号線

筑
紫
通
り

福岡都
市高速

1号線

JR鹿
児島本

線

JR山陽
新幹線

九州
自動
車道

博多湾

福岡空港

福
岡
都
市
高
速
2
号
線

ボートレース福岡 ボートレース福岡
へのアクセス

5/25㊏ 珪藻土のコースター作り教室　 各回30名様

 1回目 　11：00〜12：00（受付　開門〜）

 2回目 　14：00〜15：00（受付　13：00〜）

マークカードで「指輪づくり」ワークショップ
所要時間：15分〜20分（随時受付）

5/25㊏・26㊐
エコ教室参加者に「カードケース」をプレゼント　 各日先着60名様

ぼーちゃんエコぬいぐるみ作り　 各日先着60名様

エコ環境タッチパネル　 開門〜第12レース

5/26㊐ ホワイトボード作り教室　 各回30名様

 1回目 　11：00〜12：00（受付　開門〜）

 2回目 　14：00〜15：00（受付　13：00〜）

出走表で「ボートづくり」ワークショップ
所要時間：15分〜20分（随時受付）

賞金＆賞品
特賞 20,000円 2名様
1等 10,000円 6名様
2等 5,000円 12名様
3等 1,000円 30名様

4等 クオカード
500円分 480名様

5等 100円 600名様
6等 飴玉

エアー遊具　パイレーツスライダーJr.
開門〜／芝生広場（雨天時は中止）

高さ約2.5ｍ！
わくわく！ボルダリング体験！
開門〜／芝生広場（雨天時は中止）

場内にあるスタンプをすべて押そう！
わくわく！スタンプラリー！
開門〜／中央・東スタンド

ペラ坊“ほぼ”肉
オールスターフードコート

5/21㊋〜26㊐
「ラッキーキッチン」チーズタッカルビ、チーズハットク
「博多萬宝焼」萬宝焼
「みぞ屋」やきとり大串
「くりーむみっくす本舗」牛すじ煮込み＆たこ焼き
「博多ホルチャン吉笑家」ホルモン焼きそば
「ジャニー」ステーキ丼、ステーキサンド　等

5/25㊏・26㊐
「カレーケンズ」カレーライス
「3po Café」カレーライス、焼き菓子など

開催
期間中
毎日

開門〜／芝生広場

開催
期間中
毎日

子 供 イ ベ ン ト

はるな 愛
�トーク＆歌謡ショー�
①第5レース終了後（12：40頃〜）
②第8レース終了後（14：15頃〜）

体操元日本代表

田中 理恵
�トークショー�
第9レース終了後（14：50頃〜）

永島知洋
「全72レース予想会」

第1レース・スタート展示後、第1〜11レース終了後 
芝生広場

5/25㊏
ボートレーサー

篠崎元志選手

第6レース
終了後のみ

5/25㊏・26㊐

9：30〜16：00／入場門前
●未就学児は体験不可。


