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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

Ｓ Ｇ 特 集 号

▪第 1 レース・スタート展示	 8/27㊋〜30㊎　14：10　8/31㊏・9/1㊐　14：00
▪第12レース・本場発売締切	 20：40　●場外締切は本場発売締切の1分前です。
▪ボートレース大村・開門	 10：00

全国のボートレース場・チケットショップで場外発売  ※詳細はホームページでご確認ください。

※配信スタートは前後することがあります。

　ハガキに、「メモリアル・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「メモリアル特集号」プレゼント係

締　切  2019年9月2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。

ボートレース大村 
オリジナルクオカードをプレゼント！

抽選で
20名様に

電話投票
レース場コード 2 4 ＃長崎県大村市玖島1－15－1　☎0957－54－4111

●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。

地上波・ＢＳ
8月27日㊋・31日㊏・9月1日㊐

テレビ＆ラジオ実況中継 ●放送局、放送時間は当日の新聞などでご確認ください。

ＣＳ
レジャーチャンネル  JLC680

ラジオ
9月1日㊐

ボートレース大村公式サイト マクール
大村サイト

携帯 スマホ

マイルクラブ大村24会員様対象

8月3日〜9月1日の期間中、新規でマイルクラブ大村

24に入会した方は	現金500円 	を進呈。さらに、
期間中に1,000円以上ボートレース大村で舟券を電

投すると、	追加で500円 	進呈！
●過去に入会実績のある方は除きます。
● マイルクラブ大村24にご登録のテレボート投票口座に10月中旬に振込を予定しています。

申し込み方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください。

ORICA会員
限定!! 交通費キャッシュバック!

宿泊クーポン券サービス!

ＳＧ第65回ボートレースメモリアル 電話投票キャンペーン
新規入会キャンペーン

8/31㊏or9/1㊐

当日のボートレース大村の締切前舟券のご提示
で抽選に参加。当たりが出たら現金をプレゼン
トいたします。
ぜひご参加ください！

賞 金
特賞 古代　進賞 現金 30,000円
1等 森　　雪賞 現金 10,000円
2等 島　大介賞 現金 5,000円
3等 真田志郎賞 現金 1,000円
4等 アナライザー賞 現金 500円

●実施時間・当選本数などは実施場にてご確認ください。

実施ボートレース場・チケットショップ

江戸川・平和島・多摩川・浜名湖・住之江 
児島・福岡・BTS梅田・BTS神戸新開地 
BTS名古屋・BTS岡部・BTS京都やわた 
BTS栗橋・BTS横浜・BTS栄

　人気女子パチスロライターのかおりっきぃ☆＆みさおが、
ボートレース大村のＳＧメモリアルで大勝負!!　

夜はムラムラ

大村ナイター! in ＳＧメモリアル

DMM.com公式YouTube
ボートチャンネル

生
配信

配信日時
8/27㊋〜9/1㊐

（全日程）
17：30頃〜

キャッシュバック
キャンペーン

初日は大村本場から生配信します！

現金大抽選会 !
最高現金
30,000円が

当たる!!

マイル倍率UPキャンペーン
準優勝戦は

マイル3倍!
8月31日㊏

第9・10・11レース

優勝戦は

マイル5倍!
9月1日㊐
第12レース

●キャンペーンの内容は実施場により異なる場合があります。

マイルクラブ大村24は、電話投票（インターネット・携帯Web投票を
含む）で大村ボートレース場の舟券を購入することでポイント（マイル）
が貯まり、現金や、選手も食べているカステラ、女子選手グッズなど、
さまざまな豪華景品と交換することができるサービスです。
※マイルクラブ大村24の入会はテレボート会員の方に限ります。
※単勝式・複勝式での購入分については、マイル反映対象外といたします。
※ お一人様につき1回のサービスとします。2個以上のテレボート口座を保有している方で、2口以上マイ

ルクラブ大村24に登録されてもサービスは1回となります。

電話投票するだけで
マイルがたまる！

たまったマイルは景品や現金と交換！
貯まったマイルは1年間有効。

マイルがどんどんたまる！
マイルが反映されるのは毎月10日と25日です。

大村を電投する！
電投100円ごとに1マイルがたまります。

まずは会員登録しよう！
入会費も年会費も無料です。

スマホ

入会はこちら▼
マイルクラブ大村24 検	索

ボートレース大村の全優勝戦において、
さまざまなジャンルの精鋭たち９名が動
画予想対決を行います！
さらに、視聴者参加型企画として、各シ
ーズンの回収率順位予想で的中した方の
中から抽選で10人に10000マイル、
100名に1000マイルをプレゼント！
詳しくは、

■メンバー
美人女流雀士・東城りお
YouTuber・シトとエドセポネ
元JRAジョッキー・佐藤哲三　ほか６名

舟券王決定戦 検索➡

●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 4 ＃

特設サイト

ＳＧ第65回ボートレースメモリアル　オフィシャルパンフレット



ＳＧ第65回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 109

　ＳＧボートレースメモリアルは8年連続でナイ
ター開催。令和最初のメモリアルは、昨年9月か
ら「発祥地ナイター」に生まれ変わったイン最強
の大村が決戦の舞台となる。
　グランプリを制してからも絶好調モードを持続
している峰竜太（佐賀）は、いま最も舟券が売れ
る選手と言っても過言ではない。売れる、イコー
ル強い。夢の勝率9点台を狙える勢いからも貢献
度の高さがわかる。大村では優勝7回。3回優出
しているメモリアルで九州でのＳＧ初Ｖを達成す
るか。

　オーシャンカップを制してＳＧ10冠となったの
が瓜生正義（福岡）。16年のグランプリ以来、2年
半ぶりのＳＧ制覇は決して“復活”ではない。グ
ランプリ後はＦ多発でＳＧを満足に走ることがで
きなかっただけ。“正義のヒーロー”は、より強
くなる。ＳＧ連覇なら山崎智也（群馬）に並ぶ歴
代3位のＳＧ11冠に。そしてメモリアルＶ3と話
題は多い。“ウリュウ”と“リュウタ”の九州が誇
る「ダブリュウ」がメモリアルの主役だ。
　メモリアル連覇の権利を持っているのはナイタ
ーでも強い毒島誠（群馬）だけ。以前は大村を苦
手としていて、準優勝だった17年4月のＧⅠダイ
ヤモンドＣが意外にも初優出だった。ところが翌
5月には一般戦で7連勝の完全Ｖ。もう苦手なレ

ース場ではないはずだ。
　戸田クラシックと福岡オールスターを連覇した
吉川元浩（兵庫）、多摩川グラチャンでＳＧ初優
勝の柳沢一（愛知）ら、今年のＳＧ覇者が全員出
場。また、メモリアルＶ3の今垣光太郎（福井）、
Ｖ2の菊地孝平（静岡）、大村好相性の池田浩二

（愛知）と井口佳典（三重）、スピード旋回でファ
ンを魅了する桐生順平（埼玉）と茅原悠紀（岡山）
に、ＳＧ復帰戦となる篠崎元志（福岡）にも注目
だろう。
　地元は3人。原田幸哉（長崎）は長崎支部にな
ってから大村では初めての
ＳＧを迎える。まな弟子の
柳沢、同期・瓜生のＳＧ優
勝に刺激を受けているはず
だ。九州地区選でＧⅠ初Ｖの桑原悠（長崎）は外
枠ならチルトを跳ねて伸び勝負。“ジョーカー”
中村亮太（長崎）は作戦を練った走りで一発勝負
に出る。

ドリーム戦  出場予定選手
8月27日㊋（初  日）第12レース

●	各地区の2019年獲得賞金　上位者（7月15日現在）。	
枠番は獲得賞金上位順。

瓜
ウリュウ

生正義＆峰竜
リュウタ

太の「ダブリュウ」が大村の夏を盛り上げる!!  
地元長崎支部原田の優勝も見たい！

悔いの残るレースは一切しない！
〜今年を振り返って〜
　「レースに対して焦りはない
けど、ここ一番で良いところを
出せていませんね。それでも結
果を残せてはいないけど、決し
て悪いとは思っていません。で
も、自分の仕事は結果を残さな
いと何も言えないし、評価はし

てもらえない。ただ、グラチャンでのハジメちゃん
（柳沢一）のＳＧ優勝はめちゃくちゃ嬉しかった」

〜大村について〜
　「自分の中では本当に強い気持ちをもって走って
います。蒲郡と同じくらいに。支部を移ってからも
移る前も強い気持ちは一緒。大村ボートに貢献した
い。長崎の人にボートレースをアピールしたい。レ
ースを見てもらいたいと思っています」

〜メモリアルに向けて〜
　「地元なので、良い成績を残すこと。盛り上がる
ように頑張ること。自分の懸ける思いは相当なもの
ですよ。悔いの残るようなレースは一切しないつも
りです」

地元のメモリアル、目標は優勝！
〜今年を振り返って〜
　「あまり良いとは思わないで
すね。ケガをしましたし。た
だ、ペラは研究して引き出しは
増えたと思います。枠番、メン
バー、戦法を考えて伸び型だっ
たり、ピット離れ仕様だったり
とか。意識してやっています」

〜大村について〜
　「メモリアルには予備1位で選んでいただいて、
出場することができた。とても感謝しています。最
近のエンジン抽選運は全くダメ。でも、大村での調
整方法はわかっているし、出ないことはない。お盆
レースを走って連続斡旋というのはアドバンテージ
があると思います」

〜メモリアルに向けて〜
　「目標は優勝です。86期の流れに乗りたい。86期
はトータルで勝率の高い期だったけど、これまで無
冠だった。でもハジメちゃん（柳沢一）の優勝でみ
んなホッとした。重荷がなくなった。ＳＧに出る人
は皆、優勝したいと思います。目標は高く」

メモリアルは、やってやります！
〜今年を振り返って〜
　「芦屋の九州地区選は、勝てな
かったらもうチャンスがないとい
うくらいエンジンが出ていたの
で、優勝できて良かったです。戸
田クラシック優出は、何も考えな
かったのが良かったのかも。でも
準優は賞金を考えてめちゃくちゃ

緊張しました（笑）。多摩川グラチャンは、これでも
かっていうくらいコテンパンにやられましたけどね」

〜大村について〜
　「育ててもらった水面。一番走らせてもらっていま
すし、昔は地元ルーキーにも選んでもらった。凄く感
謝しています。大村でメモリアルが開催されると決ま
ってからは、出場を目指して相当頑張りました」

〜メモリアルに向けて〜
　「気温が上がってから伸びを来させるのが難しいで
すね。でも伸びを売りにしたいので、6コースだった
ら伸び型にチャレンジします。日頃の行いを良くし
て、良いエンジンを引けるようにしたい。大きなこと
は言えませんが、メモリアルはやってやります（笑）」

全国から来たる強豪たちを迎撃！　地元長崎支部3選手

『スポーツ報知』長谷　昭範の

開催期間中毎日、

大村公式サイトで

展望予想を配信！

グランプリＴＲ2nd1号艇はほぼ当確。ＳＧ2
優出の実績水面で今年ＳＧＶ3なるか。

オーシャンＣ覇者の瓜生正義を抑えてドリーム
戦選出。“強竜”が強さを見せつける！

今年は平和島地区選と住之江周年で優勝。賞金
ベスト6入りへさらなる上積みを図る。

3月の当地周年は2走目からオール2連対で準
優勝。出足を仕上げて自在に立ち回る。

多摩川グラチャンでＳＧ初制覇、常滑オーシャ
ンＣは1号艇なしで準優勝と充実の近況。

ＳＧ・ＧⅠ戦線では大人しい印象も福岡オール
スター優出、ＧⅠ2優出で賞金上位に。

近畿地区獲得賞金1位 111,194,000円

九州地区獲得賞金1位 74,881,000円

関東地区獲得賞金1位 52,600,000円

四国地区獲得賞金1位 28,721,000円東海地区獲得賞金1位 66,619,000円

中国地区獲得賞金1位 39,749,000円

原田　幸哉 中村　亮太 桑原　　悠

全国最近2節成績
19年 7月 浜名湖 ＧⅡ・甲子園 6失⑥④⑤（帰郷）

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ 2①①③④②4③1

全国最近2節成績
19年 7月 浜名湖 ＧⅡ・甲子園 1②④④②①1❹

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ 5④②②③②5①2

全国最近2節成績
19年 7月 浜名湖 ＧⅡ・甲子園 2④①②②①1❺

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ ③失②②①③4①3

全国最近2節成績
19年 7月 浜名湖 ＧⅡ・甲子園 ②③③④②②6①3

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ ③⑤①①③③5④1

全国最近2節成績
19年 7月 江戸川 一般競走 ③③⑤④①①①①1

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ ①③④②③2❷

全国最近2節成績
19年 7月 浜名湖 ＧⅡ・甲子園 ①②②④①②2❻

19年 7月 常　滑 ＳＧ・オーシャンＣ ⑥①③③⑥④③④

3854　吉川　元浩　Ａ1・兵庫・46歳

4320　峰　　竜太　Ａ1・佐賀・34歳

3908　重成　一人　Ａ1・香川・40歳4074　柳沢　　一　Ａ1・愛知・38歳

4418　茅原　悠紀　Ａ1・岡山・32歳

4444　桐生　順平　Ａ1・埼玉・32歳

449740703779

第65回 大　村  

優勝戦  
2019年9月1日日

第12レース

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1955年 大　村 真島　勝義

豊島　　勝
（ランナ）

第2回 1956年 　津　 鈴木　成彦
第3回 1957年 びわこ 貴田　宏一
第4回 1958年 芦　屋 前田　道積

山岡　貫太
（ランナ）

第5回 1959年 若　松 上原　　茂

回 開催年 開催場 優勝者
第48回 2002年 蒲　郡 今垣光太郎
第49回 2003年 唐　津 田中信一郎
第50回 2004年 蒲　郡 今垣光太郎
第51回 2005年 若　松 菊地　孝平
第52回 2006年 桐　生 中村　有裕
第53回 2007年 蒲　郡 魚谷　智之
第54回 2008年 若　松 今垣光太郎
第55回 2009年 丸　亀 池田　浩二
第56回 2010年 蒲　郡 今村　　豊

回 開催年 開催場 優勝者
第5回 1959年 若　松 松本　　稔

（ランナ）
第６回 1960年 平和島 井上一二郎
第7回 1961年 宮　島 松尾　泰宏
第8回 1962年 住之江 芹田　信吉
第９回 1963年 下　関 金藤一二三

倉田　栄一
（ランナ）

第10回 1964年 芦　屋 倉田　栄一

回 開催年 開催場 優勝者
第57回 2011年 福　岡 瓜生　正義
第58回 2012年 桐　生 瓜生　正義
第59回 2013年 丸　亀 毒島　　誠
第60回 2014年 若　松 白井　英治
第61回 2015年 蒲　郡 篠崎　元志
第62回 2016年 桐　生 菊地　孝平
第63回 2017年 若　松 寺田　　祥
第64回 2018年 丸　亀 毒島　　誠

回 開催年 開催場 優勝者
第11回 1965年 若　松 芹田　信吉
第12回 1966年 福　岡 金子　安雄
第13回 1967年 常　滑 竹内　淳麿
第15回 1969年 丸　亀 岡本　義則
第16回 1970年 下　関 山田　豊志
第17回 1971年 桐　生 瀬戸　康孝
第18回 1972年 福　岡 彦坂　郁雄
第19回 1973年 下　関 瀬戸　康孝
第20回 1974年 丸　亀 野中　和夫

回 開催年 開催場 優勝者
第21回 1975年 下　関 北原　友次
第22回 1976年 桐　生 渡辺　義則
第23回 1977年 浜名湖 加藤　峻二
第24回 1978年 唐　津 村上　一行
第25回 1979年 丸　亀 野中　和夫
第26回 1980年 常　滑 栗原孝一郎
第27回 1981年 平和島 高峰　孝三
第28回 1982年 蒲　郡 彦坂　郁雄
第29回 1983年 戸　田 望月　重信

回 開催年 開催場 優勝者
第30回 1984年 若　松 北原　友次
第31回 1985年 下　関 野中　和夫
第32回 1986年 芦　屋 倉重　宏明
第33回 1987年 丸　亀 国光　秀雄
第34回 1988年 浜名湖 松野　　寛
第35回 1989年 福　岡 松田　雅文
第36回 1990年 丸　亀 平尾　修二
第37回 1991年 下　関 西田　　靖
第38回 1992年 浜名湖 今村　　豊

回 開催年 開催場 優勝者
第39回 1993年 福　岡 原田　順一
第40回 1994年 児　島 関　　忠志
第41回 1995年 三　国 中道　善博
第42回 1996年 蒲　郡 新良　一規
第43回 1997年 若　松 安岐　真人
第44回 1998年 多摩川 長岡　茂一
第45回 1999年 児　島 山本　浩次
第46回 2000年 若　松 西島　義則
第47回 2001年 多摩川 市川　哲也

SG 
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4166	 よしだ  かくろう

吉田 拡郎
Ａ1・岡山・37歳

児島では速攻派
も遠征地ではさ
ばきが中心。

4238	 ぶすじま  まこと

毒島 誠
Ａ1・群馬・35歳

常滑オーシャン
Ｃ優出。夏男が
本領発揮だ。

3942	 てらだ  しょう

寺田 祥
Ａ1・山口・40歳

基本は差し構え
だがカドが手に
入れば捲る。

4335	 わかばやし  しょう

若林 将
Ａ1・東京・35歳

1月周年制した
江戸川の推薦を
受けて参戦。

4350	 しのざき  もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・33歳

年末のグランプ
リ出場を目指し
猛チャージ。

3960	 きくち  こうへい

菊地 孝平
Ａ1・静岡・41歳

スタート一気の
爽快レースで流
れに乗るか。

4497	 くわはら  ゆう

桑原 悠
Ａ1・長崎・32歳

ＧⅠ初Ｖ、ＳＧ
優出の勢い乗り
地元ＳＧへ。

4337	 ひらもと  まさゆき

平本 真之
Ａ1・愛知・35歳

展示航走で鋭角
ターンを見せれ
ば好走期待。

4885	 おおやま  ちひろ

大山 千広
Ａ1・福岡・23歳

人気も成長度も
トップ級のチャ
レンジャー。

3721	 もりた  しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・44歳

スタート、ター
ンに頭脳の切れ
味で好勝負。

4028	 たむら  たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・41歳

好モーターを手
にすれば豪腕発
揮し上位へ。

3573	 まえもと  やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・47歳

好機を逃さず的
確なレース運び
で舟券絡み。

3622	 やまざき  ともや

山崎 智也
Ａ1・群馬・45歳

伸びがくれば得
意の3コース捲
りが飛び出す。

4371	 にしやま  たかひろ

西山 貴浩
Ａ1・福岡・32歳

道中の追い上げ
巧く最後まで目
が離せない。

3590	 はまのや  けんご

濱野谷 憲吾
Ａ1・東京・45歳

近況はリズム下
降も豪快スタイ
ル変わらず。

4019	 かさはら  りょう

笠原 亮
Ａ1・静岡・39歳

近況の調子は今
一つも穴候補か
ら外せない。

4168	 いしの  たかゆき

石野 貴之
Ａ1・大阪・37歳

当地はＧⅠ初制
覇にＳＧ優勝の
得意水面だ。

4024	 いぐち  よしのり

井口 佳典
Ａ1・三重・42歳

今年はＳＧで目
立たないがＧⅠ
6優出Ｖ1。

4500	 やまだ  こうじ

山田 康二
Ａ1・佐賀・31歳

周年優出歴の水
面で大仕事を成
し遂げるか。

4831	 はの  なおや

羽野 直也
Ａ1・福岡・24歳

ＳＧでは苦戦中
もＧⅠ初優勝の
水面で奮起。

3415	 まつい  しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・49歳

桐生でＧⅠＶ70
達成し年末へペ
ースアップ。

4757	 やまだ  ゆうや

山田 祐也
Ａ1・徳島・30歳

3度目のＳＧ挑
戦。捲り差しで
高配当期待。

4205	 やまぐち  つよし

山口 剛
Ａ1・広島・37歳

「祖母の田舎が
天草」と半分地
元意識で挑む。

4444	きりゅう  じゅんぺい

桐生 順平
Ａ1・埼玉・32歳

毎年夏場が課題
も今年は浜名湖
甲子園優出。

4848	 なかたに  はやと

仲谷 颯仁
Ａ1・福岡・25歳

自身2度目とな
るＦ2で60日休
みを控える。

3978	 さいとう  じん

齊藤 仁
Ａ1・東京・42歳

ＳＧでも一般戦
でも超堅実スタ
イル崩さず。

4320	 みね  りゅうた

峰 竜太
Ａ1・佐賀・34歳

途中帰郷を除き
17年12月以降予
選落ちなし。

3946	 あかいわ  よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・43歳

現行モーターは
3戦目でパワー
戦に期待だ。

4530	 おの  せいな

小野 生奈
Ａ1・福岡・30歳

Ｆ休み前でスタ
ート慎重も軽量
生かし善戦。

3388	いまがき  こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・49歳

今年の名人は浜
名湖甲子園で豪
快に捲り優勝。

3557	 おおた  かずみ

太田 和美
Ａ1・大阪・46歳

3月周年優出な
どナイターでも
当地好成績。

4459	 かたおか  まさひろ

片岡 雅裕
Ａ1・香川・33歳

8月の当地出走
は大きなアドバ
ンテージだ。

4237	 おおみね  ゆたか

大峯 豊
Ａ1・山口・35歳

ＳＧでは苦戦も
6月浜名湖で今
年4優勝だ。

4547	 なかだ  りゅうた

中田 竜太
Ａ1・埼玉・31歳

ＳＧ・ＧⅠ戦線
で苦戦中。立て
直しなるか。

3783	 うりゅう  まさよし

瓜生 正義
Ａ1・福岡・43歳

常滑オーシャン
Ｃを制してＳＧ
連覇に照準。

4075	 なかの  じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・38歳

ＳＧタイトル獲
得へ一戦一戦集
中して臨む。

3623	 ふかがわ  しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・45歳

回り足を仕上げ
一般戦中心に8
点勝率保つ。

4074	 やなぎさわ  はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・38歳

多摩川グラチャ
ンでＳＧ初Ｖ飾
り勢いがある。

4502	 えんどう  えみ

遠藤 エミ
Ａ1・滋賀・31歳

機力で優位に立
てれば互角の勝
負は可能だ。

4061	 はぎはら  ひでと

萩原 秀人
Ａ1・福井・40歳

多摩川グラチャ
ン優出で一撃の
破壊力を証明。

3780	 うおたに  ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・43歳

6月宮島周年優
出など調子が上
向いてきた。

3908	 しげなり  かずひと

重成 一人
Ａ1・香川・40歳

機敏な走りの可
否は出足の仕上
がりが鍵だ。

2992	 いまむら  ゆたか

今村 豊
Ａ1・山口・58歳

伸びが仕上がれ
ばスローから先
行して一発。

登録番号	
選手名

級別・支部・年齢（初日現在）

短評

3716	 いしわた  てっぺい

石渡 鉄兵
Ａ1・東京・44歳

スタート攻勢で
ＳＧ復帰戦から
波乱起こす。

4477	 しのざき  ひとし

篠崎 仁志
Ａ1・福岡・31歳

10月若松でGⅠ
復帰決まり賞金
上積みへ気合。

4266	 おさだ  よりむね

長田 頼宗
Ａ1・東京・34歳

当地は16年チャ
レンジＣ以来で
初ナイター。

3779	 はらだ  ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・43歳

長崎のエースが
初の大村ＳＧで
Ｖ獲り狙う。

3941	 いけだ  こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・41歳

今年は常滑周年
2回を含む優勝
6回と快調。

4070	 なかむら  りょうた

中村 亮太
Ａ1・長崎・38歳

Ｆ休み明け2節
目だが当地連戦
で不安なし。

4262	 ばば  よしや

馬場 貴也
Ａ1・滋賀・35歳

昨年ほどの勢い
ないが今年も5
優勝と活躍。

3854	 よしかわ  もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・46歳

ＳＧ連覇後も大
崩れなく賞金ト
ップ独走中。

4418	 かやはら  ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・32歳

近況は豪快レー
ス不発気味だが
底力はある。
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下関推薦江戸川推薦
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順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
① 3854 吉川　元浩 兵庫 111,509,000円
② 4320 峰　　竜太 佐賀 77,233,000円
③ 3783 瓜生　正義 福岡 72,029,000円
④ 4074 柳沢　　一 愛知 66,867,000円
⑤ 3897 白井　英治 山口 63,590,000円
⑥ 3941 池田　浩二 愛知 56,695,000円
⑦ 4444 桐生　順平 埼玉 54,764,000円
⑧ 4024 井口　佳典 三重 49,895,000円
⑨ 3744 徳増　秀樹 静岡 48,330,000円
⑩ 4262 馬場　貴也 滋賀 48,096,000円
⑪ 4238 毒島　　誠 群馬 41,642,000円
⑫ 4418 茅原　悠紀 岡山 41,601,000円
⑬ 3415 松井　　繁 大阪 40,902,000円
⑭ 3557 太田　和美 大阪 40,307,000円
⑮ 3388 今垣光太郎 福井 40,006,000円
⑯ 3960 菊地　孝平 静岡 38,443,000円
⑰ 4337 平本　真之 愛知 37,965,400円
⑱ 4497 桑原　　悠 長崎 37,368,000円
⑲ 4044 湯川　浩司 大阪 36,787,000円
⑳ 3719 辻　　栄蔵 広島 35,265,000円
� 4166 吉田　拡郎 岡山 35,201,000円
� 4075 中野　次郎 東京 33,993,000円
� 4061 萩原　秀人 福井 33,233,000円
� 3959 坪井　康晴 静岡 32,756,000円
� 4659 木下　翔太 大阪 32,652,000円

2019年獲得賞金ベスト50（2019年1月1日〜7月29日）

● 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（2019年2月1日〜7月29日）の全国勝率
期  別  2019年後期適用（2018年11月1日〜2019年4月30日）勝率
大  村  最近3年（2016年8月1日〜2019年7月28日）の大村勝率

最近6ヵ月（2019年
2月1日〜7月29日）
の1コース1着率

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 3946 赤岩　善生 愛知 31,606,000円
� 3779 原田　幸哉 長崎 30,554,000円
� 4052 興津　　藍 徳島 30,125,000円
� 3908 重成　一人 香川 29,812,000円
� 3780 魚谷　智之 兵庫 29,779,500円
� 4547 中田　竜太 埼玉 29,509,000円
� 4477 篠崎　仁志 福岡 29,396,000円
� 4168 石野　貴之 大阪 28,823,666円
� 4719 上條　暢嵩 大阪 28,779,000円
� 4013 中島　孝平 福井 28,519,000円
� 3952 中澤　和志 埼玉 28,295,000円
� 4344 新田　雄史 三重 28,138,000円
� 4848 仲谷　颯仁 福岡 27,987,000円
� 4296 岡崎　恭裕 福岡 27,709,000円
� 3942 寺田　　祥 山口 27,648,000円
� 4028 田村　隆信 徳島 27,613,000円
� 3623 深川　真二 佐賀 27,515,666円
� 4350 篠崎　元志 福岡 27,499,000円
� 4494 河合　佑樹 静岡 27,292,000円
� 4063 市橋　卓士 徳島 27,098,000円
� 4335 若林　　将 東京 27,049,000円
� 3622 山崎　智也 群馬 26,997,000円
� 3721 守田　俊介 滋賀 26,698,000円
� 3590 濱野谷憲吾 東京 26,585,000円
� 4324 海野康志郎 山口 26,434,666円

予備選手　
①4352 下條雄太郎（長崎）　
②3959 坪井　康晴（静岡）　
③4174 赤坂　俊輔（長崎）　
④4030 森高　一真（香川）　
⑤3744 徳増　秀樹（静岡）　
⑥3996 秋山　直之（群馬）

選出除外選手
3897 白井　英治（山口）
4296 岡崎　恭裕（福岡）
4344 新田　雄史（三重）

ＳＧ第64回ボートレースメモリアル  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
②ＳＧ第24回オーシャンカップ（常滑）優勝者
③ 当該競走を開催するボートレース場を除くボートレース場から推薦された者2名。
（Ａ1級、過去1年間［2018年6月1日〜2019年5月31日］の出場回数が160回以上）

④ 当該施行者の希望する者。（Ａ1級、過去1年間［2018年6月1日〜2019年5月31日］
の出場回数が160回以上）

●前年度優勝者、グランプリ優出者は所属支部からの推薦となります。

出 場 選 手
［選出順］

夜のインは最強以上の強さ!?
　大村ボートと言えば「イン最強水面」だ。今年のイン1着
率69.4％、直近の令和以降も69.7％と全国平均の55％を大き
く上回る。
　その要因は、大村ボートは北西から風が吹くケースが多い
こと。1Ｍは向い風へ向かってターンするだけに、握って回
っても舟が返ってくる。

　さらに、地元の若手選手からは「大村のインは強い。夜に
なると水面が良くなるので、もっと強くなる」とのコメント
もあり、今回もインコース主体の舟券作戦となりそうだ。

スタートのバラつき、2Ｍ逆転劇に注意
　ただ、夏場に入ってからは気温や湿度の上昇に伴って「ス
タートが届かない」「押しが弱い」
との声も聞かれる。モーターの仕
上げ次第ではあるものの、スター
トがバラつくレースが増えている
点は見逃せない。
　また、2マーク側の防波堤の下
部が開いており、目には見えにく
い独特のうねりが発生する。その

ため、思い切って攻めに出た選手が大きく流れて逆転を許す
場面も。スタート展示などの動きは要チェックだ。

34号機＆49号機がエース格
　大村のモーターは2月19日が使い始め。7月28日現在での
2連率トップは34号機の58.8％だ。つねに出足、行き足は安定

した噴き上がりを見せている。また、49号機は2
連率こそ43.2％ながら行き足から伸び足はかなり
強力。巧く調整が合えば節イチ級に仕上が
る。この2基がエース格だ。
　ほかでは、23号機も実戦足は軽快だし、38
号機は好バランスに仕上がる。40号機はスリ
ット近辺の動きが強力だ。6月に安田政彦が

大整備を行ってからパワーが急上昇している12号
機にも期待したい。

開催日 潮 満　潮 干　潮
8月27日㊋ 中潮 22：32 15：37

28日㊌ 中潮 23：06 16：24
29日㊍ 大潮 23：37 17：04
30日㊎ 大潮 11：02 17：41
31日㊏ 大潮 11：44 18：15

9月1日㊐ 中潮 12：25 18：48

開催期間中の潮汐表

のコース＆モーター
　竹村　誠二 ●『九州スポーツ』

大村と言えばイン。夜はもっとイン。
ただし、2マーク逆転劇には要注意！

最近6ヵ月  進入コース別成績（2019年2月1日〜7月28日／1,236レース）

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

1コース 8.77 68.5% 14.9% 7.0% 0.14 814回 － － － 27回 0回

2コース 5.71 12.5% 26.4% 20.5% 0.16 － 31回 － 101回 19回 3回

3コース 5.45 9.3% 24.9% 22.7% 0.16 － 27回 58回 9回 17回 3回

4コース 4.82 6.4% 17.2% 22.9% 0.17 － 28回 24回 13回 13回 1回

5コース 3.97 3.3% 11.4% 16.6% 0.17 － 6回 23回 4回 7回 1回

6コース 2.82 0.6% 5.7% 10.7% 0.18 － 2回 3回 0回 1回 1回

『西日本スポーツ』橋口文子記者 推奨の10モーター
2019年7月28日現在

モーター
番号 2連率 （順位） ワンポイントチェック

� 58.8％（1位） 初下ろしから高評価。出足を中心に軽快な動き
� 45.8％（3位） 出足、伸びのどちらにも調整可能。素性自体◎
� 44.2％（6位） バランス型で全体に上位。選手問わず出る良機
� 43.2％（7位） 誰が乗っても実戦足が良く、上位級に仕上がる
� 41.3％（10位） 温水パイプが外れてから上向き。レース足軽快
� 36.6％（22位） 4節連続で予選突破。出足寄りだが伸びも良好
� 33.9％（29位） 本体自体が良い。乗り手により特徴は変化する
� 30.1％（40位） 7月の大整備から気配が一変。伸び中心に良い
� 24.7％（57位） ここ数節は伸びが目立っているが、出足も上々
� 24.5％（59位） 出足系統が目立つが、乗り心地にやや難がある

●大村はチルト1.5度まで使用できます。

大時計

大型映像
防風ネット 防音壁

防
風
ネ
ッ
ト

危
険
信
号
灯

N

84m

106m

58m71m91m
86m

48m

150m
104m 第1ターンマーク

第2ターンマーク

103m
70m

150m

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 試運転ピット
本番ピット

スタート展示ピット

危
険
信
号
灯

防風ネット



ＳＧ第65回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 1413

ロバート
第9レース発売中

グルメフェス
12：00頃〜18： 00頃 
エクストリーム広場

ボートレースLINE
ともだちキャンペーン
本場来場でLINEポイントプレゼント

12：00〜19：00／エクストリーム広場

〜ボートレースとの出会い〜

野放し状態で、わからないまま舟券デビュー
　ボートレースを一番最初にやったのは、桐生が改修す
る相当前です。友人に連れて行ってもらったんですが、
ルールも何もわかっていなかったので、オッズだけみ
て、10〜20倍くらいのところを適当に買っていました。
友達も教えてくれるような奴らではなかったので、特に
ハマりもせずって感じだったんです。

パチスロの仕事の合間に24場制覇達成
　ボートをやるようになった理由は、パチンコやパチス
ロが下火になって、仕事が忙しくなくなってきたんです
ね。元々ギャンブルが大好きなので、いろいろと手を出
したくなる。公営競技は全部やったんですが、一番しっ
くりきたのがボートレースだったんです。
　僕はハマるとトコトンなので（苦笑）、休みの日は必
ずレース場にいました。当時は江戸川か平和島に行って
いましたね。パチンコの仕事で全国を回っていたので、

『うまいことやれば全場回れるぞ』って思って、仕事の
後に一泊伸ばしてレース場へ行ったりしていました。だ
から、ボートレースの仕事を始める前に、プライベート
で24場制覇達成（笑）。負け額はそんじょそこらの人の
負け額ではないですけど。

〜山崎智也との出会い〜

パチスロは、山崎→ういち
　15年以上前に、『吉宗※』のイベントで群馬へ行ったと
きに、山崎智也君が来てくれていたみたいなんです。ボ
ートのことをまだわかっていなかった頃です。「写真を
撮ってくれ」って言われたので、「イベント後に写真を
撮る時間があるから」って言ったんですけど、「仕事を
抜けて来てるんで、今しか時間がなくて…」って（笑）。
一緒に写真を撮って、その場は「ありがとねーっ」で終
わったんです。

　その晩に智也君がその写真をブログに載せてくれたら
しく、僕の読者の方から「凄い人と写真を撮りました
ね」って連絡がありました。

ボートレースは、ういち→山崎
　それから時を経て、「あのときイベントに来てくれた
のは山崎智也選手だったのか？　本人に確かめよう」っ
て思って、住之江の太閤賞のときにピットに行ったんで
す。そうしたら、智也君が僕を見て「ウ〜ワッ！」って。
　今度は僕のほうから「写真を撮ってもらえません
か？」ってお願いしました（笑）。

※ 2003年に大都技研から発表されたパチスロ4号機。パチスロブーム
を代表する爆裂機種で、各パチンコ雑誌のエース級ライターが担当
するケースが多かった。中でもういちは「『吉宗』と言えばういち」
と言われるほどの人気ライターだった。

〜舟券推理＆購入金額について〜

基準を決めると、 
頭打ちになる日が必ず来る

　ボートもパチンコ、パチスロと一緒で、知れば知るほ
どわからなくなります。こうでもない、あーでもないを
繰り返して7年目くらいですかね。
　パチスロでは最初に、ボーナス回数が多い台に座った
ほうが良いって言われる。適当に探していると「チェリ
ーを数えたほうが良いんだよ」とか、「実はチェリーも
強弱があってね」ってなって、スイカとか、チャンスゾ
ーンの入りとかって、どんどん情報が細かくなってい
く。
　ボートも同じで、「Ａ1級が強いんだよ」「インコース
の①が強いんだよ」って聞いてやってみる。そのうちに

「モーター抽選というのがあってさっ」みたいな話にな
り、「スタートタイミングっていうのがね…」「節間の成
績がさー」「成績は良さそうに見えるけど、外からは勝
ってないよね」って、どんどん細かい所が出てくる。
　何かを基準にしてやっていると、どうしても勝てなく
なるときがくる。「あれっ、これじゃないんだろうか」

「どういう風にすれば良いんだろう」って探すんですけ
ど、勝ち続けられる答えは出てこない。ボートでも多
分、一生探すんだと思います。

1レースの最高賭け額は 
（1レース50万円ぶっ込み→溶かす）×2回
　いろいろな雑誌社のやつが出るパチンコのトーナメン
トがあって、優勝賞金が50万円だったんです。「その賞

金で何をやりますか？」って言われて、「じゃ、ボート
やります」って。ボートを始めたばっかりの頃で、何
にもわかっていないのに、動画の生配信で1レースに
50万ぶっ込む、って企画をやったんです（苦笑）。
　その大会で2連覇したので、優勝する→50万を溶か
す→優勝する→50万を溶かすっていうのを2回やりま
した。3回目もやろうとしていたんですが、決勝で大
逆転をくらって優勝できませんでした。だから、1レ
ースの最高賭け額は50万円ですね。

〜ボートレース大村の印象〜

大村は収支が安定するレース場だ。多分
　大村では、優勝戦だけを生配信でやらせていただい
ています。
　過去16節の大村優勝戦のデータをまとめてくださっ
た『マクール』編集部の三吉功明さんに「①－全－全で
買ったら、回収率180％くらいあったぞ」ってアドバイ
スを貰ったときは、「さすがに①－全－全をずっとやっ
たら、『はい当たりました〜』の連続でつまらないだろ
う」と思っていたんです。なので、買い目を絞って厚
く張ったりしていたのですが、これがなかなか難しく
て…。
　大村は当てやすい印象はあるので、うまいことやれ
ば収支は安定するはずだと信じて…今も頑張っている
最中です。

9/1㊐ 優勝戦出場選手 
公開インタビュー
13：00頃〜

ウィニングラン＆ 
チャンピオン花火
表彰セレモニー 
優勝戦終了後

ＳＧ第65回
ボートレースメモリアル

オリジナル
マフラータオル抽選会
本場開催の締切前舟券1,000
円以上をご提示の方の中から、
抽選で1,000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／2マーク屋根下
 ●お一人様1枚までとさせていただきます。

8/31㊏

美人ボートレーサー

魚谷香織選手トークショー
第5レース発売中

イベント＆ファンサービス ●記載のないイベントの会場は大村ボートレース場・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。

トークショー　第1レース発売中

ボートレース
アンバサダー

植木通彦
美人
ボートレーサー

魚谷香織選手＆

予想ステージ
準優勝戦（第9・10・11レース）発売中

公営レーシングプレス

鈴木編集長
作詞家

喜多條忠氏vs

8/28㊌

Ｍ－1グランプリ優勝！

とろサーモン
①第2レース発売中／②第6レース発売中

お笑い
ライブ

トーク
ショー

12：00〜19：00／キッズルーム前 14：00〜19：30／エクストリーム広場

開催期間中毎日

1,000円分の未確定舟券、またはオリカレシート提示でクリア
ファイル2枚プレゼント。
14：00〜20：00（景品がなくなり次第終了）／南インフォメーション

8/27㊋	オープニングセレモニー
  選手紹介＆ドリーム戦出場選手 

公開インタビュー　12：30頃〜

 オープニングアクト   CYBERJAPAN DANCERS

ゆきぽよ
トークショー

①第2レース発売中
②第6レース発売中

MAX ライブ
第1レース発売前

　凡ミスをするような選手たちじゃないのに、まさかの事態でハズレているの
で、僕が呪われているんじゃないかと…。3レースとも「ボートレース大村公式
YouTube」に映像が残っているので、観ていただければと思います。

レース結果
	着順	 枠番	 選手名	 支部	 進入
 ① ❷ 江口 晃生 （群馬） 2
	②	�①	 萩原	 秀人	（福井）	1
	③	❹	 小野	 達哉	（大阪）	4
	④	❸	 石橋	 道友	（長崎）	3
	⑤	❻	 折下	 寛法	（東京）	6
	⑥	�⑤	 宮地	 元輝	（佐賀）	5
▶2連単  ❷－�①  690円
▶3連単  ❷－�①－❹  3,310円
▶決まり手＝抜き

レース結果
	着順	 枠番	 選手名	 支部	 進入
 ① ❸ 中村 亮太 （長崎） 3
	②	❹	 石橋	 道友	（長崎）	4
	③	❷	 赤坂	 俊輔	（長崎）	2
	④	❻	 中嶋	誠一郎	（長崎）	6
	⑤	�⑤	 真庭	 明志	（長崎）	5
	転	�①	 原田	 幸哉	（長崎）	1
▶2連単  ❸－❹  6,310円
▶3連単  ❸－❹－❷  27,770円
▶決まり手＝恵まれ

レース結果
	着順	 枠番	 選手名	 支部	 進入
 ① �① 市橋 卓士 （徳島） 1
	②	❹	 秦	 英悟	（大阪）	4
	③	❸	 丸岡	 正典	（大阪）	3
	④	�⑤	 赤岩	 善生	（愛知）	5
	⑤	❻	 濱崎	 直矢	（埼玉）	6
	転	❷	 白井	 英治	（山口）	2
▶2連単  �①－❹  610円
▶3連単  �①－❹－❸  1,720円
▶決まり手＝逃げ

　はいはい、�①－❷で決まりましたって所
で、�①萩原秀人が1周2Ｍで飛ぶ。「萩原、何
やってんの？」で、❷－�①になって終わり。

その①  1月27日「スポーツ報知杯」

　�①原田幸哉が逃げて、�①－❸の形から「幸哉
油断すんなよ」って言っていたら転覆。

その②  5月2日「ＧＷ特選レース」

　�①－❹－❷の隊形から、2Ｍで❷白井英治が
ギューンって握って転覆。

その③  7月4日「日刊スポーツ杯」

呪われている!?
大村優勝戦、
ういちの悲鳴の数々。

「大丈夫でしょう」

「ちょちょちょちょちょちょ、ちょー!?」
「…ウソだろう。考えられんぞ、これは」

「おおっし。ハイ大丈夫ぅ〜」

「ぅおおっ!?　幸哉おまえ、やめろよ？　こじらせんなよ？」

「おわ◎△＄♪×￥●＆％＃!!」

「大丈夫、ハイ大丈夫ぅ〜」

「❶ �❹ �❷ だろ。❶ �❹ �❷ なら良いよ〜。ゥウッ!?」

「…えいじさん？」

8/29㊍

昭和の美魔女

山口いづみ
ライブ

①第2レース発売中
②第6レース発売中

※13：30時頃から入場可能

8/30㊎

麗しい女装で大人気！

レインボー
お笑いライブ 　

①第2レース発売中
②第6レース発売中

8/31㊏・9/1㊐

アジアの歌姫

Marlene  Live
①第6レース発売中
②第8レース発売中
※16時頃から入場可能

特別出演

9/1㊐

　「ういちの江戸川ナイスぅ〜っ！」のういち・鈴虫君・	
オモダミンＣが、舞台を大村に移し、ＳＧメモリアルで
ガチンコバトル！　

配信日時
8/28㊌・29㊍・30㊎（2日目〜4日目）　 18：00頃〜
9/1㊐（最終日）　 第9レース発売開始〜第11レース終了まで ういち・鈴虫君・オモダミンＣ

本場予想会　第5・6レース発売中／イベントステージ

ボートレース大村
公式YouTube

生
配信

3人の予想が、
目の前で聞ける！

第12レース（優勝戦）は	
「今度はういちが大村で舟券1700万円分買うってよ。」を配信します。

最終日は大村本場から生配信します！


