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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

プレミアムＧⅠ特集号

徳山オフィシャル
ホームページより
無料でダウンロード

できます

電話投票
レース場コード 1 8 ＃

●�電話投票は朝7時から発売します。

場外発売 全国のボートレース場・チケットショップなどにおいて発売 特設サイト

電話投票
レース場コード 1 8 ＃

●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。山口県周南市大字栗屋1033

■ボートレース徳山・開門� 12/26㊍��8：15　�12/27㊎〜31㊋��9：00
■第1レース・スタート展示� 10：10�� モーニング開催ではありません 　�■第12レース・本場発売締切　16：20（場外締切は本場発売締切の1分前です）

テレビ＆
ラジオ

実況中継

地上波・ＢＳ
12月30日㊊・31日㊋

ラジオ
12月31日㊋

●放送局・放送時間などは当日の新聞などでご確認ください。

ＣＳ
全日程

JLC680

電話投票キャンペーン
ＰＧⅠクイーンズクライマックス ＆ ＧⅠ徳山クラウン争奪戦

電話投票（インターネット・携帯Ｗｅｂ投票含む）でボートレース徳山の舟券を開催期間中2万円以上�
購入された徳山キャンペーンの登録者を対象に、期間中の購入金額に応じてキャッシュバック、
またはキャッシュバック相当分のオリジナルクオカード（500円未満は切り捨て）をプレゼント！

対象レース 	 ＰＧⅠ第8回クイーンズクライマックス	 令和元年12月26日㊍〜31日㊋
	 ＧⅠ徳山クラウン争奪戦［開設66周年記念］	 令和2年1月14日㊋〜19日㊐
対象投票賭式 	 2連単・2連複・3連単・3連複　※単勝、複勝、拡連複は対象外となります。

【参加方法】
ボートレース徳山オフィシャルサイト
より登録のうえ、ご参加ください。
【登録締切】
ＰＧⅠ：令和元年12月31日㊋17：00まで
Ｇ　Ⅰ：令和2年1月19日㊐17：00まで

●フライング等の返還金額は購入金額に含みません。
●商品選択は、応募締切日までにキャッシュバックかク
オカードかをご連絡ください。ご連絡がない場合はキ
ャッシュバックとさせていただきます。
●クオカードは500円単位になります。
●お客様の都合で銀行振込ができない場合は権利を放棄
したこととみなします。
●本キャンペーンの対象はテレボート会員様に限ります。

●過去にボートレース徳山の電話投票キャンペーンに登
録したことがある方は、新たに登録する必要はありま
せん。
●複数の口座でご利用のお客様は購入金額を合算いたし
ますのでご連絡ください。
●購入口座以外の口座へはお振込みできません。ご了承
ください。

ボートレース徳山
オフィシャルサイト

ＰＧⅠ第8回クイーンズクライマックス　オフィシャルパンフレット

協�

賛

周南観光
コンベンション協会

　ハガキに、「クイーンズＣ・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、右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21201号
 マンスリー「クイーンズＣ特集号」プレゼント係
締　切  2020年1月6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

ボートレース徳山・ＰＧⅠ第8回クイーンズクライマックス オリジナルクオカードをプレゼント！

随時更新中

ボート
レース 徳山

ホームページ

携帯サイトスマホサイト
 ボートレース徳山 検索➡

●一部有料コンテンツがあります。

情報満載のWEBサイト

スマホ・携帯共通

スマホ＆
携帯マクール
徳山サイト

ボートレース
徳山

電話情報
ガイド

■テレドーム
実況�� �☎0180－998－004
2連単・3連単オッズ・競技情報�� �☎0180－998－005
2連複・3連複・拡連複オッズ・競技情報�� �☎0180－998－305
2連単・3連単結果�� �☎0180－998－006
2連複・3連複・拡連複結果�� �☎0180－998－306
■レース結果案内
徳山2連単・3連単結果�� �☎0834－32－0000
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トライアルの1枠よりも
優勝が欲しかった
―レディースＣＣ連覇へあと一歩でしたね。

守屋　勝つことを意識しすぎたのか、今までに
感じたことがない嫌な緊張状態で、思うような
走りができませんでした。5日目の予選ラスト
で納得のいく走りができたので、ようやく緊張
を振り払うことができたんですが、遅かったで
すね。実力不足を感じました。

―機力劣勢で厳しい戦いが予想されました。

守屋　抽選で53号機を引いたら、近くにいた寺
田千恵さんが「引いちゃったか」と。前節に立
間充宏さんが使用していて、立間さんから「53
号機は良くない」と聞いていたみたいです。
　「クランクシャフトを交換するか、セット整
備をしたほうが良いみたいよ」とのアドバイス
を参考に整備した結果、ターン回りとかが良く
なって、優勝戦まで行くことができました。

―優勝戦はトライアル1枠が懸かっていました。

守屋　私と遠藤エミさんで、先着したほうがク
イーンズＣのトライアル1号艇に、と話題にな
っていましたね。私は特に意識していなかった
です。優勝することだけに集中していました。
結果的に遠藤さんが優勝して、私は3着になっ
たんですけど。
　それよりも「優勝戦の1号艇に乗れていない」
ことに対して、反省しています。勝ちたい気持
ちが悪い方向に出てしまいました。勝ちたい気
持ちと自分の走りを上手に繋げることが、これ
からの課題です。

良い巡り合わせが重なって
今の自分に繋がっている
―昨年後半からずっと好調です。

守屋　寺田さんに「悪いときこそ、しっかり考
えて頑張りなさい。そのことがきっと次に繋が
ってくるから」って言われてから、徐々に調子
が上向き始めました。何をやっても上手くいか
なくて悩んでいたときにもらった言葉だったの
で、もの凄く響きましたね。それが昨年の芦屋
レディースＣＣの優勝になり、今年の好成績に
も繋がっているんだと思います。

―寺田さんの助言が転機になったんですね。

守屋　私は“巡り合わせ”の運が良いのかもし
れません。振り返ってみると、高校時代はイン
ターハイの重量挙げで優勝しましたが、他の年
と比べて記録的にも恵まれた大会でした。やま
と学校（現ボートレーサー養成所）の入学試験
のときも、たまたま学校でやって覚えていた問
題が、学科の試験で出題されました。

―選手になる前からツイてますね。

守屋　ボートレースの世界に入ってからも、巡
り合わせの良さを感じています。尼崎のデビュ
ー戦は⑥⑥⑥⑥⑥⑥着と6着ばかりで「しょぼ
いなあ」と思ったんですが、3節目のびわこで
3着になり、その勢いで水神祭もできました。

　桐生のレディースＣＣもそうでしたよね。立
間さんの乗ったモーターだったから、寺田さん
が素性を知っていて、どうすれば良いかを教え
てもらえました。先輩や周りの環境に恵まれて
いるなと思います。やっぱり、そういうツキを
持っているのかもしれません。

課題を1つずつ克服していく
ナニクソ根性継承者
―前期は自己最高の勝率7.53を残しました。

守屋　イン戦に関してはある程度結果を残せて
いるのかもしれませんが、センター、アウトの
レースはまだまだ課題が多いですね。着を獲り
こぼしていると感じることもあります。上手な
選手はたくさんいます。
　課題としている部分を克服できるだけの旋回
力、判断力をこれからどうつけていくかです。

―捲りと抜きでの1着が増えているのは？

守屋　最近はエンジンの行き足から伸びが仕上
がってくれることが多いので、捲り勝ちが多く
なっている要因はそれだと思います。1マーク
で良い位置が取れれば攻めやすくなります。
　抜きも多くなっているんですか？　私の中で
はイメージがないですが…。あっ、“ナニクソ
根性”です（笑）。

―寺田さんからは「今の子はナニクソって思
わない」と聞きましたが（笑）。

守屋　負けず嫌いなので（笑）。インで勝たな
くてはいけないレースなのに、1マークで失敗
して流れるでしょう？　差されたときに「2マ
ークで取り返そう」と必死に追いかけているん
だと思います。つまり、1マークで勝ち切れて
いないということですね。

―本人としては、課題が山積みなんですね。

守屋　そうですね。スタート力も課題です。私
はＦをしてしまうと、極端にスタートが行けな
くなってしまいます。去年、今年とＦをしてい
ないのは良いことですが、もっと自信をもって
行けるように、スタート力の向上が必要です。
　旋回力に判断力、スタート力と、一度にすべ
ての課題を克服するのは難しいです。でも時間
を掛けて1つずつ克服していけば、必ず今以上
に強くなれると信じています。

頑張れる原動力は
努力が結果になったときの感覚
―高い目標を持っていますね。

守屋　何とも表現できないんですが、1着を獲
ったときの感覚というか、「やっていることは
間違いじゃなかった」みたいな感覚があって、
それを味わいたいんです。勝つほど味わえるか
ら、もっともっと強くなりたい。それが頑張れ
る原動力になっています。
　それに、寺田さんや田口節子さんのような凄
い人たちが、一切妥協しないでレースに臨んで
いるのに、私が努力をしないわけにはいきませ
ん。宿舎でもトレーニングビデオを見たり、体
力を維持するために体幹を鍛えるストレッチな

どをしています。
　新年のお参りにも行きましたよ。今年は金毘
羅さんに行きました。一番上まで登って、家族
や皆が健康に過ごせるようにお祈りしました。
この仕事は健康じゃないと務まりませんから。

―メンタル面の取り組みは？

守屋　メンタルは弱くないと思います。失敗は
今後の教訓にしますけど、リセットするのは早
いほうだと思いますよ。桐生レディースＣＣで
思うように走れなかったことも、すぐに寝て忘
れちゃうんじゃないかな。それが良いのかわか
らないですが。
　寝ることは好きです。この椅子でも寝られま
すよ（笑）。

―これからの目標は？

守屋　私の大きな目標は、年間表彰の優秀女子
に選ばれることです。女子のＧⅠタイトル獲得
もそこまでの目標の一つ。去年はレディース
ＣＣ、今年はＭＢ大賞で優勝したけど、「女王」
と呼ばれるには、女子のＧⅠタイトルが必要だ
と思います。

―今回勝てば、2つとも達成できるかも。

守屋　そうですね。開催地の徳山は今年2回走
って、どちらも優出しています。地元の児島と
同じ海水ですが調整の仕方は違うし、モーター
の回転の上がりが遅く感じます。
　ただ、優出したのは4月と6月。今回のクイ
ーンズＣとは気候が違います。気温が低いの
で、エンジンの出力が上がって調整もしやすく
なると思います。

みててください
クイーンズＣで女王になる瞬間を
―サインに「みててください」とあります。

開会式でもよく聞きますが…？

守屋　「みててください」という言葉は、デビ
ューした頃から使っています。「応援してくだ
さい」と言えるほどの実力が伴っていなくて申
し訳ないと言うか…（苦笑）。レディースオー
ルスターなどでたくさんの票をいただくことも
ありますが、票数ほど活躍ができているとは思
っていません。
　ファンの期待に応えるためには、自分自身が
頑張って強くなるしかないです。私のファンの
方、そうでない方、舟券を買う方、買わない方
にも「“成長するのを”みててください」という気
持ちで、今の「みててください」になりました。

―クイーンズＣは何を“みて”いれば？

守屋　クイーンズＣは優勝することしか考えて
いません。去年は1着からスタートして優出で
きました。今年のクイーンズＣも去年と同じ2
号艇からのスタートで、これも巡り合わせだと
感じています。今年も1着を獲って好スタート
を切りたいと思っています。
　女王となって、表彰式でティアラを被るイメ
ージトレーニングをして臨みます。トライアル
初戦から全部、みててください。

　蒲郡レディースＣを制した女王・大山千広、17年の賞金女王・遠藤
エミに続き、守屋美穂が獲得賞金3位でクイーンズＣ出場を決めた。
　狙うは優勝、「女王」の称号のみ。多くの良き出会いと巡り合わ
せに感謝し、令和最初の賞金女王に挑む。�
� （インタビュー＆構成／『マンスリーBOAT�RACE』重松伸生）

勝利のティアラは、誰にも渡さない。
注目レーサー the INTERVIEW

4482 守屋　美穂
◆通算成績 （2019年12月1日現在）

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 2,521回 74回 12回 42.5％ 58.9％
Ｓ　Ｇ 25回 0回 0回 16.0％ 28.0％
Ｇ　Ⅰ 187回 2回 0回 27.2％ 45.9％

もりや　みほ　1989年1月20日生まれ。岡山支部・101期。
2007年11月、尼崎でデビュー。13年2月、鳴門・一般競走で初優勝。18年11月・芦屋レディースＣＣでＧⅡ
初優勝、19年7月・芦屋ＭＢ大賞で2回目のGⅡ優勝を飾る。ＧⅠは14年12月の住之江・クイーンズＣで初
優出、18年の平和島でも優出した。14年5月、福岡・オールスターでＳＧ初出場、18年の尼崎、19年の福岡
にも出場している。

Profile
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Q U E E N S  C L I M A X  T R I A L　12月28日㊏　第11レース

41,891,000円（2位） 38,829,072円（3位） 30,792,000円（6位） 30,756,500円（7位） 29,021,000円（10位） 28,182,000円（11位）
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス  勝ち上がり方式

・欠場、失格した選手は、当該レースの最下位として取り扱う。　・同着入着選 手がある場合は、選出順位順により組み合わせを決定する。
・欠場、失格した選手が2名以上の場合は、減点表の減点の少ない選手を優先し、 減点数が同じ場合は選出順位順により組み合わせを決定する。
・選手責任によるスタート事故を起こした選手は原則外枠とする。

減点表

得点表 選手賞金 （単位：千円）
着順

種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着
クライマックス優勝戦 15,000 6,500 4,300 3,000 2,500 2,000
順位決定戦 1,500 1,100 900 750 600 500
トライアル 300 230 180 140 110 90

●クライマックス優勝戦1着賞金には、BOATRACE振興会会
長賞の副賞金200万円を含む。

着順 1着 2着 3着 4着 5着 6着 選手責任外
欠場、失格

得点 10 9 7 6 5 4 0

選手責任
欠場、失格

失　速
（2回目以降）

待機行動実施
細則違反
不良航法

妨害失格
Ｆ・選手責任Ｌ（出遅れ）
競技規程第23条関連違反

その他の賞典除外に相当する違反

－2 －3 －7 －10

12月29日㊐［2日目］・30日㊊［3日目］

Ａ組 ���前日第11レースの1・3・5着と
第12レースの2・4・6着の6名

Ｂ組 ���前日第12レースの1・3・5着と
第11レースの2・4・6着の6名

12月31日㊋［最終日］
1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

クライマックス優勝戦 得点率
1位

得点率
2位

得点率
3位

得点率
4位

得点率
5位

得点率
6位

順 位 決 定 戦 得点率
7位

得点率
8位

得点率
9位

得点率
10位

得点率
11位

得点率
12位
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ＧⅡは獲った。次は女子の頂点へ
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コツコツと1年稼いで最後は勝つ

Ｆ休み明けでも頂点狙い全力疾走

力
を
出
し
切
り
、
無
冠
の
女
王
返
上
へ

7.21 8.39 7.47 6.54 6.78 5.37 6.53 7.48 6.07 7.52 6.84 6.79

えんどうえみ
Ａ1・滋賀・31歳
1988年2月19日生まれ
滋賀県出身
154cm・44kg・A型

もりやみほ
Ａ1・岡山・30歳
1989年1月20日生まれ
岡山県出身
153cm・45kg・B型

たぐちせつこ
Ａ1・岡山・38歳
1981年1月14日生まれ
岡山県出身
162cm・46kg・AB型

ひだかいつこ
Ａ1・福岡・58歳
1961年10月7日生まれ
宮崎県出身
155cm・48kg・A型

おのせいな
Ａ1・福岡・31歳
1988年10月2日生まれ
福岡県出身
155cm・48kg・B型

ながしままき
Ａ1・静岡・38歳
1981年5月28日生まれ
静岡県出身
165cm・50kg・AB型

4502 遠藤　エミ
　児島レディースＡＳ、蒲郡レディース
Ｃ、桐生レディースＣＣと、今年の女子
特別戦では全て優出している。また、自
己最多タイとなる6つのＳＧに出場する
など充実の一途。2度目の賞金女王へ全
力アタックだ。

4482 守屋　美穂
　昨年の芦屋レディースＣＣ制覇で一気
に覚醒。今年は芦屋ＧⅡＭＢ大賞で強豪
男子を相手に優勝して年間優勝数を自己
最多の「4」に伸ばし、さらに9月大村で
5回目のV。その勢いのまま、女子トッ
プへと駆け上がる。

4050 田口　節子
　今年はクイーンズＣを目標に走り、地
元・児島のダービーにも出場した。クイ
ーンズＣは2年ぶり3度目の出場だが、
記念すべき第1回大会では優勝戦1枠で
敗れた悔しい思いがある。大晦日決戦を
制し、その雪辱を果たすか。

3188 日高　逸子
　今年は桐生レディースＣＣまで優勝は
ないが、レディースＣＣを含めて優出は
12回。モーター調整もレースも、最後ま
で諦めないのが身上だ。5大会ぶりの頂
点を目指し、「グレートマザー」が底力
を見せつける。

4530 小野　生奈
　前期は自身初のＦ2を経験したが、そ
れでもクイーンズCに出場するのは地力
上位の証明だ。2ヵ月ぶりの実戦でも、
舞台が女子最高峰のレースなら気力で何
とかするはず。持ち味の豪快ターンで賞
金女王襲名へ。

4190 長嶋　万記
　今年は序盤でリズムに乗り切れず、や
や低調ムードだったが、9月に地元の浜
名湖で今年初優勝を飾って軌道修正。そ
こから上昇気流に乗り、ギアを上げてき
た。大好きな徳山水面で「無冠の女王」
返上へ。

ＰＧⅠクイーンズクライマックス出場12選手 最近1年  コース別1着率（2018年12月1日〜2019年11月24日）
登録番号 選手名 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース

4885 大山　千広 70.9％ 28.6％ 21.2％ 17.6％ 12.5％ 18.2％
4502 遠藤　エミ 83.6％ 34.3％ 25.5％ 14.3％ 8.9％ 5.4％
4482 守屋　美穂 81.9％ 31.7％ 32.6％ 18.8％ 7.9％ 7.7％
4399 松本　晶恵 72.1％ 16.3％ 23.5％ 15.6％ 15.4％ 0.0％
3435 寺田　千恵 70.8％ 22.9％ 21.7％ 14.3％ 7.5％ 2.7％
4050 田口　節子 78.1％ 31.9％ 28.6％ 17.4％ 13.2％ 7.1％

登録番号 選手名 1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース

3188 日高　逸子 50.0％ 17.7％ 18.3％ 11.3％ 8.7％ 0.0％
4450 平高　奈菜 77.6％ 37.5％ 34.1％ 19.0％ 4.9％ 6.7％
4611 今井　美亜 68.7％ 28.6％ 26.8％ 20.0％ 2.1％ 3.1％
4530 小野　生奈 67.2％ 27.3％ 19.0％ 31.7％ 2.9％ 3.1％
4190 長嶋　万記 66.7％ 25.0％ 15.8％ 14.6％ 22.0％ 2.6％
3900 香川　素子 65.5％ 21.6％ 16.3％ 17.0％ 7.4％ 5.9％
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51,517,000円（1位） 34,593,000円（4位） 33,235,000円（5位） 30,410,000円（8位） 29,263,000円（9位） 27,518,333円（12位）
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復活！超攻撃派がガンガン攻める
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得
意
で
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意

自在な立ち回りで大外でも侮れず

4885 大山　千広
　最優秀新人に輝いた昨年の勢いのま
ま、今年は福岡オールスターでＳＧ初出
場ながらドリームに抜擢。蒲郡レディー
スＣで史上最年少Ｖを飾ると、桐生チャ
レンジＣでは予選突破と大活躍。年末も
主役は大山で決まりだ。

4399 松本　晶恵
　桐生レディースＣＣでは優勝こそ逃し
たが、優勝戦1号艇で地元の意地を見せ
た。クイーンズＣはただ1人、2度の優
勝実績を持つ相性の良いシリーズだ。前
年度優勝者が連覇を決めて、来年はＳＧ
戦線に活躍の場を移す。

3435 寺田　千恵
　児島レディースＡＳでは貫禄を見せつ
けて優勝。全国トップクラスの安定感
で、今年も女子賞金バトルをリードして
きた。過去7大会に全て出場し、第4回
大会からは連続優出中だ。悲願のクイー
ンズＣ優勝を目指す。

4450 平高　奈菜
　昨年はＦ禍に悩まされて大舞台から遠
ざかっていたが、今年は平高らしい走り
を取り戻して優勝5回、桐生レディース
ＣＣ優出など完全復調は間違いない。た
だ復活を印象づけるにはタイトルが必
要。GⅠ初優勝で完全復活へ。

4611 今井　美亜
　スタート事故が多く、年間通じて本来
の走りがなかなかできなかったが、今年
は2月宮島のVでスタートダッシュに成
功。蒲郡レディースＣ優出で賞金を上積
みしてクイーンズＣ出場を決めた。短期
決戦に強く、初出場初Ｖの可能性も。

3900 香川　素子
　桐生レディースＣＣで大瀧明日香との
賞金争いを約8,000円差で制し、第1回大
会以来となるクイーンズＣ出場を決め
た。コース不問で上位着を確保する手堅
さが持ち味で、トライアル6枠発進でも
決して侮れない。

 プレミアムＧⅠ第8回クイーンズクライマ ックス・シリーズ戦　出場選手選出順位表
順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
① 4885 大山　千広 福岡 51,517,000円
② 4502 遠藤　エミ 滋賀 41,891,000円
③ 4482 守屋　美穂 岡山 38,829,072円
④ 4399 松本　晶恵 群馬 34,593,000円
⑤ 3435 寺田　千恵 岡山 33,235,000円
⑥ 4050 田口　節子 岡山 30,792,000円
⑦ 3188 日高　逸子 福岡 30,756,500円
⑧ 4450 平高　奈菜 香川 30,410,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 3611 岩崎　芳美 徳島 17,976,472円
� 4447 深川麻奈美 福岡 17,595,000円
� 4627 藤原　菜希 東京 17,594,000円
� 4123 細川　裕子 愛知 17,199,666円
� 4964 土屋　　南 岡山 17,121,000円
� 4433 川野　芽唯 福岡 16,862,072円
� 4589 塩崎　桐加 三重 16,650,000円
� 4901 出口舞有子 愛知 15,167,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
⑨ 4611 今井　美亜 福井 29,263,000円
⑩ 4530 小野　生奈 福岡 29,021,000円
⑪ 4190 長嶋　万記 静岡 28,182,000円
⑫ 3900 香川　素子 滋賀 27,518,333円
⑬ 3999 大瀧明日香 愛知 27,510,072円
⑭ 3232 山川美由紀 香川 23,857,000円
⑮ 4590 渡邉　優美 福岡 22,384,072円
⑯ 4804 高田ひかる 三重 22,229,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 4927 関野　　文 大阪 14,947,200円
� 4065 金田　幸子 岡山 14,574,072円
� 4773 中川　りな 福岡 14,447,072円
� 3994 茶谷　　桜 滋賀 14,411,000円
� 4844 村上　奈穂 広島 14,310,072円
� 4304 藤崎小百合 福岡 14,193,072円
� 3334 角　ひとみ 広島 14,097,072円
� 4349 犬童　千秋 福岡 13,391,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
⑰ 4556 竹井　奈美 福岡 22,105,000円
⑱ 4347 魚谷　香織 福岡 21,920,000円
⑲ 4501 樋口由加里 岡山 21,777,072円
⑳ 4017 向井　美鈴 山口 21,727,999円
� 4045 佐々木裕美 山口 21,643,000円
� 4678 水野　望美 愛知 21,172,072円
� 4289 落合　直子 大阪 21,121,072円
� 4313 西村美智子 香川 20,295,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 3871 池田　紫乃 長崎 13,037,000円
� 3580 水口　由紀 滋賀 12,863,372円
� 3474 松瀬　弘美 静岡 12,842,072円
� 3357 福島　陽子 岡山 12,749,000円
� 4775 千葉　真弥 静岡 12,683,200円
� 4714 喜多須杏奈 徳島 12,286,000円
予備
1 3802 森岡　真希 岡山 12,263,072円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 4011 堀之内紀代子 岡山 20,037,272円
� 4183 宇野　弥生 愛知 19,887,000円
� 4286 平田さやか 東京 19,613,072円
� 4117 廣中智紗衣 東京 18,908,000円
� 4730 土屋実沙希 静岡 18,816,072円
� 4443 津田　裕絵 山口 18,573,000円
� 3302 谷川　里江 愛知 18,462,405円
� 3175 渡辺　千草 東京 18,216,333円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
2 4373 若狭奈美子 岡山 12,237,072円
3 4014 片岡　恵里 山口 12,213,072円
4 3289 高橋　淳美 大阪 12,123,000円

7.47 6.79 6.94 7.30 6.28 6.59 7.21 8.19 6.33 7.35 6.92 6.84

おおやまちひろ
Ａ1・福岡・23歳
1996年2月5日生まれ
福岡県出身
161cm・48kg・O型

まつもとあきえ
Ａ1・群馬・32歳
1987年6月3日生まれ
群馬県出身
155cm・47kg・A型

てらだちえ
Ａ1・岡山・50歳
1969年4月11日生まれ
福岡県出身
157cm・46kg・O型

ひらたかなな
Ａ1・香川・32歳
1987年7月7日生まれ
愛媛県出身
159cm・46kg・B型

いまいみあ
Ａ1・福井・29歳
1990年8月14日生まれ
富山県出身
157cm・46kg・AB型

かがわもとこ
Ａ2・滋賀・42歳
1977年1月8日生まれ
大阪府出身
157cm・48kg・AB型

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

●スタート事故や家事都合などによるあっせん
辞退選手を除く。
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6.38 6.23

6.15 出走なし

6.18 5.47 5.17 4.68

5.49 6.20 5.86 5.32

5.71 5.95 5.25 出走なし

5.05 3.27

6.02 7.18

5.09 3.67

5.92 5.70 5.27 5.62

5.18 6.11 5.44 6.00

5.86 8.27 4.47 4.67

5.41 5.98

5.57 4.00

4.71 4.64

6.00 6.19 4.48 4.10

5.92 6.79 5.30 3.97

6.25 出走なし

6.08 6.95

6.14 7.09

5.10 6.08

5.93 5.45 5.43 6.53

5.53 5.89 5.59 4.64

6.17 5.56 4.87 4.42 5.14 5.00

6.25 5.15

17,594,000円	35位
4627
藤原　菜希
Ａ1・東京・33歳

16,650,000円	39位
4589
塩崎　桐加
Ａ1・三重・27歳

21,777,072円	19位
4501
樋口由加里
Ａ2・岡山・31歳

14,447,072円	43位
4773
中川　りな
Ｂ1・福岡・26歳

21,121,072円	23位
4289
落合　直子
Ａ2・大阪・35歳

14,097,072円	47位
3334
角　ひとみ
Ｂ1・広島・51歳

19,613,072円	27位
4286
平田さやか
Ｂ1・東京・35歳

12,842,072円	51位
3474
松瀬　弘美
Ａ2・静岡・49歳

18,462,405円	31位
3302
谷川　里江
Ａ2・愛知・52歳

17,199,666円	36位
4123
細川　裕子
Ａ2・愛知・38歳

15,167,000円	40位
4901
出口舞有子
Ｂ1・愛知・27歳

21,727,999円	20位
4017
向井　美鈴
Ａ1・山口・39歳

14,411,000円	44位
3994
茶谷　　桜
Ｂ1・滋賀・40歳

20,295,000円	24位
4313
西村美智子
Ａ2・香川・35歳

13,391,000円	48位
4349
犬童　千秋
Ｂ1・福岡・34歳

18,908,000円	28位
4117
廣中智紗衣
Ａ1・東京・38歳

12,749,000円	52位
3357
福島　陽子
Ｂ1・岡山・51歳

18,216,333円	32位
3175
渡辺　千草
Ｂ1・東京・56歳

17,121,000円	37位
4964
土屋　　南
Ｂ1・岡山・22歳

14,947,200円	41位
4927
関野　　文
Ａ2・大阪・26歳

21,643,000円	21位
4045
佐々木裕美
Ａ2・山口・40歳

14,310,072円	45位
4844
村上　奈穂
Ｂ1・広島・26歳

20,037,272円	25位
4011
堀之内紀代子
Ａ1・岡山・40歳

13,037,000円	49位
3871
池田　紫乃
Ｂ1・長崎・44歳

18,816,072円	29位
4730
土屋実沙希
Ａ2・静岡・30歳

17,976,472円	33位
3611
岩崎　芳美
Ａ2・徳島・47歳

16,862,072円	38位
4433
川野　芽唯
Ａ2・福岡・33歳

14,574,072円	42位
4065
金田　幸子
Ａ2・岡山・40歳

21,172,072円	22位
4678
水野　望美
Ａ2・愛知・31歳

14,193,072円	46位
4304
藤崎小百合
Ｂ1・福岡・36歳

19,887,000円	26位
4183
宇野　弥生
Ａ2・愛知・33歳

12,863,372円	50位
3580
水口　由紀
Ｂ1・滋賀・46歳

18,573,000円	30位
4443
津田　裕絵
Ｂ1・山口・33歳

12,683,200円	53位
4775
千葉　真弥
Ｂ1・静岡・26歳

12,286,000円	54位
4714
喜多須杏奈
Ｂ1・徳島・29歳

17,595,000円	34位
4447
深川麻奈美
Ａ2・福岡・32歳

関東の捲り姫は伸び
れば迷わず買い。

前回の当地戦から4
年半の間に急成長。

派手さはないが堅実
なさばきで上位着。

旋回スピードを強化
し地力も底上げ中。

質の高いスタートを
決めて捲りで勝負。

スリットの仕掛け慎
重でも競りに強い。

決め手に欠けるも中
間着に粘り込む。

誰が相手でも握って
攻めるスタイル。

Ａ級は守ったものの
近況は迫力を欠く。

女子トップ戦線での
再活躍を胸に奮起。

前回は途中追加なが
ら2勝マークした。

手堅く立ち回るタイ
プで内枠ほど信頼。

パワー戦でモーター
の仕上がりが重要。

捲りが飛び出せば勢
いに乗り上位進出。

強気の攻めが見られ
るようになった。

攻めに鋭さありコー
ス不問で上位進出。

決定力は低下も全速
攻勢で追い上げる。

2、3着が中心で同
格相手に一発あり。

捲り中心だが差しハ
ンドルにも切れ。

気合を入れ直してＢ
1級からの再出発。

新期初戦の徳山Ａレ
ディースで優勝だ。

自力での1着は少な
いが展開を突く。

捲り攻めが多く展示
好時計なら警戒。

11月戸田での自身3
度目Vから上昇。

Ａ1級はおあずけだ
が津で初優勝飾る。

前期序盤は好調もＦ
後に調子を崩した。

Ａ1級復帰を決めて
勢いは加速中だ。

当地では予選を突破
も優出の壁が厚い。

各地で優出を重ねる
安定感が頼もしい。

不振から脱却し徐々
に調子を取り戻す。

ムラはあるがツボに
はまれば白星量産。

決定力はやや薄れる
が競り合いで粘る。

一時期の不振を脱し
て新勝率は6点台。

上位着は内寄りに集
中。3着は枠不問。

多彩な決め手を駆使
して1着獲り。

前期は自己最多の優
出5回と好調。

6.43 5.73 6.86 6.73 6.73 6.33 5.99 5.16 6.53 7.21 6.66 6.00

27,510,072円	 13位
3999	大瀧明日香

Ａ2・愛知・40歳

23,857,000円	 14位
3232	山川美由紀

Ａ1・香川・53歳

22,384,072円	 15位
4590	渡邉　優美

Ａ2・福岡・27歳

22,229,000円	 16位
4804	高田ひかる

Ａ2・三重・25歳

22,105,000円	 17位
4556	竹井　奈美

Ａ1・福岡・30歳

21,920,000円	 18位
4347	魚谷　香織

Ａ2・福岡・34歳

8000円差でＱＣ出場を逃
した悔しさをぶつける。

当地は今年3戦して優出
2回と水面攻略に自信。

スピード戦に迫力が戻り
6期ぶりにＡ1級復帰だ。

Ａ1級初昇級を決めた勢
いに乗って上位陣撃破。

来年の再躍進に向け19年
を最高の形で終えたい。

10月福岡Ｖで調子を上げ
てレディースＣＣ優出。

98

展示タイムが良いときは、
どのコースでも狙ってもらって良いですよ。

インのときは「必ずここで1本獲る！」という
気持ちで行っています。

　「年末のクイー
ンズＣが徳山で開

催されることになって、『ベスト12を目指して今年1年
頑張ろう』って走ってきました。8月までは順調だった
んですけど、そこからのもう一息が頑張れなかったで
す。夏が苦手なのか、ちょっと疲れたのか…。8月徳山
でのＦも痛かったですね。徳山はそれ以来の出場になる
けど、スタートに不安はないですよ。あのときは行き足
が悪くて、早く起こし過ぎただけなので。エンジンさえ
しっかりしていれば大丈夫です。
　エンジン調整で最初に考えるのは乗り心地とターン回
りです。その分、展示タイムは悪いんですけど。展示タ

イムが良いときは、本当に舟足が良い証拠です。どのコ
ースからでも狙ってもらって良いですよ（笑）。ちなみ
に自分の中では2コースが好きですね。
　今のレーススタイルは仕上がりによって堅実に行っち
ゃうことが多くなっていますね。昔は握って回るレース
を心掛けていましたし、もっと攻めて行かないと、とは
思っています。
　徳山を走るときは、いろいろな人が応援してくれま
す。地元では常に頑張りたいという気持ちで、プレッシ
ャーを感じることはありません。Ａ1級への復帰はもち
ろん狙っているし、ＱＣシリーズで優勝して、来年に繋
げたいですね」

　「今年は『年末を目標に頑張る』と決めていました。そ
れが良くなかったですね。マイペースで走るタイプなの
に、熱量と言うか気合が入り過ぎてしまって。ナチュラ
ルにレースに臨むのが一番です。
　徳山のプロペラ調整に関しては、他のレース場よりも
引き出しがあると思っています。基本的に回転が上がら
ないレース場なので、エンジンに負荷が掛かり過ぎない
程度に、とりあえず回転を上げていきます。回り足タイ
ムが出ていれば、仕上がっていると判断してもらって良
いと思いますよ。タイムが悪いときは本当に舟足も悪い
ので、数字が出ている部分を信頼してもらえれば。
　自分の狙いどきは…インコース（笑）。徳山のインで

23連勝（16年4月
〜継続中）してい
ると聞きました。自信があるというか、節間で着が獲れ
ていなくても、インのときは『必ずここで1本獲る！』
という気持ちで行っています。
　11月に徳山で初優勝することができて、想像以上に
嬉しかったです。徳山では優勝できないものだと思って
いました。20年走っていてできなかったので（笑）。た
くさんの人から『おめでとう』と言ってもらい、他場で
は味わえない雰囲気を感じさせてもらいました。今回も
気合が入り過ぎないようにしながら、良い結果がついて
くればと思います」

クイーンズＣ出場は逃したけど
地元・徳山なら、良い結果を出します!

ドリーム戦出場予定選手12月26日㊍（初日）第12レース

クイーンズクライマックスシリーズ　歴代優勝者 ●第4回大会からＧⅢ

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2012年 大　村 池田　浩美
第2回 2013年 芦　屋 山下　友貴
第3回 2014年 住之江 中谷　朋子
第4回 2015年 福　岡 平山　智加
第5回 2016年 平和島 川野　芽唯

回 開催年 開催場 優勝者

第6回 2017年 大　村 廣中智紗衣
第7回 2018年 平和島 塩崎　桐加

第8回大会 徳　山  優勝戦

2019年12月31日㊋・第11レース

＆
4017	
向井　美鈴（山口）

4045	
佐々木裕美（山口）

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

予備選手　①3802森岡　真希（岡山）　②4373若狭奈美子（岡山）
③4014片岡　恵里（山口）　④3289高橋　淳美（大阪）

選出除外選手　
3470新田　芳美（徳島）／3618海野ゆかり（広島）／3674岸　　恵子（徳島）
3801五反田　忍（大阪）／3845中谷　朋子（兵庫）／4225土屋　千明（群馬）
4300加藤　　綾（三重）／4387平山　智加（香川）／4519清水　沙樹（東京）
4546浜田亜理沙（埼玉）／4758富樫　麗加（東京）／4900中田　夕貴（埼玉）

2019年獲得賞金額（選出順位）
登録番号
選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

●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。

最近6ヵ月（2019年6月1日〜11月24日）の全国勝率
最近3年（2016年12月1日〜2019年11月30日）の徳山勝率

選手
データの

見方

Q U E E N S  C L I M A X  S E R I E S ［選出順位順］
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大山が夏冬女子ＧⅠ制し、史上初の完全女王へ！
　昨年は13番目でシリーズ戦回りとなった大山
千広（福岡）が、今年は堂々の賞金ランクトッ
プでクイーンズＣに乗り込んでくる。ＳＧ初出
場でドリーム戦にも選ばれた福岡オールスター
をはじめ、大村メモリアル、桐生チャレンジＣ

と大舞台を経験。チャレンジＣでは初のＳＧ予選突破も果たした。さらにはレ
ディースＣでＧⅠ初制覇と、まさに飛躍の1年。令和最初の賞金女王に限りな
く近い存在で、今大会ももちろん優勝候補の筆頭。今年の総決算として、圧倒
的な強さを見せつけて締めくくりたい。
　対抗に指名するのは遠藤エミ（滋賀）だ。桐
生レディースＣＣで優勝し、ＴＲ初戦1枠をゲ
ット。勝負強さを武器に2年ぶりの女王奪還を
目指す。松本晶恵（群馬）は史上初のクイーン
ズＣ連覇と3度目の優勝が懸かる。11月の徳山
Ａレディースで下見は万全。プロペラやモータ
ーの調整にも手応えを感じることができたのは
大きなアドバンテージだ。
　第1回から8年連続出場の寺田千恵（岡山）も
当地はレディースＣ優勝などの実績がある。好相性の水面で優勝争いに参戦。
守屋美穂（岡山）、田口節子（岡山）とともに、岡山勢が猛威を振るうか。

シリーズは機力より相性。地元佐々木にＶ期待！
　佐々木裕美（山口）がシリーズ戦の
主役だ。前哨戦となった11月のＡレデ
ィースで当地初優勝。地元開催に懸け
る思いは強く、狙うは優勝のみ。ま
た、勝率上位モーターが抜け、低勝率

機が多くなるため、整備、調整をつかんでいる地元勢はかなり有利。
向井美鈴（山口）、津田裕絵（山口）とともに地元3強が優勝争いを引
っ張る。
　当地との相性でいえば西村美智子（香川）と堀之内紀代子（岡山）、
山川美由紀（香川）、藤原菜希（東京）、
岩崎芳美（徳島）も上々。当地を苦手
にしている選手が低調機に苦しんでい
る隙に、あっさりと主導権を奪ってし
まうことも十分に考えられる。シリー
ズ戦はそれだけ「相性」がモノを言う大会と言えそうだ。

　わずか8,000円の差でベスト12を逃
した大瀧明日香（愛知）や、元山口支
部の魚谷香織（福岡）、当地を走る機
会が多い茶谷桜（滋賀）、村上奈穂（広
島）の活躍にも注目だ。

ホーム向い風が強くならない限り、インから素直に
　徳山は基本的には緩やかなホーム追い風で、水面が荒れることはあまり
ない。とはいえ、強めの風が吹く日も当然ある。春から秋にかけて吹くの
は移動性高気圧の影響や、台風による強風などだ。
　冬場に吹くのは、いわゆる季節
風と呼ばれる強い北西の風で、ホ
ーム向い風になる。そのため、ほ
かの季節に比べて冬場は水面が荒
れる可能性が高い。
　ケース別にその傾向を見てみよ
う。まず、最も多い風速3ｍ／ｓ前後ではイン有利。この場合、風向きは
それほど考えなくても良い。2コース差し、3コース外マイ、4コース差
しというというのが徳山の王道パターンだ。
　次に、風速3ｍ／ｓ以上の強い風が吹いたケースだが、ホーム向い風が
4〜5ｍ／ｓの場合は、ダッシュ勢の捲りが狙える。ただし、4コースが
捲って5コースが差し追走というセット券、スジ舟券と呼ばれる決着より
も、インが残るケースが多い。
　さらに風が強くなり、風速6ｍ／ｓを超えたときは、風向きに関係なく
5、6コースのアウト勢は苦戦する。かといってインもすんなり逃げるの
は難しくなり、2、3コースの差しが決まりやすくなる。高配当を狙うな
ら、強風の日がオススメだ。

令和最初＆2019年のボートレース最終決戦

ＰＧⅠクイーンズクライマックス
波乱の連続！甘く見ていると火傷するかも

ＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ
考えることは「インが負けるかどうか」だ

冬の徳山水面＆舟券の狙いかた

徳山駐在記者の勝ちワザで　的中率＆回収率アップ！

フチガミ流�舟券！総決算��クイーンズクライマックス

現行モーターは
出方がコロコロ変わる!?

徳山のモーター相場
徳山のＷエース�＆�の
パワーは健在だが…

　初使用が5月で半年以上が経過。相場はある
程度、固まっているが、今回のモーターは調子
の変動が激しい。夏頃まではエース機候補だっ
た����あたりが調子を落とし、
ハイパワーだった�も温水パイプ装着後の気
配は芳しくない。モーターの勝率、2連率を鵜
呑みにすることなく、あくまで当日の気配を重
視してほしい。
　なお、��は初下ろし時からずっと順
調で、ダブルエースという雰囲気になってい
る。� �も安定して好調を持続。�
�が調子を上げている注目機だ。
　なお、クイーンズＣには、原則として直前の
12月22日「日刊スポーツ杯争奪戦」終了時の2
連率上位12基が出場する。

クイーンズＣ使用機は12月23日に決定！　モーター2連率ベスト20　（2019年5月・使用開始〜11月30日）

●徳山はチルト2度まで使用できます。　●12月22日までの2連率上位12基がクイーンズＣで使用されます。

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2012年 大　村 三浦　永理
第2回 2013年 芦　屋 平山　智加
第3回 2014年 住之江 日高　逸子
第4回 2015年 福　岡 川野　芽唯
第5回 2016年 平和島 松本　晶恵

回 開催年 開催場 優勝者

第6回 2017年 大　村 遠藤　エミ
第7回 2018年 平和島 松本　晶恵

第8回大会 徳　山 優勝戦

2019年12月31日㊋・第12レース

渕上　　知
●『日刊スポーツ』 プレミアムＧⅠ

クイーンズ
クライマックス
歴代優勝者

2連率1位

2連率20位

2連率15位

2連率10位

2連率5位

2連率19位

2連率14位

2連率9位

2連率4位

2連率18位

2連率12位

2連率8位

2連率3位

2連率17位

2連率12位

2連率7位

2連率2位

2連率16位

2連率11位

2連率6位

53.4％
出足◎　伸び○　回り足◎
勝率6.46　優出5回　優勝0回

レース足良く実戦向きで安定感◎

37.9％
出足○　伸び◎　回り足○
勝率5.65　優出2回　優勝0回

完全なる伸び型で行き足も上位級

39.0％
出足○　伸び○　回り足○
勝率5.57　優出2回　優勝0回

特徴はないが下がることなく中堅

40.0％
出足◎　伸び○　回り足○
勝率5.55　優出5回　優勝1回

ゾーン狭いが合えば上位級の足に

42.7％
出足◎　伸び◎　回り足◎
勝率5.77　優出4回　優勝1回

バランス型で出足関係は節イチ級

38.2％
出足△　伸び○　回り足○
勝率5.52　優出3回　優勝0回

目立つ部分なく合った状態で中堅

39.1％
出足○　伸び○　回り足◎
勝率5.57　優出1回　優勝0回

出足、回り足に安定感あり中の上

40.1％
出足○　伸び◎　回り足◎
勝率5.99　優出3回　優勝1回

伸び型でレース足にも安定感ある

43.3％
出足◎　伸び◎　回り足◎
勝率5.92　優出5回　優勝1回

全体的にいいが特に行き足が強力

38.5％
出足◎　伸び○　回り足○
勝率5.72　優出4回　優勝0回

やや出足寄りだがバランスもいい

39.3％
出足◎　伸び○　回り足◎
勝率5.44　優出4回　優勝2回

秋以降に上昇気配で実戦足が好調

41.5％
出足○　伸び○　回り足◎
勝率5.53　優出3回　優勝0回

夏場は好調も最近はやや下降気味

43.9％
出足◎　伸び○　回り足◎
勝率5.89　優出3回　優勝0回

出足に力強さがあり操縦性もある

38.6％
出足○　伸び○　回り足○
勝率5.64　優出4回　優勝1回

好調だった春先の動きはなく平凡

39.3％
出足○　伸び○　回り足◎
勝率5.57　優出3回　優勝1回

元は伸び型だったが今は伸びない

42.4％
出足◎　伸び○　回り足○
勝率5.65　優出2回　優勝1回

最近は出足型で乗りやすさもある

44.2％
出足◎　伸び◎　回り足◎
勝率5.98　優出3回　優勝1回

行き足が抜群でスタートしやすい

38.9％
出足○　伸び○　回り足○
勝率5.68　優出3回　優勝0回

バランス型だが行き足は目立たず

39.6％
出足◎　伸び○　回り足○
勝率5.45　優出2回　優勝1回

夏場が不調で冬場に盛り返し期待

42.5％
出足◎　伸び◎　回り足○
勝率5.79　優出2回　優勝0回

どの足も中堅より上でバランス型
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最近6ヵ月  進入コース別成績（2019年6月1日〜11月30日／1,152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 8.35 62.4% 16.6% 7.1% 0.16 680回 - - - 36回 0回
2コース 5.79 14.2% 29.2% 17.1% 0.17 - 29回 - 109回 20回 5回
3コース 5.22 10.8% 19.3% 21.6% 0.16 - 36回 47回 23回 18回 0回
4コース 4.97 7.7% 19.4% 24.5% 0.17 - 26回 29回 26回 7回 0回
5コース 3.97 4.4% 11.1% 17.2% 0.17 - 8回 35回 6回 2回 0回
6コース 2.88 0.9% 4.6% 12.9% 0.18 - 2回 4回 1回 3回 0回

開催日 潮 満　潮 干　潮
12月26日㊍ 大潮 9：13 15：07
27日㊎ 大潮 9：51 15：46
28日㊏ 中潮 10：27 16：23
29日㊐ 中潮 11：01 17：00
30日㊊ 中潮 11：36 17：38
31日㊋ 中潮 12：13 18：21

開催期間中の潮汐表

最近6ヵ月  3連単出目＆コース組み合わせベスト10
（2019年6月1日〜11月30日／1,152レース）

順位 出　目 発生回数
① �①－❷－❸ 102回
② �①－❷－❹ 99回
③ �①－❸－❷ 63回
④ �①－❹－❷ 53回

順位 出　目 発生回数
⑤ �①－❸－❹ 51回
⑥ �①－❷－�⑤ 48回
⑦ �①－❹－❸ 39回
⑧ �①－❹－�⑤ 35回

順位 出　目 発生回数
⑨ �①－❷－❻ 33回
⑨ �①－❸－�⑤ 33回

出目ベスト9

順位 コース組み合わせ 発生回数
① 1－2－3 111回
② 1－2－4 109回
③ 1－3－2 59回
④ 1－3－4 57回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑤ 1－4－2 53回
⑥ 1－4－3 47回
⑦ 1－2－5 42回
⑧ 1－3－5 36回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑧ 1－4－5 36回
⑩ 1－5－2 26回
⑩ 2－1－4 26回
⑩ 2－1－5 26回

コース組み合わせベスト10
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�オープニングスペシャルライブ�
【時間】9：00頃〜　【場所】東スタンド特設ステージ

オープニングセレモニー（選手紹介）＆ドリーム戦インタビュー（シリーズ戦）
	【時間】9：12頃〜　【場所】東スタンド特設ステージ

今村豊	トークショー
【時間】第4Ｒ発売中（11：40頃〜）

今村豊×植木通彦	トークショー
【時間】第5Ｒ発売中（12：00頃〜）
【場所】東スタンド特設ステージ

イベント

優勝戦出場選手インタビュー
シリーズ戦 第1Ｒ発売中（10：15頃〜）

クライマックス 第2Ｒ発売中（10：40頃〜）
【場所】東スタンド特設ステージ

りんごちゃん
�ものまねショー�

【時間】第6Ｒ発売中（12：30頃〜）
第9Ｒ発売中（14：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

元フィギュアスケート

中野友加里
�トークショー�

【時間】第7Ｒ発売中（13：00頃〜）
【場所】東スタンド特設ステージ

島崎和歌子
�トークショー�

【時間】第9Ｒ発売中（14：00頃〜）
【場所】東スタンド特設ステージ

香西かおり
�歌謡ショー�

【時間】第6Ｒ発売中（12：30頃〜）
第9Ｒ発売中（14：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

堀内孝雄
�歌謡ショー�

【時間】第6Ｒ発売中（12：30頃〜）
第9Ｒ発売中（14：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

12/26木

12/27金

12/30月
12/31火

12/28土

12/29日

【時間】第6Ｒ発売中（12：30頃〜）
第9Ｒ発売中（14：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

坂上忍
�トークショー�

【時間】第6Ｒ発売中（12：30頃〜）
第9Ｒ発売中（14：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

コロッケ
�ものまねショー�

12/28土

12/29日

【時間】第10Ｒ発売中（14：30頃〜）
第11Ｒ発売中（15：00頃〜）
第12Ｒ発売中（15：50頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

永島知洋  予想会〜

12/27金

12/29日

●�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�
今村豊×

ボートレースアンバサダー

植木通彦

クライマックス出場選手インタビュー
第11R出場選手 第1Ｒ発売中（10：15頃〜）
第12R出場選手 第2Ｒ発売中（10：40頃〜）
【場所】東スタンド
　　　　特設ステージ

【時間】第3Ｒ発売中（11：10頃〜）
第4Ｒ発売中（11：40頃〜）
第5Ｒ発売中（12：00頃〜）

【場所】東スタンド特設ステージ

女子レーサーチャリティーステージ

表彰セレモニー
シリーズ戦 第12Ｒ発売中（15：50頃〜）

クライマックス 第12Ｒ終了後　
【場所】東スタンド特設ステージ

池田　明美

末武里奈子

池田　浩美

戸敷　晃美

加藤　綾

間庭　菜摘

勝浦　真帆

實森　美祐
◦選手は都合により変更となる場合があります。
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●�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。ファンサービス

ボートレース
徳山への
アクセス

電車でお越しの場合
新幹線ご利用の方　 
ＪＲ山陽新幹線「徳山駅」下車、みなと口より無料タクシー・バスをご利用ください。
（ＪＲ山陽新幹線・山陽本線「徳山駅」→ボートレース徳山所要時間・約20分）

山陽本線ご利用の方 
■ＪＲ「徳山駅」下車、みなと口より無料タクシー・バスをご利用ください。
■ＪＲ「櫛ヶ浜駅」下車、駅前より無料タクシー・バスをご利用ください。
■ＪＲ「下松駅」下車、南口前より無料タクシー・バスをご利用ください。

往路・無料タクシー（原則4人相乗り）
■JR「徳山駅」「櫛ケ浜駅」「下松駅」より8：00〜14：00まで運行（初日のみ7：15〜）
往路・無料バス
■ＪＲ「徳山駅（JR「櫛ケ浜駅」経由）」「下松駅」より8：30〜13：30まで30分おきに運行（初日のみ7：45発あり）
復路・無料バス
■ＪＲ「徳山駅」行（ＪＲ「櫛ヶ浜駅」経由）　第8〜12レース終了後運行
■ＪＲ「下松駅」行　第8〜12レース終了後運行

お車でお越しの場合
山陽自動車道・徳山東ＩＣから県道366号線を経由して、案内看板を目印にお越しください。
（徳山東ＩＣ→ボートレース徳山所要時間・約15分）　●無料駐車場：約2,000台

●�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

電話投票・前日前売発売実施！
ボートレース徳山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➡

出走表コンビニプリント 無料 サービス!
会員募集中

クライマックス予想会
12／28（土）～31（火） 12／28（土） 12／29（日） 12／30（月） 12／31（火）

MC：弘松 菜摘
（バクステ外神田一丁目） ういち・みさお・かおりっきぃ☆ 重盛 さと美 波多野 結衣 篠田 ゆう


