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6
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、「グラチャン・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「グラチャン特集号」プレゼント係
締　切  2019年6月24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。

ボートレース多摩川

 
オリジナルクオカードをプレゼント！

抽選で20名様に

■テレドーム
レース結果（単式）  ☎0180-994-211
レース結果（複式）  ☎0180-994-212
実況・単式オッズ・展示タイム   ☎0180-994-705
実況・複式オッズ・展示タイム   ☎0180-994-725
気象情報・競技情報   ☎0180-994-715

レース結果〈総合〉  ☎042-369-9211

ボートレース多摩川・電話情報ガイド

ボートレース多摩川ホームページ
http://www.boatrace-tamagawa.com

 ボートレース多摩川 検索 ➡

レース場コード
電話投票 0 5 #● 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。

第29回SGグランドチャンピオン開催中〈令和元年６月
18日㊋～23日㊐〉に、ボートレース多摩川の電話投票
コード「05＃」で1節間5,000円以上ご投票いただい
た方の中から、抽選で52名様に出場選手のサイン入
りクオカードをプレゼント!!  
※選手は選べません。

【ハガキでご応募の場合】
締切▶令和元年6月23日㊐当日消印有効
ハガキに①郵便番号 ②住所 ③氏名④電話番号 ⑤電
話投票加入者番号〈8ケタ〉をご記入の上、下記までご
応募ください。

〒183-8514　東京都府中市是政4-11
ボートレース多摩川「05＃キャンペーン」係

【ホームページからご応募の場合】
締切▶令和元年6月23日㊐17：00まで
ボートレース多摩川オフィシャルWEBの専用応募
フォームからご応募ください。

応募方法・締切

応募者多数の場合は、厳正なる抽選の上、賞品の発送
をもって発表に替えさせていただきます。

当選発表

多摩川 電投05＃
キャンペーン!
多摩川 電投05＃
キャンペーン!
多摩川 電投05＃
キャンペーン!
多摩川 電投05＃
キャンペーン!

2019年６月18日㊋から６月23日㊐に「ＳＧグランドチャンピオン」が開催されるのは、
「ボートレース○○○」 ○○○に入る漢字3文字をお答えください。

問 題

応募方法
①特設サイト内にあるオープン懸賞ページから専用フォームにて応募。
②24レース場内からの応募。
③必要事項を明記のうえ、はがきで応募。
　
【はがきの場合】
〒113-0033　東京都文京区本郷２-22-12　本郷ボックスツリー４階
「グランドチャンピオンオープン懸賞」事務局あて

①特設サイト ･･････････令和元年６月２３日㊐１７時まで
②場内・各レース場 ･････令和元年６月２３日㊐閉門まで
③はがき･･････････････令和元年６月２３日㊐当日消印有効

応募締切

厳正なる抽選により決定し、賞品の発送をもって発表にかえさせて
いただきます。

当選発表

●ご応募はお一人様１回限り。複数応募は無効とさせていただきます。　
●ご記入いただきました個人情報につきましては、賞品の発送以外には使用いたしません。

本入

本入

花束贈呈：

オープニングアクト

開門後

13：10～（先着200名）
14：10～15：10

終了まで

終了まで

（1日2回計60名）

稲村亜美稲村亜美

林寛子歌謡ショー林寛子歌謡ショー

終了まで

■JR中央線「武蔵境」
駅にて乗り換え、西武
多摩川線「競艇場前」
駅下車すぐ
■開催中は、京王線

「多磨霊園」駅、JR南
武線・武蔵野線「府中
本町」駅から無料バス
を運行

多摩川ボートレース場
へのアクセス
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〈府中スマートI.C〉について
※八王子方面への出入りが可能なインターチェンジです。
　（東京方面へは出入りできません）
※ETCを搭載した車輛のみご利用になれます。　

〈府中スマートI.C〉について
※八王子方面への出入りが可能なインターチェンジです。
　（東京方面へは出入りできません）
※ETCを搭載した車輛のみご利用になれます。　

無料駐車場▶計440台分完備

▪第 1 レース・スタート展示	 10：10
▪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。
▪ボートレース多摩川・開門	 6/18㊋		8：30　6/19㊌〜23㊐		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 5 #

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。

特設サイト

地上波
6月18日㊋・22日㊏・23日㊐

16：00〜16：54
●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

Ｂ　Ｓ
6月18日㊋・22日㊏・23日㊐

ＢＳフジ
16：00〜16：54

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
6月23日㊐

16：00〜16：55
●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29回グランドチャンピオン
電話投票・前日前売発売実施!

6号艇
白井  英治

5号艇
桐生  順平

4号艇
井口  佳典

3号艇
菊地  孝平

2号艇
毒島　  誠

1号艇
峰　  竜太

今、一番強くてカッコイイ。

最速レーサ
ー・馬場貴

也を直撃!!

ドリーム戦　6月18日火（初日）第12レース　出場選手

で10年ぶりのSG開催
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― 今年の目標も、グランプリ出場ですね。

馬場　「もう一度、グランプリに」と言える立
場には、まだなっていないと思っています。去
年はたまたま、チャレンジＣを勝てて、たまた
まグランプリに出られたと思っているので。
　去年、菊地孝平さんは優勝がなかったのにグ
ランプリに出ていました。それって凄いと思い
ます。菊地さんを見て、目指すべき所は“安定
感”だと思いました。1年間トータルで安定し
た走りをする、そういうふうになりたいです
ね。その中で、大きいレースで勝てたら良いし、
グランプリに出られたら良いと思っています。
　今年1年しっかり走って、安定した結果を出
してグランプリに出られたなら、毎回出ている
人に近づけたと思えるでしょう。

― 今年も優勝5回と絶好調です。

馬場　ＳＧを獲って肩の荷が下りたという感じ
もあるし、グランプリを経験して、気持ちの面
でも大きくなれたからだと思います。改めて、
ボートレースはメンタルスポーツということを
知りました。
　それに、お客さんから「アイツはグランプリ
に出ていたヤツ」という目で見られると思うの
で、しっかり走らなアカンなと思っています。

几帳面な性格が生んだ 
箱一杯のプロペラゲージ

― 馬場選手のプロペラゲージ、大量ですね…。

馬場　持ち込むゲージは多いほ
うですね（笑）。以前は限られ
た数セットのゲージで隙具合や
隙間を見ながら、あとは実際に
乗った体感で調整していました
が、しばらくして「調整の上手
な人なら巧く調整できるけど、
僕にはできない」と感じるよう
になりました。性格のせいか、
隙間を残せなくて、ついついゲ
ージにピタッと合わせてしまう
ので。
　それなら、いろんなパターン
のゲージを持って行って、選択
のバリエーションを増やそうと
思って、ゲージの数を増やしたんです。

― それがゲージの山になったと。 
全部自作ですか？

馬場　今は外注のゲージを使っていますが、他
人が作ったモノなので微妙なズレがあります。
最後はちょっとした隙間や、細かい所を、いか
にエンジンに合わせられるか、自分でアレンジ
できるかが大事です。特に、夏場になると少し
調整がズレてくるので、夏場の克服も課題の1
つです。

最速は厳しいけど 
スピードレースで魅せる！

― 今回のグラチャンの舞台、多摩川はスピー
ド水面です。

馬場　津でレコードタイムを更新したときに、
それまでの最速タイムは今坂勝広さんが多摩川
で出されたということを知りました。
　多摩川は風の影響もなく落ち着いた水面で思
い切ったレースができます。優勝したこともあ

るし、記念で優出したこともあるので、イメー
ジは悪くはないです。ただ、6月は季節的にタ
イムを出すのは厳しいです。

― 梅雨ですからね…。では、最後に抱負を。

馬場　タイムは期待できませんが、自分の持ち
味であるスピードレースをしたいです。内容の
良いレースをして、関東のお客さんにアピール
します。

タイムアタックのコツは 
接地面を少なくすること

― 馬場選手は日本レコードタイム保持者です。

馬場　タイムが出る条件は、気温が低い、気圧
が高い、水面が良いこと。海水より淡水のレー
ス場のほうが良いですね。
　走り方は、大ざっぱに言えばアウト、イン、
アウトなんですけど、外を走りすぎてもアカン
し、イメージとしては各コーナーで4.5コース
くらいの位置を走ることです。
　ターンは、ボートを安定させることが第一条
件です。安定させるとレバーを握れるし、負荷
を掛けたのも外せます。ターンの出口ではボー
トの右を浮かす感じで、体重は左に掛かってい
ます。ターン入口は右、出口は左に体重を掛け
る感じで、ボートの接地面を少なくするイメー
ジです。
　ターンはボートの安定が大前提ですけど、タ
イムアタックをしているときは、レバーを握っ
ている時間が違います。あと、走る位置も大事
ですね。

―“最速”にはこだわっていますか？

馬場　津でレコードを更新した20代の頃は、凄
くこだわっていました。10年1月の浜名湖・新
鋭王座で優出したんですけど、その前後に92期
の毒島誠さん、96期の新田雄史など、僕の前後
の期の選手がＳＧやＧⅠで活躍しだして…。凄
く意識しましたね。“93期はダメ期”って言わ
れてましたから。同期の長田頼宗と「どうにか
せなアカン」「いつかはタイトルを獲ってやろ
う」って、よく話していました。
　タイムアタックを始めたのは、タイムが出だ
した頃に「これはアピールポイントになるな」
と思ったからです。お客さんに名前を覚えても
らえれば、もしかしたらオールスターに行ける
んじゃないかと…。
　結局、オールスターには出られなくて、もっ
と結果を出さなアカンと痛感しました（苦笑）。

焦って、空回りして 
地元びわこを1年走れず

― 15年のＧＰシリーズで長田選手がＳＧ初優
勝を飾りました。

馬場　「マジかぁ〜」って思いました。焦って
しまって、その後は失敗しました（苦笑）。
　僕は焦ると空回りしてしまうんですよね。長
田がＳＧを獲った翌年は1年で2回もフライン
グ。17年には、びわこの正月戦でまさかの整備
規程違反（オイル交換時の不注意）をしてしま
いました。選手として12〜13年くらい走ってき
て、気が緩んでいたのだと思います。そのペナ
ルティで1年間びわこで走れなくなるし、どん
底の1年でした。

― 17年の終わりから、調子が上がっているよ
うですが？

馬場　浮上のきっかけは、その年の終わり頃に
「周りを意識したらアカン。新年からは同期や
同世代を意識せず、一から気持ちを切り替えて
走ろう」と決めたことです。そうしたら17年12

月の住之江で優勝できて、リズムも上がってい
きました。
　結果的にですけど、びわこでは1年間、レー
スも練習もできなかったことで、地元で走れる
喜びや、今まで練習をさせてもらっていた有難
さがよくわかりました。それが17年の収穫とい
うか、大きなことでしたね。

守田俊介の言葉通り 
ＳＧ制覇のチャンス到来

― 昨年の芦屋チャレンジＣでＳＧ初制覇です！

馬場　 10月の蒲郡ダービーの帰りに、優勝さ
れた守田俊介さんが「オレが、こうやって40歳
になって初めてＳＧを獲って、まさか2回目も
獲れるとは思っていなかった。腐らずＳＧに出
続けていたらチャンスは来るんやから、お前も
頑張れ」って言ってくれました。
　そうしたら、次の芦屋チャレンジＣで本当に
チャンスが来た（笑）。良いエンジンを引けて、
得点率7点台なのに予選1位で通過と、本当に
流れが来た。優勝したら、守田さんが「お前、
すぐに獲るなよ。早すぎるねん」って（笑）。

― チャレンジＣ準優では出力低減機のレコー
ドタイムも更新しました。

馬場　あれはオマケです。ホンマにがっつりタ
イムアタックしていたら、もうちょっと良いタ
イムが出ていたと思います。もったいないとは
思ったけど、とりあえず優出すること、ゴール
することしか考えていなかったので、アタック
はしませんでした。

「次の1走で終わる」 
グランプリで感じた恐怖

― グランプリにも出場しました。

馬場　緊張感で疲れましたね。
　トライアル1stの1走目で1着を獲れたから、
本来の1stの緊張感、しんどさは味わっていな
いと思います。これが1着発進じゃなかった
ら、どんなメンタルになっていたのか。
　「次の1走で今までやってきたことが終わる、
グランプリが終わる」と思ったらどんなにしん
どいのか、っていうのは感じました。トライア
ル2ndの3戦目で6着になって「自分はまだま
だ」とは感じたけど、今までで一番、成長でき
た1節でした。

「グランプリに出ていたヤツ」として、しっ  かり走らなアカンなと思います。

　2010年11月、津で1分42秒6の上がりタイムを叩き出し日本レコードを更新。12年1月にはびわこ
で1分42秒2をマークし、自身の持つ記録を塗り替えた。“最速”の称号を手にした馬場だが、その最
速にこだわって出た答えとは。
　「最速＝最強」とはならないのがボートレースの世界だが、それでもスピードが武器となることは
間違いない。悲願のＳＧタイトルを手にして充実期を迎えた最速男が、さらなる高みを目指してスピ
ード全開で挑む！	 （インタビュー＆構成／『マンスリーBOAT	RACE』依藤研二）

注目レーサー 
the INTERVIEW 4262 馬場  貴也（滋賀）

馬場　貴也選手  データ室 （2019年5月26日現在）

◆通算成績
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 4004回 148回 36回 45.3％ 61.4％
Ｓ　Ｇ 120回 2回 1回 37.5％ 50.8％
Ｇ　Ⅰ 797回 11回 0回 30.9％ 47.7％

◆全国成績（最近3節）
19年	 5月	 福　岡	 ＳＧ・オールスター	 ⑥④⑤④⑤③②②
19年	 5月	 びわこ	 タイトル（ＧＷ戦）	 ②1①①①⑥①③②1❺
19年	 4月	 住之江	 タイトル	 ①3②②①④①④1❸

◆多摩川成績（最近2節）
18年	10月	 一般競走　③①③①失①41❸
18年	 3月	 一般競走　②④②④①①22❶ ばば　よしや

1984年3月26日生まれ。滋賀支部・93期。
2003年11月、三国でデビュー。07年4月、びわこ・ＧＷ戦で初優勝。10年1
月、浜名湖・新鋭王座決定戦でＧⅠ初優出。ＳＧ初出場の12年8月、桐
生・メモリアルで準優進出。18年11月、芦屋・チャレンジＣでＳＧ初優出、
初優勝を飾り、初のグランプリ出場を果たした。12年にびわこで出したレ
ースタイム1分42秒2は現在のボートレース最速記録。18年からは滋賀支部
長を務めている。同期には渡辺浩司、長田頼宗、杉山裕也らがいる。
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3573	 まえもと  やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・47歳

マイペースを崩さず勝
負所で決定打を放つ。

3898	 ひらた  ただのり

平田 忠則
Ａ1・福岡・42歳

一般戦が主戦場だが特
別戦でも堅実さばき。

4019	 かさはら  りょう

笠原 亮
Ａ1・静岡・39歳

当地はＳＧ初出場で優
勝の記念すべき水面。

4168	 いしの  たかゆき

石野 貴之
Ａ1・大阪・37歳

一昨年ほどではないが
昨年もＳＧ優出4回。

4459	 かたおか  まさひろ

片岡 雅裕
Ａ1・香川・33歳

メキメキと地力をつけ
て特別戦でも奮闘中。

3622	 やまざき  ともや

山崎 智也
Ａ1・群馬・45歳

戸田クラシックは準優
3着と悔しい結果に。

3908	 しげなり  かずひと

重成 一人
Ａ1・香川・40歳

乗り味重視の調整で周
回展示の動きに注目。

4028	 たむら  たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・41歳

ＳＧ、ＧⅠで優出歴あ
る当地から巻き返す。

4262	 ばば  よしや

馬場 貴也
Ａ1・滋賀・35歳

昨年のＳＧ初制覇で覚
醒、今年も既にＶ5。

4497	 くわはら  ゆう

桑原 悠
Ａ1・長崎・32歳

今年はＧⅠ初Ｖにクラ
シック優出と快進撃。

2992	 いまむら  ゆたか

今村 豊
Ａ1・山口・57歳

ＳＧ最年長Ｖの記録更
新は全国ファンの夢。

3721	 もりた  しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・43歳

優勝を重ねる近況の勢
いに乗って攻め込む。

3941	 いけだ  こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・41歳

ＳＧＶ歴がある得意水
面で完全復活を示す。

4042	 まるおか  まさのり

丸岡 正典
Ａ1・大阪・39歳

モーターが噴いたとき
の決め手は要警戒だ。

4266	 おさだ  よりむね

長田 頼宗
Ａ1・東京・33歳

戸田クラシックでは序
盤3連勝から優出だ。

4500	 やまだ  こうじ

山田 康二
Ａ1・佐賀・31歳

前期は自己最高の8点
勝率を残し充実一途。

3388	 いまがき  こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・49歳

今年は正月戦とマスタ
ーズＣで優勝と好調。

3744	 とくます  ひでき

徳増 秀樹
Ａ1・静岡・44歳

戸田クラシック優出後
も快調な走りが続く。

3942	 てらだ  しょう

寺田 祥
Ａ1・山口・40歳

4月徳山、5月若松で
連続Ｖと上り調子だ。

4044	 ゆかわ  こうじ

湯川 浩司
Ａ1・大阪・39歳

当大会は第17、18回連
覇を含むＶ3実績だ。

4296	 おかざき  やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・32歳

前回5月戦で優出もモ
ーター切り替え前で。

4530	 おの  せいな

小野 生奈
Ａ1・福岡・30歳

今一番強い女子レーサ
ーがＳＧ制覇に挑む。

3415	 まつい  しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・49歳

トップ戦線で活躍し続
けて18年連続で出場。

3779	 はらだ  ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・43歳

4月下関ＤＣの優出を
機に上昇気流に乗る。

3946	 あかいわ  よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・43歳

安定してパワー勝負に
持ち込む調整力あり。

4061	 はぎはら  ひでと

萩原 秀人
Ａ1・福井・40歳

ＳＧではやや慎重も一
発のスピードは魅力。

4337	 ひらもと  まさゆき

平本 真之
Ａ1・愛知・35歳

好調時はアウトからで
も抜け出す鋭さあり。

4547	 なかだ  りゅうた

中田 竜太
Ａ1・埼玉・31歳

ＧＰ出場歴も意外なこ
とにＳＧ優出はない。

3473	 いしかわ  しんじ

石川 真二
Ａ1・福岡・49歳

グレードに関係なく進
入から見せ場を作る。

3780	 うおたに  ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・43歳

機力に左右されるが勢
いづけば脅威の存在。

3959	 つぼい  やすはる

坪井 康晴
Ａ1・静岡・41歳

展示好タイムを連発す
れば一気に突っ走る。

4074	 やなぎさわ  はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・38歳

昨年はＳＧ、ＧⅠで優
出と大舞台でも活躍。

4344	 にった  ゆうし

新田 雄史
Ａ1・三重・34歳

今年もＧⅠ3優出と良
いリズムで乗り込む。

4659	 きのした  しょうた

木下 翔太
Ａ1・大阪・28歳

昨年はＳＧで2回準優
出を果たしアピール。

3556	 たなか  しんいちろう

田中 信一郎
Ａ1・大阪・46歳

10年以上もＳＧ優勝か
ら遠のくが底力健在。

3822	 ひらお  たかのり

平尾 崇典
Ａ1・岡山・46歳

強力な伸び足を生かし
て優勝戦線を賑わす。

3996	 あきやま  なおゆき

秋山 直之
Ａ1・群馬・40歳

全国屈指の静水面なら
スピード戦が生きる。

4075	 なかの  じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・38歳

活発な走りを見せる近
況は捲り勝ちも増加。

4362	 つちや  とものり

土屋 智則
Ａ1・群馬・34歳

昨年はＳＧ初優出を果
たして着実に前進中。

4831	 はの  なおや

羽野 直也
Ａ1・福岡・24歳

4月若松で自身1年半
ぶりＶと上昇ムード。

3557	 おおた  かずみ

太田 和美
Ａ1・大阪・46歳

巧腕を発揮してコース
不問のさばきを披露。

3854	 よしかわ  もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・46歳

西島義則以来、史上3
人目のＳＧ3連覇へ。

4013	 なかじま  こうへい

中島 孝平
Ａ1・福井・39歳

派手さはなくとも的確
にさばいて混戦突破。

4166	 よしだ  かくろう

吉田 拡郎
Ａ1・岡山・37歳

真骨頂とも言える豪快
な攻めに鋭さが戻る。

4418	 かやはら  ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・31歳

オールスターで1年ぶ
りのＳＧ優出果たす。

4848	 なかたに  はやと

仲谷 颯仁
Ａ1・福岡・24歳

機力さえあればコース
不問で攻撃力を発揮。
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Ａ1・佐賀・34歳 Ａ1・三重・41歳Ａ1・群馬・35歳 Ａ1・埼玉・32歳Ａ1・静岡・40歳 Ａ1・山口・42歳

「楽しむ」ことを
モットーに、つね
に全力を尽くす最
強レーサー。

5月津周年では不
運な事故もあった
が、しっかりと立
て直して優出。

気温の上昇ととも
に調子を上げる夏
男。昨夏の勢いを
再び見せる。

前回大会は準優6
枠から勝ち上がり
優出と勝負強さは
ピカイチだ。

当大会は3年連続
でドリーム発進。
ＳＧ戦線でも安定
感がある証。

前回大会は地元Ｖ
を飾り男泣き。史
上4人目のグラチ
ャン連覇へ。

グランプリ優出者（329点）
6年連続7回目

グランプリ優出者（246点）
2年ぶり12回目

グランプリ優出者（296点）
6年連続7回目

ＳＧ優勝戦完走者（236点）
7年連続7回目

グランプリ優出者（273点）
15年連続15回目

前年度優勝者（231点）
4年連続13回目

4320 みね  りゅうた

峰 竜太
4024 いぐち  よしのり

井口 佳典
4238 ぶすじま  まこと

毒島 誠
4444 きりゅう  じゅんぺい

桐生 順平
3960 きくち  こうへい

菊地 孝平
3897 しらい  えいじ

白井 英治

163点　2年連続6回目

98点　6年連続12回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年連続8回目

ＳＧ優勝戦完走者　3年連続6回目

ＳＧ優勝戦完走者　初出場

186点　17年連続21回目

117点　12年連続13回目

ＳＧ優勝戦完走者　2年連続12回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年ぶり2回目

ＳＧ優勝戦完走者　初出場

103点　7年連続21回目

ＳＧ優勝戦完走者　6年連続13回目

ＳＧ優勝戦完走者　15年連続16回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年連続9回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年連続4回目

ＳＧ優勝戦完走者　2年連続2回目

86点　2年連続15回目

ＳＧ優勝戦完走者　3年連続7回目

ＳＧ優勝戦完走者　3年連続13回目

ＳＧ優勝戦完走者　3年連続12回目

グランプリ優出者　7年連続9回目

154点　2年連続2回目

181点　18年連続25回目

92点　4年連続14回目

ＳＧ優勝戦完走者　7年連続14回目

137点　2年連続4回目

ＳＧ優勝戦完走者　5年連続8回目

185点　2年連続2回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年ぶり8回目

159点　5年連続14回目

132点　4年連続13回目

ＳＧ優勝戦完走者　3年連続3回目

ＳＧ優勝戦完走者　7年連続8回目

94点　初出場

164点　7年連続18回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年ぶり10回目

216点　3年連続14回目

ＳＧ優勝戦完走者　2年ぶり6回目

ＳＧ優勝戦完走者　初出場

130点　初出場

106点　2年ぶり24回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年連続10回目

ＳＧ優勝戦完走者　12年連続12回目

ＳＧ優勝戦完走者　8年連続8回目

ＳＧ優勝戦完走者　4年連続6回目

95点　初出場

54

出場予定選手
［選手登録番号順

ドリーム出場選手は上掲］
● 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。

選出理由　出場回数
登録番号　

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

全　国  最近6ヵ月（2018年12月1日〜2019年5月15日）の全国勝率

多摩川  最近3年（2016年6月1日〜2019年5月15日）の多摩川勝率

選手データ
の見方

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

◎予備選手　①4190 長嶋　万記（静岡）　②4586 磯部　　誠（愛知）　③3623 深川　真二（佐賀）　④4205 山口　　剛（広島）　⑤3978 齊藤　　仁（東京）　⑥4399 松本　晶恵（群馬）　⑦4524 深谷　知博（静岡）　⑧4502 遠藤　エミ（滋賀）　⑨3499 市川　哲也（広島）　●選出除外選手　3590 濱野谷憲吾（東京）／3716 石渡　鉄兵（東京）／3783 瓜生　正義（福岡）／3983 須藤　博倫（埼玉）／4030 森高　一真（香川）／4350 篠崎　元志（福岡）／4371 西山　貴浩（福岡）／4477 篠崎　仁志（福岡）／4504 前田　将太（福岡）

ドリーム戦　6月18日火（初日）第12レース　出場予定選手　●選出順位上位5名と推薦選手1名。
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令和になっても
「日本一の静水面」は変わらず

　対岸の防風林が南寄りの風を止め、東西方向
に建てられたスタンドが北風を防いでいる。昭
和の時代から「日本一の静水面」がキャッチフ
レーズである。
　レース場は砂利採取所の跡地を利用してい
る。水底は凸凹が激しく、水深は浅い所で2
ｍ、深い所は7ｍもある。自前で地下水を汲み
上げ、1マーク側から24時間入れているが、水
量調整のため2マーク側に排水施設がある。

関東で最も広い多摩川水面は
スタートにご用心

　1マークブイから対岸までが108ｍと、関東
5場で一番広い水面である。「全能力が発揮で
きる水面」と評する選手もいる。ターンスピー
ドが生きれば、小技も利く。
　昔は「センターが伸びる魔法の水面」と言わ
れたが、現在は選手間で「スタートが早い」と
用心されている。ホームの水深は2ｍと浅い。

1マーク付近は2ｍ、2マーク付近が6〜7
ｍ、バックは4〜5ｍで、水深の浅いホームは
進み方が違ってくるからなのか。

ホーム追い風は差し、
向かい風は捲りが増えるが…

　季節は6月下旬、風向きは南系統が一般的だ
が「風が回っている。スタート展示と本番で逆
になった」と言う声をよく聞く。昨年6月下旬
の風向きを見ると、北→北西→北東→東→南東
→南と動けば、南西→南→南東→東→北東の日
もある。
　東系統のホーム追い風は逃げ、差し、捲り差
しが有効、西系統の向かい風は捲りが増える傾

向だが、4年くらい前に比べるとイン1着率は
10％以上高くなっている。一般戦は意外と2コ
ースの強ツケマイが決まるのだが、スタートが
揃うＳＧレースになれば、イン有利に拍車が掛
かっても不思議ではない。

グラチャンも、主役はやっぱり峰竜太
　選出基準がＳＧ成績によるため、ＳＧ初出場
選手が存在しない。賞金は他のＳＧと大差はな
いが、“ＳＧ一見さんお断り”とでも言うべき、
ＳＧの中でも敷居高き一戦であるグランドチャ
ンピオン。
　出場選手のレベルは
当然高いが、注目度ナ
ンバーワンとなれば、
やはり峰竜太（佐賀）をおいて他にない。昨年
のグランプリ優勝で名実ともに艇界の頂点に立
ち、19年後期適用勝率では5度目の1位に輝い
た。当地実績面でも昨年の64周年優勝が光る。

「何でも全部No.1になりたい」グラチャンキン
グの称号は、峰が描いていくグランドストーリ

ーに、ぜひとも必要なワンピースでもある。
　この峰に、64周年で
惜敗したのが白井英治

（山口）。当地周年は63
回大会から2年連続の
準優勝と悔しい思いもしている。3度目の正直
を胸に秘めての熱戦に注目。

「芦屋と似ている」福岡勢が好成績
　当地周年実績で触れ
れば、過去11節で優勝
者を6名も出している
福岡勢にも目が行く。

「地元の芦屋と水面のイメージが似ているから
走りやすい」との声も多い。岡崎恭裕（福岡）
に、羽野直也（福岡）＆仲谷颯仁（福岡）の盟友

コンビからも目が離せない。
　近況の勢いでは池田
浩二（愛知）も面白い
か。当地は4年ぶりの
参戦だが、前回の当地
ＳＧ、09年クラシックの優勝者として名を残し
ている。近況は常滑周年を年度またぎで連覇す
る離れ業を達成するなど好調。旋回、スタート
とも良い頃の鋭さが戻っている。

関東新二枚看板・毒島＆桐生が迎撃
　迎撃態勢を取る関東勢では、新二枚看板の毒
島誠（群馬）＆桐生順平（埼玉）が筆頭格。純地
元・東京支部の長田頼宗（東京）、中野次郎（東
京）も強き戦意で上位勢に挑む。

多摩川グラチャン  舟券の組み立て方 地元・東京支部2選手アドバンテージを生かせ！

― 多摩川でグラチャン開催が決
まってから、出場は意識して
いましたか？

　「もちろんです！　ポイント的
には厳しかったので、年末のＧＰ
シリーズがラストチャンスだっ
た。ただ、ＧＰシリーズでポイン
トを積み重ねても行けそうになか
ったので…、準優はメイチの勝負
を懸けました」

―  今年の正月に「ＳＧでまだや
れる」と言っていましたね。

　「トップクラスの中でも、ひと
握りの選手しか出場できない芦屋チャレンジＣで準優に乗って、選抜戦
でも3着以内に食い込めた。エンジンも出ていた。続く住之江ＧＰシリ
ーズで優出ができて、『まだＳＧで戦えるな！』と自信がつきました」

― 多摩川はＧⅠ優勝2回（関東地区選、60周年）の実績があります。

　「僕の多摩川の成績は、優勝か、全然ダメか両極端なんです（苦笑）。
地区選を勝ったときは持ちペラ制だったんですが、ケタ違いに仕上がっ
ていました。超抜でしたね。60周年のときも凄く出ていた」

― 多摩川の調整で意識するポイントは？

　「多摩川でモーターが良いときは、展示タイムが出ます。まずは展示
タイムを出す調整をして、そこからターンのスムーズさを求めます。多

摩川でモーターが良かったときの調
整を全部思い出して、その状態を目
指して調整をします」

― 新モーター3節目ですが…。

　「ワケがわかんなさそう（笑）。で
も、やることは変わらない。今まででダメだったこと、良かったことを
材料にして臨むだけです。新モーターでも地元の利はありますし、“こ
うやって乗ってみたいな”と脳内シュミレーションもしています」

― 最後にグラチャンへの意気込みを！

　「長田と揃ってＧＷ戦最終日に事故をしちゃって…。レースが終わっ
た後、『次のグラチャンは必ず2人でリベンジしようね』と誓いました。
　今までのＳＧ開催場を見ると、多摩川の開催は10年に一度しかない。
今回が、年齢的に多摩川でＳＧを獲る最後のチャンスになるかもしれな
い。そう考えると、気持ちが入ります。良い枠で準優に乗ることです。
準優に乗らないと優勝戦を目指せないし、準優で良い枠を取らないと、
優勝戦に乗れる可能性も低い。そして、優勝戦に良い枠で乗らないと優
勝する可能性も低くなりますからね。生まれたのが多摩川の近辺だし、
一番練習した水面も多摩川です。頑張ります！」

― 10年ぶりの多摩川ＳＧです！

　「多摩川のグラチャン開催を知
ったのは、去年の徳山グラチャン
で優出した後でした。
　出場権は最初から持っていたの
で、出場権を失わないように、ケ
ガやフライングに気をつけて1年
間を過ごしました」

― 多摩川に対する思いは？

　「最近の成績は平和島の方が良
いですし、平和島、多摩川とも地
元意識はあります。ただ、メモリ
アルには多摩川から出していただ

いているので、感謝の気持ちが大きいですね。練習とかを含めて一番走
り慣れている水面ですし、自分の基盤は多摩川です」

― 多摩川で心掛けているモーター調整は？

　「多摩川は水面が良いけど、乗りにくくなるとレースがしづらくなる。
出足、回り足関係が大事なので、まずはそこを求めていきたい。
　今回はほぼ新エンジンでのレースになるんですが、まだそんなに出回
っていない今年の新モデルで、ちょっとした調整の変化があるかもしれ
ません。不安もあるけど、水面自体は走り慣れているし、出ている感覚
を知っているのは強味です。
　3月の戸田クラシックのときみたいに、ＳＧでは伸びも必要になって
きます。バランスの良い足に仕上げたいですね。
　まだ1〜2節しか使っていないんで、エンジンの形ができ上がってい
ないはず。イチからの勝負になりそうですね。楽しみもあります」

― 戸田クラシックは実に惜しかった…！

　「クラシックは予選最終日、2号艇での失敗で優勝を逃してしまった
ぐらいに足が仕上がっていた。ＳＧはたった1回の失敗で流れが変わっ
てしまうのを感じたし、苦手な2号艇で優出できたのも大きな自信にな
りました。流れの変化を経験できた
のは勉強になりました」

― 初の多摩川ＳＧの目標は？

　「多摩川は僕にとって“家”みたい
なレース場です。記念を走り始めた
頃は“多摩川だったら勝負ができる！”と思って空回りしたり、レース
が粗くなることが多かった。でも、もう歳も歳ですし、大きな舞台での
経験も積んできた。気合が入りすぎてしまわないように気をつけて、自
分の全てをグラチャンにぶつけるつもりです。
　グランプリ出場は目指す所ではあるんですが、今は“地元のＳＧを獲
りたい”と思う気持ちのほうが強いので、多摩川に自分のピークを持っ
ていきます。中野さんと優勝戦で勝負できたら良いですね」

野添　弘行●『ファイティングボート・ガイド』

グラチャンは「一見さんはお断り」
優勝賞金は3300万円でも、出るのはグランプリよりも難しい。

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 33,000 12,000 8,500 7,000 6,500 6,000
特別選抜Ａ戦 3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 850
特別選抜Ｂ戦 2,100 1,500 1,100 800 700 600
静波まつり選抜戦 550 410 300 255 220 195
準 優 勝 戦 550 410 300 255 220 195
ド リ ー ム 戦 550 410 300 255 220 195
予選・一般戦 210 170 130 110 100 90
●優勝戦1着賞金には、日本財団会長賞の副賞金500万円を含む。

最後のチャンスかもしれない…。
地元ＳＧ制覇へ、気合は入っています！

地元・多摩川のＳＧを獲りたい！
今年の僕は、グラチャンがピークです。
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伊藤　善治●『ボートレース研究』

● 多摩川は5月24日より新モー
ター・新ボート・新プロペラ
を使用しています。

● 多摩川はチルト3度まで使用
できます。

the DATA

回 開催年 開催場 優勝者
第11回 2001年 唐　津 植木　通彦
第12回 2002年 宮　島 今垣光太郎
第13回 2003年 丸　亀 池田　浩二
第14回 2004年 浜名湖 原田　幸哉
第15回 2005年 下　関 山本　浩次
第16回 2006年 浜名湖 坪井　康晴
第17回 2007年 戸　田 湯川　浩司
第18回 2008年 芦　屋 湯川　浩司
第19回 2009年 戸　田 今垣光太郎
第20回 2010年 大　村 湯川　浩司

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1991年 住之江 西田　　靖
第2回 1992年 蒲　郡 中道　善博
第3回 1993年 住之江 安岐　真人
第4回 1994年 住之江 三角　哲男
第5回 1995年 桐　生 野中　和夫
第6回 1996年 多摩川 高山　秀則
第7回 1997年 尼　崎 市川　哲也
第8回 1998年 宮　島 上瀧　和則
第9回 1999年 唐　津 大嶋　一也
第10回 2000年 下　関 西島　義則

回 開催年 開催場 優勝者
第21回 2011年 児　島 瓜生　正義
第22回 2012年 芦　屋 太田　和美
第23回 2013年 常　滑 太田　和美
第24回 2014年 浜名湖 菊地　孝平
第25回 2015年 宮　島 山崎　智也
第26回 2016年 蒲　郡 山崎　智也
第27回 2017年 鳴　門 石野　貴之
第28回 2018年 徳　山 白井　英治

第29回大会 多摩川
優勝戦 2019年6月23日㊐・第12レース

小細工なしの真っ向勝負！
多摩川は全能力が発揮できる、日本一の静水面。
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直 撃万穴ハンター

石井誠司が
選手の実力差はなし。
モーターパワーは未知数。

4075 中野　次郎 4266 長田　頼宗

まつりちゃんが元気に
あいさつしてくれる
楽しいスタンプ！
LINEクリエイターズスタンプで
「静波まつり」で検索してね！！

シーズン2が
6/18㊋から
始まるよ!
絶対みてね♪

最近6ヵ月  進入コース別成績（2018年12月1日〜2019年5月15日／1,008レース）

1コース 7.84 54.6% 16.9% 7.7% 0.16 526回 - - - 21回 0回
2コース 5.57 15.1% 24.4% 16.5% 0.17 - 38回 - 103回 10回 1回
3コース 5.42 12.3% 21.2% 21.7% 0.17 - 51回 42回 18回 13回 0回
4コース 5.05 11.2% 18.9% 19.5% 0.16 - 55回 24回 23回 10回 1回
5コース 4.21 5.9% 12.0% 19.2% 0.17 - 12回 36回 6回 3回 2回
6コース 3.28 1.3% 7.1% 16.0% 0.18 - 4回 3回 3回 3回 0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


