
BOAT RACE
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3
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

Ｓ Ｇ 特 集 号

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

※実際の賞品の色やデザインが、掲載写真とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。※ご当選の権利及び賞品の譲渡・交換・換金はできません。また、 オークション出品等での転売、譲渡もご遠慮ください。

●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55回ボートレースクラシック
電話投票・前日前売発売実施!

■テレドーム
単式レース結果   ☎0180−993−600
複式・拡連複レース結果   ☎0180−993−601
気象・競技情報   ☎0180−993−714

実況生放送・展示タイム・前走成績・単式オッズ・ 
レース結果（レース終了後）   ☎0180−993−704
実況生放送・展示タイム・前走成績・複式オッズ・ 
レース結果   ☎0180−993−724
■一般回線
単式・複式レース結果   ☎03−3540−5600

ボートレース平和島・電話情報ガイド

電話投票
レース場コード 0 4 ＃

地上波・ＢＳ
3月21日㊏・22日㊐

ラジオ
3月22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

テレビ＆
ラジオ

実況中継

ボートレース平和島ホームページ
ボートレース平和島 検索➡

平和島から感謝を込めて、合計550名様に

総額157万円をキャッシュバック！

当キャンペーンに事前にエントリーし、ボートレ
ースクラシック開催期間中の3月17日㊋〜22日㊐
の6日間にボートレース平和島で一定額以上電話
投票された方の中から、抽選で合計550名様に総
額157万円をキャッシュバック！

RankA 節間合計6万円以上  購入のお客様

ダイヤモンド賞 現金10万円 1名様

ゴ ー ル ド 賞 現金 4万円 16名様

RankB 節間合計6,000円以上  購入のお客様

シ ル バ ー 賞 現金 1万円 33名様

ブ ロ ン ズ 賞 現金 1,000円 500名様

※RankＡ対象のお客様は、自動的にRankＢも対象となります。

※ 必ず電話投票キャンペーンの登録フォームからご
登録をお済ませください。電話投票だけでは抽選
対象になりませんのでご注意ください。

※ 一度登録されると、登録解除するまでキャンペーンの対象となり
ます。

※ ご登録いただいた個人情報は当該電話投票キャンペーン以外の目
的には一切使用いたしません。

※賞金はお客様のテレボート口座への振込となります。当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。

❶ Twitterから応募 ❷ 応募フォームから応募
応募方法

〒105-8799　
日本郵便芝支店留「SG第55回ボートレースクラシックオープン懸賞」事務局　行
■オープン懸賞事務局/0570-003-033（平日9：00～17：00）

応募宛先

応募期間

キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
応募ハガキをPDFでダウンロード。印刷して応募ください。

ボートレース平和島詳しくはWebで！ QRコード

STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日） 当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。

❶ Twitterから応募 ❷ 応募フォームから応募
応募方法

〒105-8799　
日本郵便芝支店留「SG第55回ボートレースクラシックオープン懸賞」事務局　行
■オープン懸賞事務局/0570-003-033（平日9：00～17：00）

応募宛先

応募期間

キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
応募ハガキをPDFでダウンロード。印刷して応募ください。

ボートレース平和島詳しくはWebで！ QRコード

STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

事前エントリー制

当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。

❶ Twitterから応募 ❷ 応募フォームから応募
応募方法

〒105-8799　
日本郵便芝支店留「SG第55回ボートレースクラシックオープン懸賞」事務局　行
■オープン懸賞事務局/0570-003-033（平日9：00～17：00）

応募宛先

応募期間

キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
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STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。
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応募宛先

応募期間
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campaign.jp/）にアクセスいただきます。
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ください。
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キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
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STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日）

Special
電投キャンペーン

賞  

金

エントリーはこちら

当選者は応募者全員の中から厳正なる抽選の上決定いたします。抽選は全て施行者立会いの下、厳選なる
抽選を行います。

※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
※関係者の応募はできません。
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〒105-8799　
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campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
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ボートレース平和島詳しくはWebで！ QRコード

STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。
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※賞品のご指定および当選された賞品の交換はできませんので予めご了承ください。
※ご応募は、お一人様一回限りとさせていただきます。（複数ご応募された方は無効となりますのでご注意ください。
※取得した個人情報は、ご本人様の確認および賞品の発送業務以外には使用致しません。
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応募宛先

応募期間

キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
クイズの答えと必要事項を記入の上、応募フォームから応募
ください。

❸ ハガキから応募
キャンペーンWEBサイト（ https://boatraceclassic-
campaign.jp/）にアクセスいただきます。
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STEP1 Twitterで@pstarheiwajimaをフォロー
STEP2 欲しい賞品名と共にクイズの答えと専用ハッシュタグをつけてツイート
STEP3 当選者の方にのみ、ボートレース平和島公式Twitterアカウント「@pstarheiwajima」

よりダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

クイズに答えて、応募ハガキ（場内設置、ダウンロード）、応募フォーム、Twitterのいずれかの方法を選んで応募頂けます。

₂₀₂₀年₃月₂日（月）～₃月₂₂日（日） 平和島deポイントクラブ会員の方

新規入会の方は
ここにアクセス

平和島deポイントクラブ 検 索

ＳＧ第55回ボートレースクラシックのレースを電話投票で
購入すると平和島deポイントクラブの付与ポイントがアップ！

●優勝戦購入で、「hey!ポ」４倍！
●ドリーム戦・準優勝戦・特別選抜（Ａ・Ｂ）戦･ピースター選抜戦購入で「hey!ポ」３倍！
●上記以外のすべてのレース購入で、「hey!ポ」２倍！
※電話投票会員に新規入会の方の平和島deポイントクラブへの入会は、
本人情報確認の都合上２週間程度かかりますので、ご了承ください。
※通常のキャンペーンのポイント付与と併用できません。

❶ホームページ 　マンスリーBOAT RACEホームページ内にある応募フォー
ムに必要事項を記載のうえご応募ください。

マンスリーBOAT RACEホームページ　https://m-kyotei.jp/

❷郵 便 ハ ガ キ 　ハガキに、「クラシック・クオカ希望」と
記載のうえ、応募者の①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話番
号⑥本誌を入手したボートレース場・チケットショップ名（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。

宛　先 〒600－8431  京都市下京区綾小路室町西入ル  グランドビル21  201号
 マンスリー「クラシック特集号」プレゼント係
締　切 2020年3月23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。

ボートレース平和島・ＳＧ第55回ボートレースクラシック
オリジナルクオカードをプレゼント!

抽選で
20名様に

応
募
方
法

①9：30頃～
②9R発売中（14：15頃～）
③10R発売中（14：50頃～）

6R発売中（12：40頃～）

イベントの時間・内容については
中止・変更となる場合があります。

7R発売中（13：10頃～）

8R発売中（13：40頃～）

①5R発売中（12：10頃～）
②8R発売中（13：40頃～）

①5R発売中（12：10頃～）
②6R発売中（12：40頃～）

①7R発売中（13：10 頃～）
②9R発売中（14：15頃～）
③11R発売中（15：25頃～）

①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：45頃～）

①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：50頃～）

①6R発売中（12：40頃～）　
②7R発売中（13：10頃～）

①8R発売中（13：40頃～）　②9R発売中（14：15頃～）

トークショー
①7R発売中（13：10頃～）
②9R発売中（14：15頃～）

ライブ
①8R発売中（13：40頃～）
②10R発売中（14：50頃～）

特設サイト▪第 1 レース・スタート展示 10：15
▪第12レース・本場発売締切予定 16：30　●場外締切時刻は本場発売締切の1分前です。
▪ボートレース平和島・開門 9：00

場外発売   全国のボートレース場およびチケットショップで場外発売
●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。

●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。

電話投票
レース場コード 0 4 ＃ ● 電話投票は朝7時から発売します。

福来 剛インタビュー

魔の八項を乗り越えＳＧに初挑戦
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整方法もつかめてきました。やっぱり長い休み
は良い経験だったのかな（笑）。

― 整備はしても、プロペラ調整はあまりして
こなかった？

福来　実は、養成所時代からプロペラに全く興
味がなくて（苦笑）。整備のほうが好きだった
ので、プロペラは着いていれば良いと思ってい
ました。その分、プロペラを調整するときに引
き出しがなくて、それが原因で苦労したなと思
います。プロペラ調整が好きになったのは最近
です。

平和島は東京3場で一番好成績 
強い気持ちでチャレンジする！

― 初ＳＧの舞台は地元・平和島です。

福来　ＳＧがどんな場所なのか走ってみないと
わからないけど、平和島開催なのは自分の中で
かなり大きい。頑張るということは一緒だけ
ど、“地元”っていうだけでやる気がアップし
ます。それに、東京3場の中でも勝率、1着率、
2連率、3連率とも平和島が一番良いことも、
自信が持てる理由です。
　平和島は多摩川ほど綺麗で走りやすい水面で
はないし、江戸川ほど走りづらい水面でもな
い。その中間な感じが、自分に合っているのか
もしれません。昔はあまり良いイメージではな
かったんですが、最近は得意な部類に入ったの
かなと思います。

― クラシックでは、どんなレースを見せてく
れますか？

福来　理想は1マークで早めに決着をつけて、
そのまま逃げ切りたいですね。上手な方ばかり
なので、競り合いになると…。
　メンバー自体はＳＧもＧⅠもそれほど変わら
ないけど、トップ戦線を走られている方はいつ
も以上に気持ちが強くなると思います。自分も
負けないように、強い気持ちを持って臨みたい
です。

― では、最後に抱負をお願いします。

福来　手が届きそうで届かなかったＳＧに、や
っと出場できます。チャレンジャー精神を持っ
て臨みたいですね。同期では出畑孝典君と石橋
道友君がＳＧで優出しているので、自分もそこ
までは行きたい。そこから先は“神のみぞ知
る”ですね。出るからには優勝を目指して頑張
ります。

大晦日にＶ6達成ならずも 
勝率7.24でＳＧ出場権獲得

― デビュー20年目、ついにＳＧ初出場です！

福来　クラシック出場が決まった時は、「嬉し
い」っていうのと、「やっとＳＧの舞台で走れ
る」って気持ちと…、さまざまな感情がありま
した。
　時間が経った今は、純粋に楽しみです。以前
の自分なら、ＧⅠの斡旋が入ると「勝率を落と
してしまいそう」と不安が先行していたけど、
最近は自分でも調子が良いと思っているので不
安はありません。逆に、ＳＧに出ら
れると気持ちが高ぶっています。

― 平和島のクラシックは意識して
いましたか？

福来　全然です。これまで年間Ｖ4
が最高だったので、まずは優勝4回
に到達してから考えようと思ってい
ました。
　6月の唐津と平和島、7月には児
島で優勝回数を伸ばせて、9月尼崎
で4回目の優勝をしたので、そこで
クラシック出場を意識しました。10月に宮島で
優勝してクラシック出場が現実的になってくる
と、今度は「年間Ｖ6に乗せて、クラシック出
場を確定させたい」っていう気持ちが出てきま
した。
　年末の多摩川では、選出順位で僕より1つ上
にいた坂口周さんに「勝率もあるし、優勝5回
なら大丈夫」って言っていただきましたけど、
やっぱり出場を確実にするためには6回目が必
要だと思っていたし、狙っていました。

― 6回目の優勝を懸けた大晦日、優勝戦がま
さかの中止！

福来　あの時の平和島は向い風が結構強くて、
3号艇ならチャンスは十分あるなと思っていま
した。スリット隊形がバラつく可能性があった
し、仮に横一線になっても良い感じで攻められ
るイメージもありました。ただ、自分だけがレ
ースしたいと言ってもダメですから。
　後で気付いたんですけど、もし優勝戦の成績
が悪かったら、勝率が落ちてクラシックに出場

できなかった可能性もあったみたいです。だか
ら今は、しっかり走って優勝戦まで進めて良か
ったなと思っています。

ボートレーサーという職業は 
やりたい事が全部詰まっていた

― どうして選手になろうと？

福来　父がバイク好きで、その影響で自分もバ
イクや機械いじりが好きでした。自分がバイク
関係の仕事に就きたいって話したら、「それな
らオートレーサーはどう？」って。父はオート

レーサー志望だったみたいです。
　そんな時に、父がたまたま見た新
聞でボートレーサーの募集記事を見
つけました。オートレーサーとは違
うけど、乗り物に乗れて、整備がで
きて、お金が貰える。「自分のやり
たい事が全部詰まっている仕事だ
な」と思って受験しました。初めて
ボートに乗った時は「何て乗りづら
い乗り物なんだろう」って思いまし
たけど（笑）。

― ボートレーサー人生を振りかえってみてど
うですか？

福来　いやぁ、本当に長かったし、かなり遠回
りをしちゃいましたね。周りの先輩方からは

「フライングさえしなければ良いところまで行
ける」って早い段階から言われていたけど、事
故癖がなかなか治らなかった。
　期が替わると事故率がリセットされるので、
そこで解放されるというか、「またスタートが
行ける」って気分になっちゃうんですよ。そう
いう点では、昨年は事故しないように気をつけ
られた1年だった。それが結果に繋がってくれ
たのかなと思います。

事故多発で「魔の八項」に抵触 
“最強のＢ2級”狙い復帰も…

― 長い休みもありましたね。

福来　2017年後期審査期間（16年5〜10月）の
八項抵触ですね。立て続けにＦを切って、妨害
失格もしてしまって。

― 出走56回に対して事故点が67点もありまし
た。休みの間は？

福来　やってしまったことは仕方ないと割り切
り、休みの間はボートから一切離れて子育てを
していました。けど、面倒を見ている内堀学君
から情報が入ってきていたので、やはり頭から
完全には切り離せませんでしたね。
　あの休みは良い経験だったと思いたいけど、
家族からは「経験しなくても良かったんじゃな
い？」って言われます（苦笑）。

― 17年5月の平和島で実戦復帰、Ｂ2級から
の再スタートとなりました。

福来　復帰した時は、同じく八項でＢ2級を経
験された西島義則さんのように“最強のＢ2級”
と言ってもらえる走りをしたいなって思ってい
ました。
　実際はレースも調整も上手くいかなくて、そ
こまでの活躍はできなかったです。さすがに、
180日の休みは長いなと思いました（苦笑）。

（注）八項…選手出場あっせん保留基準第8号のこと。

長い休みは良い経験だった？ 
プロペラの形を見直し成績上昇

― しかし、近況は絶好調です！

福来　一昨年くらいかな？　ずっと周りと同じ
プロペラの形で走っていたけど、「何か違う。
このままだとＡ1級も危ういな」と感じていま
した。実際にＡ1級に復帰した18年後期は勝率
6.30で298位で、ギリギリでの復帰でしたしね。
　その時に「自分で、一からやろう」って、持
っていたプロペラのゲージを全て捨てました。
それからですね、調子が良くなってきたのは。
　全て自分で考えて調整したプロペラは周りと
全く形が違いましたが、自分にはドンピシャに
合った。まだ100％ではないけど、引いたエン
ジンに合わせて柔軟に対応する力もついて、調

選手出場あっせん保留基準（一部抜粋）
選手出場あっせん規程第八条の規定に基き、選手の出場
あっせんを保留する場合の基準及び保留期間を次の通り
定める。
八　  選手級別決定基準に基き、勝率三・○○未満の者及

び事故率一・○○以上のものは、成績確定後直近の
六ヶ月間

　但し、次に掲げる者又は期間を除く。
イ　  級別審査対象期間内の出走回数が五〇回に満た

ない者
ロ　  級別審査対象期間内の勝率が三・○○未満の者

であっても、新規に登録された者は、その後の
競走に出場した二期間

　デビュー20年目にして初めて福来剛がＳＧの舞台に立つ。デビュー当時から
素質は評価されていたが、度重なる事故で実力を発揮できなかった。2017年に
は通称「魔の八項」に抵触して6ヵ月間レースができなかった。そんな試練を
乗り越え、ようやく手にしたＳＧ出場権だ。
　地元・平和島での初舞台に、「出るからには優勝したい」と気合も十分。オ
リンピックを前に盛り上がる東京・平和島で、笠原亮以来15年ぶりのＳＧ初出
場、初優勝の快挙を見られるかもしれない。 
 （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

4095 福来　　剛（東京）

「やっとＳＧの舞台  で走れる。出るからには優勝を目指して頑張ります」 

ＳＧボートレースクラシック　　歴代優勝者
回 開催年 開催場 優勝者

第7回 1972年 福　岡 石黒　広行
第8回 1973年 浜名湖 鈴木　文雄
第9回 1974年 常　滑 彦坂　郁雄
第10回 1975年 下　関 石原　　洋
第11回 1976年 住之江 常松　拓支
第12回 1977年 下　関 山本　泰照

回 開催年 開催場 優勝者
第13回 1978年 丸　亀 北原　友次
第14回 1979年 浜名湖 松尾　泰宏
第15回 1980年 蒲　郡 中本　逸郎
第16回 1981年 児　島 平尾　修二
第17回 1982年 下　関 彦坂　郁雄
第18回 1983年 平和島 高峰　孝三

回 開催年 開催場 優勝者
第19回 1984年 常　滑 増沢　良二
第20回 1985年 平和島 黒明　良光
第21回 1986年 平和島 古川　文雄
第22回 1987年 蒲　郡 国光　秀雄
第23回 1988年 戸　田 彦坂　郁雄
第24回 1989年 戸　田 高橋　博文

回 開催年 開催場 優勝者
第25回 1990年 平和島 岩口　昭三
第26回 1991年 平和島 野中　和夫
第27回 1992年 蒲　郡 鈴木　幸夫
第28回 1993年 戸　田 植木　通彦
第29回 1994年 平和島 大森　健二
第30回 1995年 平和島 服部　幸男

回 開催年 開催場 優勝者
第31回 1996年 平和島 中道　善博
第32回 1997年 住之江 西島　義則
第33回 1998年 丸　亀 西島　義則
第34回 1999年 児　島 今垣光太郎
第35回 2000年 浜名湖 矢後　　剛
第36回 2001年 尼　崎 烏野　賢太

回 開催年 開催場 優勝者
第37回 2002年 平和島 野澤　大二
第38回 2003年 戸　田 西村　　勝
第39回 2004年 福　岡 今村　　豊
第40回 2005年 多摩川 笠原　　亮
第41回 2006年 平和島 中澤　和志
第42回 2007年 平和島 濱野谷憲吾

回 開催年 開催場 優勝者
第43回 2008年 児　島 松井　　繁
第44回 2009年 多摩川 池田　浩二
第45回 2010年 平和島 山口　　剛
第46回 2011年 戸　田 震災のため中止
第47回 2012年 戸　田 馬袋　義則
第48回 2013年 平和島 池田　浩二

回 開催年 開催場 優勝者
第49回 2014年 尼　崎 松井　　繁
第50回 2015年 尼　崎 桐生　順平
第51回 2016年 平和島 坪井　康晴
第52回 2017年 児　島 桐生　順平
第53回 2018年 浜名湖 井口　佳典
第54回 2019年 戸　田 吉川　元浩

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1966年 平和島 長瀬　忠義
第2回 1967年 住之江 竹内　虎次
第3回 1967年 住之江 石川　　洋
第4回 1968年 戸　田 岡本　義則
第5回 1970年 住之江 加藤　峻二
第6回 1971年 蒲　郡 松尾　幸長

第55回大会 平和島
優勝戦

2020年3月22日㊐・第12レース

● 第46回大会は「ＳＧ東日本復興支援
競走」として2011年8月に代替開催

（優勝者・重野哲之）

◆通算成績 （2020年2月28日現在）
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 3,964回 138回 28回 48.2％ 64.7％
Ｇ　Ⅰ 397回 2回 0回 33.7％ 51.3％

◆全国成績（最近2節）
20年 2月 多摩川 ＧⅠ・周年 ⑤⑤③④②①①①①3
20年 2月 戸　田 ＧⅠ・地区選 ①②②③失⑤③④①

◆平和島成績（最近2節）
19年 12月 タイトル ①①①③③③②1（中止）
19年 10月 ＧⅠ・周年  ③④①③⑥②②②

Profileふくらい　つよし
1981年6月13日生まれ。東京支部・87期。
2000年11月、多摩川でデビュー。06年12月、多摩川・一
般競走で初優勝。06年1月、唐津・新鋭王座決定戦でＧⅠ
初出場、ＧⅠ優出は08年に蒲郡で開催された江戸川周
年、19年の江戸川
周年の2回。同期
には福島勇樹、杉
山正樹、石橋道友
らがいる。
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4168 いしの  たかゆき

石野 貴之
3783 うりゅう  まさよし

瓜生 正義
3854 よしかわ  もとひろ

吉川 元浩
4262 ばば  よしや

馬場 貴也
4238 ぶすじま  まこと

毒島 誠
4074 やなぎさわ  はじめ

柳沢 一

ＳＧグランプリ優勝
ＳＧチャレンジカップ優勝
ＧⅠ住之江高松宮記念優勝
2年ぶり8回目

ＳＧオーシャンカップ優勝
ＧⅠ津66周年優勝
8年連続14回目

ＳＧクラシック優勝
ＳＧオールスター優勝
ＧⅠ三国66周年優勝
3年連続12回目

ＳＧグランプリシリーズ優勝
2年連続2回目

ＳＧメモリアル優勝
ＳＧダービー優勝
8年連続8回目

ＳＧグランドチャンピオン優勝
2年ぶり6回目

夏場から快進撃モードに突入し、つい
に黄金のヘルメットを手にした。勢い
のある今こそＳＧ3連続優勝を狙う。

常滑オーシャンＣで10度目のＳＧ制覇
を果たした。これでＳＧグランドスラ
ムへはチャレンジＣと当大会のみに。

ＳＧ連続優勝の春先は捲りを連発する
場面もあった。夏場に調子下降も、12
月三国周年で再び捲り強攻を決めた。

2年連続ＧＰ出場も昨年はTR1stで
敗退。そこから立て直してシリーズ戦
優勝とメンタルの成長を見せつけた。

ＳＧで快進撃を見せたがＧⅠでは苦戦
気味。裏を返せば苦しむ中でのＳＧ2
冠が真の実力を付けた証明ともなる。

ＳＧ初制覇後は派手な活躍がない。そ
れでも「チャンスを逃さないための土
台固め」に重きを置き再躍進を狙う。

Ａ1・大阪・37歳 Ａ1・福岡・44歳Ａ1・兵庫・47歳 Ａ1・滋賀・35歳Ａ1・群馬・36歳 Ａ1・愛知・38歳

●　● ●　● ●　● ●　● ●　● ●　●

54

「インを消す勇気」を持とう！
　平和島に常駐するようになって約3年、感想は

「面白い」のひと言に尽きる。平和島で勝とうと
するなら、まずは最大の特徴である風を知らなく
てはならない。そして、月とスッポンぐらいに差

があるモーターの性
能をしっかりと把握
したうえで、「イン
を消す勇気」と「5、
6号艇を頭で買う強

い心」を持って舟券バトルに挑めば、クラシック
の万舟券は必ずゲットできる。

スタートを決める選手を探せ！
　春の平和島はとにかく風が不安定。早い時間帯
のレースは向い風、遅い時間帯は追い風と、その
表情を一変させる。レース間の特訓とスタート展
示で、風向きがコロッと変わることなど日常茶飯
事だ。
　スタート勘をつかんでいる選手をいかに早く見
つけるかが重要だが、水面の大型映像に映し出さ
れるスタート展示のスリット写真を見れば一目瞭
然。コンマ10ぐらいのドンピシャなスタートを決
めている選手を探してほしい。
　春の平和島は突如として7〜8ｍぐらいの向い
風が吹く。その風を感じたら迷わずにインを消
し、ダッシュ勢の頭を買うと、面白いように捲り
が決まって高配当になる。

エースは�、旬は�
　現モーターは約9ヵ月が経過。平和島のモータ
ーは“旬”の時期が短く、上位機や優良機が目ま
ぐるしく変わる。
　その中で、変動なく不動のエース機として君臨
するのは�号機。このモーターを引き当てた選
手が優勝への最短距離を突っ走りそうだ。�号
機は昨年の年末から最近にかけて頭角を現してき
た急上昇機。全部が抜群の�号機には総合力で
負けるものの、コーナーの立ち上がりの足は匹
敵、いやそれ以上だ。
　そして、まさに今が旬なのは�号機だ。2月
に乗った古場輝義の伸び寄りの調整が功を奏し
て、その伸びは超抜の域。ダッシュ戦なら問答無
用の一撃が決まる。

荒れる初春の平和島！ 注目モーターは�、�、�だ！強風で荒れる！
春の コース＆モーター
石井　誠司 ●『東京中日スポーツ』

平和島は「風」水面である
　ＳＧクラシックに数多くのドラマを提供してき
たボートレース平和島。その平和島にクラシック
の舞台が戻ってきた。平和島では恒例となってい
る開催だけにそのレース傾向は多くの場で語られ
てきたが、改めてキーワードとして挙げておきた
いのが「風」だ。今冬はその風（特に向い風）が猛
烈に吹き荒れるような日が複数回あり、「平和島
＝風水面」という部分を改めて強く印象づけられ
た。

ベテラン中心のメンバー構成
　参加メンバーを見ると40歳以上が過半数を占め

るという、ベテラン
中心の布陣。まずは
昨年の賞金王・石野
貴之（大阪）に目が
行くが、近年平和島

での大舞台で目立った活躍はない。
　かつて平和島の鬼とも評された白井英治（山
口）は、今年に入っ
てからも高い3連率
を誇り、吉川元浩

（兵庫）も機出しに
安定があり、崩れが
少ない。井口佳典（三重）は節により成績が波を
打つが、仕上がった唐津周年では1着を量産。爆
発力ある走りが期待できる。当地実績十分の毒島
誠（群馬）、桐生順平（埼玉）は仕上がり面が鍵を
握るか。

風向きに応じて狙う選手を選ぶ
　春の平和島は暖かい南風（ホーム追い風）が強
くなったり冷たい北
風（向い風）が強く
なったりの繰り返し
でもある。その点か
らも条件1つで伏兵
が星を伸ばしやすい
水面と言える。イン
の1着率が全国相場

より低い平和島とはいえ、風が弱い時はインが利
く。しかし、強い追い風の時は出足型の選手を、
逆に向い風の時には伸び型の選手を追いかけると
いうのも1つの手だろう。

　出足型なら深川真
二（佐賀）、福来剛

（東京）でいずれも
当地好走型。逆に伸
びが生きる条件が揃

った時は平和島2連覇中の池永太（福岡）、昨年の
当地周年覇者・下出
卓矢（福井）らが再
び台頭するかもしれ
ない。

平和島クラシックを買う時は、選手やモーターの前に「風」を見ろ!!2020開幕ＳＧ
クラシックの

傾向と対策
長船　敏和 ●『ファイティングボート・ガイド』

ドリーム戦　3月17日㊋ （初日）第12レース　出場予定選手
3号艇2号艇 5号艇4号艇 6号艇1号艇
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イ
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全　国  最近6ヵ月（2019年9月1日〜2020年2月20日）の全国勝率　 平和島  最近3年（2017年3月1日〜2020年2月16日）の平和島勝率　イン信頼度　最近6ヵ月（2019年9月1日〜2020年2月19日）のイン1着率（80％以上 ●　● ・70％〜80％未満 ●　● ・70％未満 ●　● ）

最近6ヵ月  進入コース別成績（2019年9月1日〜2020年2月6日／928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 7.48 46.6% 17.4% 10.6% 0.16 407回 - - - 23回 1回

2コース 5.74 14.1% 26.0% 18.5% 0.17 - 22回 - 96回 12回 1回

3コース 5.36 14.0% 17.4% 21.6% 0.17 - 47回 46回 21回 16回 0回

4コース 5.18 13.3% 17.9% 17.0% 0.17 - 57回 25回 25回 15回 1回

5コース 4.52 9.1% 13.4% 16.8% 0.17 - 15回 47回 10回 10回 2回

6コース 3.64 3.2% 8.2% 16.1% 0.18 - 10回 12回 4回 3回 0回

開催日 潮 満　潮 干　潮
3月17日㊋ 小潮 9：07 17：40

18日㊌ 小潮 10：23 19：32
19日㊍ 長潮 13：09 8：28
20日㊎ 若潮 14：36 9：16
21日㊏ 中潮 15：27 9：48
22日㊐ 中潮 16：08 10：18

開催期間中の潮汐表
モーター2連率ベスト10（2019年6月・使用開始〜2020年2月24日）

順位 モーター 
番号 2連率 出足 伸び 回り足 ワンポイントチェック

① � 51.2％ ◎ ◎ ◎ 全部の足が良い不動のエース機だ
② � 45.4％ ◎ ◎ ○ 行き足、レース足が軽快な実戦型
③ � 43.5％ ◎ ◎ ◎ 近況で最大級の上昇モーターだ！
④ � 43.1％ ○ ○ ○ 1月に新ペラに換わり下降気味か
⑤ � 42.4％ ◎ ○ ◎ かつてはエース機と呼ばれていた
⑥ � 40.9％ ◎ ○ ◎ ターン回り系統に力強さがある機

順位 モーター 
番号 2連率 出足 伸び 回り足 ワンポイントチェック

⑦ � 40.7％ ○ ◎ ○ 周年Ｖ後も年末に6連勝など活躍
⑧ � 40.6％ ○ ◎ ○ 万能型の機だが元来は伸び型仕様
⑨ � 39.6％ ○ ◎ △ 伸びに寄せた調整なら破壊力抜群
⑩ � 39.1％ ◎ ◎ ◎ 乗り手により足が変化する優等生
⑩ � 39.1％ ○ ○ ○ 10月周年で谷津幸宏がＧⅠ初優出

●平和島はチルト3度まで使用できます。
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全　国 平和島 全　国 平和島 6.59 6.46

 6.96 6.94

 6.19 7.14

 8.80 9.13

 6.86 7.26

 7.56 6.87

 7.06 5.27

 7.71 7.37

 6.59 7.38

 6.90 6.62

 6.75 5.43

 7.08 5.19

 7.28 6.65 7.48 7.53

 7.32 6.68  7.75 5.19

 7.07 7.00  7.10 6.73

 8.03 7.94  7.13 7.00

 7.11 7.15  7.45 6.62

 7.49 7.15  7.39 7.45

 7.21 7.74  6.85 8.70

 8.03 7.73  7.17 6.23

 7.72 7.68  6.52 8.00

 7.30 7.00  7.78 8.05

 7.73 6.76  6.59 7.18

 7.37 6.65  7.70 7.53

 7.30 7.41  6.95 6.82

 7.20 7.80  6.01 5.25

 6.65 5.00  7.61 6.11

 6.63 7.67  7.18 6.50

 7.70 8.21  6.57 7.41

4030 もりたか  かずま

森高 一真
Ａ1・香川・41歳

昨年ＧＰシリーズで5
万舟と変わらず穴男。

3590 はまのや  けんご

濱野谷 憲吾
Ａ1・東京・46歳

桐生チャレンジＣでは
5年ぶりのＳＧ優出。

4335 わかばやし  しょう

若林 将
Ａ1・東京・36歳

波乗り野郎は春風の強
まる荒水面も大歓迎。

3897 しらい  えいじ

白井 英治
Ａ1・山口・43歳

勝負所を決められずも
2大会連続優出中だ。

4482 もりや  みほ

守屋 美穂
Ａ1・岡山・31歳

男女混合ＧⅡを制して
堂々の当大会初出場。

3415 まつい  しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・50歳

昨年の当地ＢＢＣトー
ナメントも堅実駆け。

4101 みいしょ  たかはる

三井所 尊春
Ａ1・佐賀・40歳

当地前回はチルトを跳
ね大外から2着絡み。

3721 もりた  しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・44歳

昨年ＳＧで苦戦もダー
ビー2冠の爆発力で。

4415 しもで  たくや

下出 卓矢
Ａ1・福井・33歳

優勝戦は差しで65周年
制覇も本来は捲り屋。

3952 なかざわ  かずし

中澤 和志
Ａ1・埼玉・43歳

ＳＧ、ＧⅠ制覇と当地
実績は地元勢に匹敵。

4686 まるの  かずき

丸野 一樹
Ａ1・滋賀・28歳

昨年から51㎏台を維持
し1月唐津周年優勝。

4052 おきつ  あい

興津 藍
Ａ1・徳島・38歳

好気配なら外コースで
も高配当を叩き出す。

4371 にしやま  たかひろ

西山 貴浩
Ａ1・福岡・32歳

ＳＧ・ＧⅠでは外から
3着絡みが多くなる。

4350 しのざき  もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・34歳

当地はＳＧ2優出に58
周年制覇と実績残す。

3903 しらいし  たけし

白石 健
Ａ1・兵庫・42歳

12月に2回の優勝を決
めて出場と勝負強い。

4497 くわはら  ゆう

桑原 悠
Ａ1・長崎・32歳

九州地区選連覇は上瀧
和則以来15年ぶりだ。

3557 おおた  かずみ

太田 和美
Ａ1・大阪・47歳

伸び型に仕上がったと
きの豪快捲りが魅力。

4148 えだお  まさる

枝尾 賢
Ａ1・福岡・38歳

ＧＰシリーズでは6度
舟券に絡んで万舟も。

3737 うえひら  しんじ

上平 真二
Ａ1・広島・46歳

一般戦主体だが近況2
連率70％台をマーク。

4430 ながた  しゅうじ

永田 秀二
Ａ1・東京・34歳

戸田地区選でＧⅠ初優
勝飾りＳＧデビュー。

3984 さかぐち  めぐる

坂口 周
Ａ1・三重・42歳

最近は勢い失速気味な
がらも堅実戦を展開。

4688 ながい  ひょうや

永井 彪也
Ａ1・東京・27歳

昨年ＧⅠ制覇、ＳＧ優
出と東京に新星誕生。

3159 えぐち  あきお

江口 晃生
Ａ1・群馬・55歳

深い進入でもスタート
から集中力切らさず。

4063 いちはし  たかし

市橋 卓士
Ａ1・徳島・40歳

当大会5年ぶりだが昨
年は自己最高のV7。

3623 ふかがわ  しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・45歳

ダービー王に輝いた水
面でパワー戦を披露。

4364 いけなが  ふとし

池永 太
Ａ1・福岡・34歳

前回戸田大会では中盤
3連勝で見せ場作る。

3941 いけだ  こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・41歳

昨秋ケガ欠場も蒲郡地
区選でＶと立て直す。

4586 いそべ  まこと

磯部 誠
Ａ1・愛知・29歳

粗削り感を残すが経験
積むごとに強くなる。

3573 まえもと  やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・47歳

最近は惜敗もあるが昨
年5優勝で底力示す。

4237 おおみね  ゆたか

大峯 豊
Ａ1・山口・36歳

前回戸田大会では大外
勝利で15万舟を提供。

3779 はらだ  ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・44歳

1月にＦを抱えるもそ
の分、集中力アップ。

4444 きりゅう  じゅんぺい

桐生 順平
Ａ1・埼玉・33歳

周年、地区選で優勝と
水面実績も問題なし。

4024 いぐち  よしのり

井口 佳典
Ａ1・三重・42歳

昨年末からリズム下降
も立て直す底力十分。

4719 かみじょう  のぶたか

上條 暢嵩
Ａ1・大阪・26歳

水神祭、準優出とＳＧ
戦線で着実に前進。

3388 いまがき  こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・50歳

昨年ＳＧで万舟絡み11
回と超穴男になった。

4095 ふくらい  つよし

福来 剛
Ａ1・東京・38歳

38歳でのＳＧ初挑戦だ
が気負わず全速攻勢。

3719 つじ  えいぞう

辻 栄蔵
Ａ1・広島・44歳

宮島グラチャンを目指
して優出がノルマに。

4370 やまぐち  たつや

山口 達也
Ａ1・岡山・33歳

昨年は伸び型調整で大
暴れも今期はＦ2で。

3946 あかいわ  よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・44歳

一時低調を乗り越え機
出しが安定してきた。

4611 いまい  みあ

今井 美亜
Ａ2・福井・29歳

男子に負けないターン
を目指してＳＧ挑戦。

3582 よしかわ  あきお

吉川 昭男
Ａ1・滋賀・47歳

びわこ魂炸裂のＧⅡ制
覇で10年ぶりのＳＧ。

4290 いなだ  こうじ

稲田 浩二
Ａ1・兵庫・35歳

尼崎正月戦は吉川元浩
に真っ向勝負で優勝。

3849 なかおか  まさひこ

中岡 正彦
Ａ1・香川・42歳

GⅠ初制覇で15年ダー
ビー以来のＳＧ出場。

4450 ひらたか  なな

平高 奈菜
Ａ1・香川・32歳

オールラウンダーに転
身して安定感を増す。

4028 たむら  たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・42歳

当地でＢＢＣ初代チャ
ンピオンベルト獲得。

4816 むらまつ  しゅうじ

村松 修二
Ａ1・広島・29歳

インと4カドから自在
に攻めて1着を獲る。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり7回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続18回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　4年連続12回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり24回目

優勝5回（勝率7.12）　2年ぶり2回目

優勝9回　2年連続13回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　5年ぶり7回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

優勝5回（勝率7.21）　6年ぶり2回目

優勝5回（勝率7.01）　2年連続3回目優勝6回（勝率7.71）　3年ぶり6回目

優勝5回（勝率7.21）　12年ぶり4回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続2回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続17回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

優勝5回（勝率7.42）　3年ぶり5回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場

優勝5回（勝率7.27）　4年ぶり3回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

優勝6回（勝率7.33）　2年ぶり14回目 優勝7回（勝率7.32）　5年ぶり3回目

優勝8回（勝率7.73）　2年連続10回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続3回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり12回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続2回目

優勝5回（勝率7.45）　7年連続13回目 優勝6回（勝率6.68）　2年連続3回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年連続13回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　7年連続7回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　4年連続12回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　3年ぶり17回目 優勝5回（勝率7.24）　ＳＧ初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり11回目 優勝8回（勝率7.67）　6年ぶり2回目

優勝7回（勝率7.15）　4年連続12回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　ＳＧ初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　10年ぶり4回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年ぶり2回目

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　7年ぶり4回目 優勝5回（勝率7.09）　初出場

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　2年連続11回目 ＧⅠ・ＧⅡ優勝者　初出場
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●　●
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●　● ●　●
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●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●
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●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

●　● ●　●

◎予備選手　①4084 杉山　正樹（愛知）　②3909 佐々木康幸（静岡）　③3473 石川　真二（福岡）　④4713 白神　　優（岡山）　⑤4344 新田　雄史（三重）　⑥4397 西村　拓也（大阪）　⑦4205 山口　　剛（広島）　　●選出除外選手　3606 川北　浩貴（滋賀）／3744 徳増　秀樹（静岡）／4166 吉田　拡郎（岡山）／4320 峰　　竜太（佐賀）／4477 篠崎　仁志（福岡）／4494 河合　佑樹（静岡）／4885 大山　千広（福岡）
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　桜前線が日本列島を北上し始めると、いよいよ
ＳＧ戦線の開幕だ。今年のＳＧ第1弾・ボートレ
ースクラシックは平和島で開催される。これが何

を意味するか。そう、今年のクラシックを制する
には、選手はもちろん、舟券で勝負するファンも

「春の平和島」の特殊性をしっかり頭に叩き込ん
で臨まなくてはならない。
　昨年の同時期の平和島は3月26日から6日間、
一般戦を開催した。その初日。競走水面は終日風
速1〜2ｍ、波高は3cmと穏やかだった。それが

翌2日目には、朝から風速9ｍ、波高10cmとい
う水面状況になり、昼すぎには波高が20cmにま
で達した。しかも波風の激しさは一定ではなくレ
ースごとに大きく上下した。そして3日目。再び
風は2〜4ｍで落ち着き、波高は終日3cmという
穏やかな水面に戻った。
　これが春の平和島だ。その3日間では、最も

「捲り」が決まったのは初日で、次々と「差し」が
決まったのが3日目だった。では、嵐となった2
日目は何がいちばん決まったかといえば、それは

「逃げ」である。そうなると1日の平均配当額も2
日目が最も低く、春の嵐が吹き荒れた天候とは裏

腹に、配当面では最も
穏やかな日となった。
例年「春の嵐が吹き荒れ
る」といわれるクラシッ

クだが、平和島の“春の嵐”は決して天候だけを
指すのではなく、むしろ穏やかな水面ほど「捲
り」や「差し」がバンバン決まる“荒れ模様”にな
りやすいということをしっかり肝に銘じたい。
　狙い目となる選手は、やはり特殊性の高い水面

だけに当地実績に優れた選手。地元のエース・濱
野谷憲吾（東京）は当然として、遠征勢では白井
英治（山口）が断トツで、瓜生正義（福岡）、池田
浩二（愛知）、守田俊介（滋賀）、井口佳典（三重）
らが続く。そして、出走機会がそれほど多くない
山口達也（岡山）の成績が驚くほど優秀で、その
倍ほど出走経験があって3倍以上の実績を挙げる
篠崎元志（福岡）と桐生順平（埼玉）、この3名が
筆者のイチオシだ。

平和島の“春の嵐”を肝に銘じて勝負！松長  彰の 

『マンスリー BOAT RACE』

これしかない!!

登録番号

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

選出理由　出場回数
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全　国    最近6ヵ月（2019年9月1日〜2020年2月20日）の全国勝率
平和島    最近3年（2017年3月1日〜2020年2月16日）の平和島勝率
イン信頼度　 最近6ヵ月（2019年9月1日〜2020年2月19日）のイン1着率 

（80％以上 ●　● ・70％〜80％未満 ●　● ・70％未満 ●　● ）

選手データの見方

登録番号順
ドリーム戦出場選手は

別掲

出場選手


