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〒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

1	ＳＧ第66回ボートレースメモリアル	
	 オリジナルクオカード		 	30名様
2	ＳＧ第66回ボートレースメモリアル	
	 オリジナルマフラータオル		 	30名様

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、希望のプレゼント番号と、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「メモリアル特集号」プレゼント係
締　切	 2020年8月31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。

ボートレース下関	ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オリジナルクオカード・マフラータオルをプレゼント!

応
募
方
法

2

1

電話投票
レース場コード

1 9 ＃ ●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。

企画Ⅰ 	300万争奪ドリーム	 自動エントリー

「ＳＧ第66回ボートレースメモリアル」の購入総額1万円を1口として、

抽選で最大10万円が当たる!!

賞	品 ��10,000円×300本（複数当選アリ）
●1回の投票で1万円購入する必要はありません。
●お一人様の当選本数の上限は10本（10万円）とさせて頂きます。
●ご購入金額1万円未満の端数は切り捨てさせていただきます。

企画Ⅲ 	皆勤ボーナスキャンペーン
「ＳＧ第66回ボートレースメモリアル」を節間毎日1,000円以上ご購入された方の中から、

抽選で200名様に賞金5,000円をプレゼント!!

企画Ⅳ 	誰でもキャンペーン
「ＳＧ第66回ボートレースメモリアル」を節間5千円以上ご購入された方の中から

抽選で豪華賞品が当たる!!

継続チャンスキャンペーン	 自動エントリー

「ＳＧ第66回ボートレースメモリアル」から、ボートレース下関で行われる�
9月開催レースまで全4節において、ご購入いただいた金額に応じて

抽選で賞金をプレゼント!!

山口県下関市長府末小田東町－1　☎083－246－1161

抽選で
各30名様に

応募方法 ����ボートレース下関ホームページ内・電話投票キャン
ペーンサイトよりご登録のうえ、ご参加ください。

応募締切 ��2020年8月30日㊐・24時まで

●過去に参加実績のある方は除きます。

電話投票キャンペーン

ご新規優遇プログラムキャンペーン

応募方法（共通） ����ボートレース下関ホームページ内・電話投票キャンペーンサイトよ
りご登録ください。既に登録されている方は、サイト登録していた
だく必要はありません。

応募締切 ��2020年8月30日㊐・24時まで

当選発表 ����当選通知書（賞品）の発送、または現金の振り込みをもって�
発表にかえさせていただきます。

●�企画Ⅳ「誰でもキャンペーン」は、テレボート会員登録が郵便物送付可の方のみのキャンペーンとなります。
●�ご応募いただいた方の個人情報については、ボートレース下関電話投票キャンペーン以外には一切使用いたしません。

企画Ⅱ 	舟券的中“記念大王”決定戦
「ＳＧ第66回ボートレースメモリアル」の3連単的中レースの多い方10名様に、

ご購入金額に応じた賞金をプレゼント!!

購入金額 賞金額
10万円未満 5,000円
10万円以上 15,000円
30万円以上 30,000円
50万円以上満 50,000円
100万円以上 100,000円

●�2連単＆3連単的中レース数の合計が多い方から
順位を決定します。
●�的中した合計レース数が同数の場合、購入金額の
多い方が上位になります。
●�的中舟券の枚数・金額にかかわらず、的中回数は
1レースにつき2連単＆3連単それぞれ1回が限
度となります（同レースで複数的中されても、的
中は1回となります）。

賞　品（一部）

A　賞 B　賞 C　賞

毎節5,000円以上
ご購入の方

現金100,000円 5名様
現金 50,000円 10名様
現金 10,000円 50名様

毎節1,000円以上
ご購入の方

現金 5,000円 50名様
現金 1,000円 250名様

賞　金

ＳＧ第66回ボートレースメモリアル	 8月25日㊋〜30日㊐
ボートレースチケットショップながと開設記念新東通信杯	 9月5日㊏〜10日㊍
オラレ下関オープン6周年記念山口ヤクルト杯	 9月14日㊊〜18日㊎
ふく〜る下関オープン8周年記念日本トーター杯	 9月21日㊊〜25日㊎

対
象
レ
ー
ス

SG第66回ボートレー
スメモリアルドリーム
戦出場選手本人モデル
ミニチュアヘルメット

6名様

Dai Tamura×ボート
レース下関 コラボイ
ラストTシャツ（ホワ
イト・ブラック）

100名様

Dai Tamura×ボート
レース下関 コラボイ
ラストキャンバスボー
ド

50名様

2020年8月1日㊏〜8月30日㊐の期間中に、新規で「ボ
ートレース下関電話投票キャンペーン」に参加された
方を対象に、抽選で現金をプレゼントいたします！

ステップアップ Ⅰ

ステップアップ Ⅱ

ボートレース下関の8月開催レースを節間1,000円以上ご購入された方の中から、

抽選で賞金2,000円を500名様にプレゼント!!

ボートレース下関の9月、10月、11月開催レースを各月5千円以上ご購入された方の中から、

抽選で賞金5,000円を200名様にプレゼント!!

ボートレース下関電話投票キャンペーン

そのほか、計144名様に豪華賞品プレゼント!!

※写真はイメージです

ＳＧ第66回ボートレースメモリアル　オフィシャルパンフレット

発売締切予定時刻 � 第1レース・スタート展示　14：00
開催日 1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ 4Ｒ 5Ｒ 6Ｒ 7Ｒ 8Ｒ 9Ｒ 10Ｒ 11Ｒ 12Ｒ

8/25㊋〜28㊎ 14：27 15：00 15：33 16：06 16：39 17：12 17：45 18：18 18：51 19：26 20：01 20：40

8/29㊏［準優勝］14：27 15：00 15：33 16：06 16：39 17：12 17：45 18：18 18：53 19：30 20：09 20：40

8/30㊐［優勝戦］14：27 15：00 15：33 16：06 16：39 17：12 17：45 18：18 18：51 19：25 19：59 20：40

特設サイト

電話投票
レース場コード 1 9 ＃
●電話投票は朝7時から発売します。

■協賛企業

●�ボートレース下関本場
には事前申込された方
を除き入場できません
のでご注意ください。



ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 32

　レースでは良いスタートも行けたし、力は全部
出し切れましたが、その力が足りませんでした。
その上で負けたのが白井さんで、改めて力の差を
感じましたね。この人には勝てないなと。お客さ
んには6着で本当に申し訳ないとも思いました。

―優勝戦の1号艇が決まってからのことは覚え
てますか？

谷村　山口支部からは4人が出場していて、白井
さんと寺田さんも優出していたんですけど、僕だ
け違う部屋だったんです。なので、あまり話はし
ていないんですよね。
　ただ、前日からいつもと違う雰囲気で、白井さ
んと寺田さんが緊張しているのは感じました。特
に白井さんはＳＧの優勝戦に10回以上挑戦して勝
てていない時でしたから…、凄かったですね。
　あとから考えると、僕はそこまで緊張していな
かったので優勝できなかったのかな、と。気持ち
の強さが違いました。

―16年に徳山でＧⅠ初優勝、続く宮島で2度目
のＧⅠ優勝を飾りました。

谷村　徳山周年優勝は嬉しかったですね。僕は本
栖（研修所・現ボートレーサー養成所）の成績も
悪かったし（勝率4.31）、選手になってからも「記
念レースで優勝したい」という目標を口にはして
はいましたが、実際に自分はそんな力があるのか
な、と思っていた時期でした。
　徳山で優勝できたことは大きな自信になった
し、もっと優勝したいという気持ちが湧きました
ね。次の宮島で中国地区選を優勝できたのは、た
またまですけど（笑）。

若い頃の練習とプロペラ作りが 
今の自分の土台になっている

―これまでにターニングポイントってありまし
たか？

谷村　パッと思い浮かぶ出来事はないですけど、
若い頃にしっかりと練習していて良かったなと思
います。
　僕は福永達夫さんのグループで、師匠は吉本正
昭さん。怖かったですけど、トップで活躍されて

いた方々です。「とにかく若い
今がチャンスだから、しっかり
と練習して土台を築きなさい」
と、メンタルやレースに対する
考え方とか、有難いアドバイス
をたくさんいただきました。
　プロペラも毎日やっていまし
た。なかなか結果が出なくてキ
ツイときもありましたが、「諦
めないで、繰り返しでもずっと

やらなきゃいけない」と思ってやっていました。
この時にやってきたことは自分には凄くプラスに
なっています。
　今でも継続は力なりの信念でやっています。吉
本さんはプロペラ調整が凄く上手なの
で、いまだに教えてもらってますよ。
　家族の存在も大きいですね。子供は8
歳、6歳、4歳の3人です。ほかにも仲
の良い選手とか、後援会の方とか、自分
が活躍すると喜んでくれる方々がいるじ
ゃないですか。その人たちを喜ばせたい
というのが、頑張れるモチベーションに
なります。特に「ＳＧやＧⅠは応援し甲
斐がある」なんて言ってくれるので、気
持ちが上がります。

下関オリジナルタイムでは 
周回タイムが参考になる

―下関について教えてください。

谷村　強風が吹かない限りは静水面で、変なうね
りも入ってきません。なので思い切ったレースが
できますね。ただ、水面が広い分スタートは風の
影響があります。そこはしっかりと集中しないと
いけないし、ピット離れに関しても2マークまで
が長いんです。それは僕も苦手なのでプレッシャ
ーになります。
　インは強いんですけど、簡単に逃げられるかと
言うとそうではないし、センター、アウトからで
も十分に1着は獲れる水面だと思いますよ。
　エンジンは差がありますね。ただ、今のエンジ
ンは何節も乗っているし、調整面に関してのアド
バンテージは絶対にあると思います。直前のお盆
戦も乗りますしね。引きたいエンジンもあります
よ。■�と■�ですね。
　それと下関って「オリジナルタイム（一周・ま
わり足・直線）」が出ますよね。あれは僕らが走
っていても凄く参考にしています。特に僕は一周
タイムを常に意識しています。やっぱりエンジン
が出ていたらあのタイムが良いし、あれは凄く参
考になりますよ。僕の場合は一周タイムと展示タ
イムが良かったら、エンジンが出ていると思って
もらって良いんじゃないかな。

　下関はデビューしたときから練習させてもら
っていますし、デビュー戦も、初1着も下関でで
きたので、やっぱり地元意識というのは凄く強
いですよ。

―下関は3年前にナイターになりました。「海
響ドリームナイター」のオープニングレース
で優勝されています。

谷村　そうなんですよ。だけど、下関のナイター
レースで優勝したのって未だにあの1度だけなん
ですよね。
　正直、ナイター水面は苦手意識があります。照
明があるとは言え、昼よりは暗いので、スタート
の勘ズレもあるし、道中が見づらいというのもあ
ります。ただ、今はナイター場も多くなってきた
ので、苦手とか言っている場合じゃないんですけ
ど（苦笑）。

僕の表彰式が終わるのを 
先輩たちに待っていてもらいたい
―純地元・下関のＳＧに向けて抱負を！

谷村　良いエンジンを引いたら
生かせる経験とメンタルはある
と思います。今回も勝ちたいと
思っています。新しいプロペラ
ゲージもイメージしています。
　本当に選ばれて複雑だったん
ですよ。山口支部には売り出し
中の選手もいますし、若い子た
ちがＳＧを経験してもっと強く
なったほうが、山口支部全体と
しては盛り上がるんじゃない
か、とか。それでも、選んでも

らったのは僕です。走らせてもらうからには、他
の山口4人にも負けない成績は残したいと思って
います。
　それに、今村豊さんたちはメモリアルで優勝し
てるじゃないですか。僕は毎回、その表彰式が終
わるのをスーツで待っているわけですよ。今回は
その方々を待たせる、そういう結果になったら良
いですね（笑）。

強い選手は機力を仕上げてから 
自身のテクニックを活かす

―2年ぶりのＳＧ出場です。

谷村　選ばれた時は、正直、複雑な気持ちでし
た。ここ1年は結果を出せていなかったので、
「自分で良いのかな」と。
　ＳＧというのはトップクラスで活躍した人しか
出られないステージですし、今年はＧⅠもそんな
に走れていません。せめてダービー勝率ぐらいは
取っておきたかったし、今年の平和島クラシック
にも出ておきたかったです。だから、今回のメモ
リアル出場は自力で勝ち獲ったわけではないとい

う気持ちが強いですね。

―今年は下関正月戦を含めて7回優出されてい
ますが…？

谷村　かなり苦戦しています。キツイ、苦しい1
年ですね。レースが終わってからも、レースやプ
ロペラ、整備と反省ばかりです。エンジンが仕上
げ切れていないから、レースでも後手に回って落
ち着いたターンができなかったり、スタートで遅
れちゃったりする。
　皆からは凡ミスと言われるんですけど、僕の中
ではしっかりと考えて、準備してレースをした結
果なので。課題しかないですね。

―リズムに乗れていない要因は？

谷村　まず、自分にはスタート力がないというの
を改めて感じています。白井英治さんとか寺田祥
さんのレースを見ると、一般戦ではエンジンが出
ていなくても、力でねじ伏せていますよね。ター
ン力、調整力の違いも感じるんですけど、とにか
くスタート力が違います。もちろんその差をどこ
かで埋めてやろうという気持ちはありますよ。常
にプロペラは1節間ずっとやりますし、整備もま
だまだ勉強しています。
　そのシリーズのエンジンとボートの組み合わせ
において、正解の調整というのは絶対にあると思
っています。強い選手はまずそこでしっかりとパ
ワーを引き出します。その上で自分のターンとス
タート力を生かしてくる。その流れを習得した
い、というかチャレンジはしていますが、なかな
か成績には繋がっていませんね。
　それに若い子たちもみんな凄いじゃないです
か。桐生順平君、毒島誠君、峰竜太君とか。「こ
んなターンなんだ、真似できないな」と（笑）。レ
ースのことを凄く考えているし、調整も巧いです
よ。少しボートレースが変わってきたというのは
感じます。

―変化への対応策はあるのでしょうか。

谷村　20年も選手をやってきて、ここにきていき
なり違うことはできません。いつも通りの仕事を
するだけなんです。
　僕のスタイルは、出足寄りに仕上げて、どのコ
ースからでもしっかりと走ることです。展開をし
っかりと読んで、チャンスは逃したくない。展開
にすぐ反応できる仕上がりになるようにイメージ
して調整をやっているので、伸びに偏ることはあ
りません。先頭で抜け出すというより、中間着が
多くなりますね。

―手堅く得点を稼ぐレースですね。

谷村　外から高配当が出したい、ダッシュから一
撃を決めたいという気持ちもあるんですよ。意外
と思われるかもしれませんが（笑）。そのために
はスタートを行って、伸びも必要なんですが、伸
びをつけるとレースがしにくいし、乗りにくさと
か、体感とか…、難しいですよね。

ＳＧ初優出の若松メモリアルは 
緊張せず、全力を出し切れた

―谷村さんにとってメモリアルと言えば、14
年・若松大会のＳＧ初優出ですね。

谷村　あれはたまたま乗れたような感じですけど
ね。優勝戦もいつも一緒に走っているようなメン
バーだったので、当日はそのメンバーに対する緊
張はあまりなかったんですよ。ただ、エンジン的
には良くなくて、足の裏付けがない1号艇だった
ので、そこの不安は凄く大きかったですね。

◆通算成績	
出走回数 優出 優勝 2連率 3連率

全種別 5,841回 194回 38回 45.6％ 63.8％
Ｓ　Ｇ 141回 1回 0回 26.2％ 42.5％
Ｇ　Ⅰ 1,228回 7回 2回 30.0％ 47.8％

◆全国成績（最近2節）
20年� 7月� 若　松� 一般競走� ②3④①①①③2❷
20年� 7月� びわこ� 一般競走� ③3④①③①③①④3②1

◆下関成績（最近2節）
20年� 6月� 一般競走� ③1②④②①②③⑤②6①4
20年� 4月� タイトル� ③3①①①①③1❷
	 （2020年8月4日現在）

Profileたにむら　かずや
　1978年12月15日生まれ。山口支部・82期。
1998年5月、下関でデビュー。1ヵ月後の下関・
タイトル戦で水神祭を飾る。2002年9月、鳴門・
タイトル戦で初優勝。16年1月、徳山・周年記念
でＧⅠ初優勝。11年12月、住之江・ＧＰシリーズ
でＳＧ初出場、14年8月、若松メモリアルでＳＧ
初優出を果たした。同期には赤岩善生、中澤和
志、坪井康晴、菊地孝平らがいる。

若　松 	ＳＧ第60回ボートレースメモリアル　優勝戦
（2014年8月31日・第12レース）

�着順� 枠番� 選手名� 支部� 進入� ST
	①�❷� 白井� 英治�（山口）�2� 00
�②�❹� 辻� 栄蔵�（広島）�4� 18
�③�❸� 寺田� 祥�（山口）�3� 07
�④��⑤� 池田� 浩二�（愛知）�5� 13
�⑤�❻� 三角� 哲男�（東京）�6� 13
�⑥	�①	 谷村	 一哉	（山口）	1	 07
▶2連単��❷－❹��1,170円（6番人気）
▶3連単��❷－❹－❸��4,410円（19番人気）
▶決まり手＝捲り

注目レーサー 
the INTERVIEW

3961 谷村　一哉（山口）

「�正解の調整というのは絶対にある。�
地元・下関のＳＧを獲る、経験と�
メンタルはあると思っています」

　下関で生まれ育った谷村一哉が、デビューから23年目でついに地元のＳＧ切符をつかんだ。下関
ＳＧには2014年チャレンジＣに途中参戦したことはあるが、初のフル参戦だ。8回目のメモリアル
は6年前、1〜3枠を山口支部が独占した優勝戦で、悔しい思いをした舞台でもある。敗戦を糧に
その後、ＧⅠを2回優勝。自身を成長させてくれた大会で、慣れ親しんだ下関の水面で、レーサー
人生の集大成となる舞台に懸ける意気込みを聞いた。� （インタビュー＆構成／重松伸生・土屋幸宏）



ボートレース三国

ボートレース尼崎

ボートレース津
ボートレース住之江

ボートレースびわこ

ボートレース浜名湖
ボートレース蒲郡

ボートレースとこなめ

ボートレース戸田

ボートレース江戸川

ボートレース平和島
ボートレース多摩川

ボートレース桐生

ボートレース児島

ボートレースまるがめ

ボートレース鳴門

ボートレース宮島

ボートレース下関

ボートレース徳山
ボートレース芦屋

ボートレース福岡

ボートレース大村

ボートレース若松

ボートレースからつ

ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 54

2020夏の思い出は、メモリアル優勝で！
全国24レース場の代表52名が下関に集結！！

Ｖ筆頭は“ナイターＳＧ男”毒島
　下関では17年11月のチャレンジＣ以来のＳＧで
2回目のナイターＳＧ。メモリアルは9年連続の
ナイター開催だ。過去10年の歴史を紐解くと、毒
島誠が3回、瓜生正義が2回優勝し、第59回大会
の毒島、第60回大会の白井英治、第63回大会の寺
田祥がこの大会でＳＧ初制覇を飾っている。
　大注目を集めるのが毒島誠（群馬）だ。メモリ

アル3連覇と同時に、17
年チャレンジカップの覇
者でもあり、下関ＳＧ連
覇も懸かる。同一ＳＧ3
連覇となれば、長いボートレースの歴史の中で
も、誰も達成できていない偉業である。ＳＧ6冠
のうち5回をナイターで優勝している“ナイター
ＳＧ男”が優勝にもっとも近い存在なのは間違い

ない。
　地元ＳＧに燃えている
のが白井英治（山口）と
寺田祥（山口）だ。ともに
好相性の大会で、白井は一昨年の徳山グラチャン
で涙の地元ＳＧ制覇。今度はホームの下関ＳＧ初
Ｖを狙う。寺田は下関の一般戦を連覇中（8月8日
現在）。調整のアドバンテージは誰にも負けない。

絶好調・篠崎仁が2つ目のＳＧＶへ
　5月オールスターで�
ＳＧ初Ｖを飾った篠崎仁
志（福岡）も見逃せない。
下関は7月の一般戦で優

勝。「メモリアルを見据えた」シリーズで機力出
しにも手応えをつかんだ。ＧⅡ尼崎ＭＢ大賞、大
村誕生祭も制して近況はノリノリだ。

　4月の下関66周年でＶを飾っ
た瓜生正義（福岡）は、メモリ
アルＶ2と好相性。今垣光太郎

（福井）もメモリアルＶ3の実績がキラリと光る。
　毒島以外でナイターＳＧを3回以上、優勝して
いるのは今垣、菊地孝平（静岡）、松井繁（大阪）。
夏男の菊地は持ち前のスリット攻勢からシリーズ
を盛り上げる。王者・松井はメモリアル初Ｖを目
指す。
　賞金ランクで上位を走る吉川元浩（兵庫）と峰
竜太（佐賀）は下関周年Ｖ実績があり、水面相性

は良好だ。原田幸哉（長崎）、井口佳典（三重）、
馬場貴也（滋賀）、新田雄史（三重）も近況の下関
特別戦で好走が多い。

1号艇を破るならセンターの捲り
　17年の下関チャレンジＣ、そして近況の下関
周年は7大会連続で1号艇が優勝。ただ、19年2
月の中国地区選、19年4月のダイヤモンドＣは3
コース捲りが決まっており、1号艇を破るなら良
機のセンター勢だろう。

本間　正則�●『スポーツニッポン』

 総展望

第66回 下　関  

優勝戦  
2020年8月30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
第65回 2019年 大　村 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 
ボートレース
メモリアル  
歴代優勝者

毒島が史上初の同一ＳＧ3 連覇へ！白井は　地元2 場のＳＧ制覇へ気合入り！！

�福岡県北九州市

特
徴
満潮で波乱、干潮の向い風
は捲りと荒れ要素が多い

4371	西山　貴浩
4848	仲谷　颯仁

推薦
選手

�佐賀県唐津市

特
徴
広大な静水面は強風吹くと
一変！�⑤●❻の差し増える

4320	峰　　竜太
4503	上野真之介

推薦
選手

�長崎県大村市

特
徴
言わずと知れたイン最強水面。
プラス収支を目指せ

3779	原田　幸哉
4497	桑原　　悠

推薦
選手

�福岡県福岡市

特
徴
競走水面は“海と川”。流れと
潮位とうねりが発生

4296	岡崎　恭裕
4350	篠崎　元志

推薦
選手

4477	篠崎　仁志
4885	大山　千広

開催施行者希望選手

�福岡県遠賀郡芦屋町

特
徴
シード番組の数は日本一！
モーニングレース発祥地

3783	瓜生　正義 優先
4831	羽野　直也

推薦
選手

�香川県丸亀市

特
徴
潮が満ちてくる時間帯はスター
ト決まらない選手も

4030	森高　一真
4459	片岡　雅裕

推薦
選手

�兵庫県尼崎市

特
徴
“センプル”でもターンマーク
は一直線でイン有利

3780	魚谷　智之
3854	吉川　元浩 優先

推薦
選手

�福井県坂井市

特
徴
ホーム側が広く、アウト勢は
「1マークが遠い…」

3388	今垣光太郎
4061	萩原　秀人

推薦
選手

�滋賀県大津市

特
徴
近くを通る観光船が、うねりと
高配当を連れてくる

4262	馬場　貴也
4686	丸野　一樹

推薦
選手

�徳島県鳴門市

特
徴
スタートからコース幅が狭く
なって1Ｍは団子状態

4028	田村　隆信
4063	市橋　卓士

推薦
選手

�広島県廿日市市

特
徴
3ｍ超える潮位差が、選手の
スタート勘を狂わせる

3573	前本　泰和推薦
選手

�岡山県倉敷市

特
徴
水面は年中穏やか。6コース
からの起こしが難しい

3822	平尾　崇典
4166	吉田　拡郎

推薦
選手

�山口県周南市

特
徴
朝だから本命とは限らない！
強弱のあるシード番組

2992	今村　　豊
3942	寺田　　祥

推薦
選手

�東京都府中市

特
徴
「日本一の静水面」「技のデパー
ト」は全速で勝負

3590	濱野谷憲吾
4266	長田　頼宗

推薦
選手

�東京都大田区

特
徴
風向きによって展開が変わる。
番組マンは接戦好き

4075	中野　次郎
4688	永井　彪也

推薦
選手

�埼玉県戸田市

特
徴
日本一狭い水面。1Ｍの振りが
大きく捲りが決まる

3952	中澤　和志
4444	桐生　順平 優先

推薦
選手

�東京都江戸川区

特
徴
潮位と川の流れの影響を受け水
面状況は“4変化”

3716	石渡　鉄兵
4095	福来　　剛

推薦
選手

�群馬県みどり市

特
徴
最北端にあるナイター場は
ダッシュ勢が主導権握る

4188	久田　敏之
4238	毒島　　誠 優先

推薦
選手

�三重県津市

特
徴
夏は追い風、冬は向い風。
「鈴鹿おろし」に要注意

4024	井口　佳典
4344	新田　雄史

推薦
選手

�愛知県常滑市

特
徴
スタートが届きにくく波乱も。
最終12Ｒは本命番組

4337	平本　真之
4586	磯部　　誠

推薦
選手

�愛知県蒲郡市

特
徴
バックが広い変則水面。暗くな
るにつれてイン強化

3946	赤岩　善生
4074	柳沢　　一

推薦
選手

�静岡県湖西市

特
徴
広く走りやすい。冬に富士山が
見えたら追い風吹く

3744	徳増　秀樹
3960	菊地　孝平

推薦
選手

�大阪府大阪市

特
徴
雨水＋工業用水で水が硬い。
2Ｍ返し波が逆転呼ぶ

3415	松井　　繁
4044	湯川　浩司

推薦
選手 3557	太田　和美

開催施行者希望選手

�山口県下関市

特
徴
潮の影響がなくなり、ＬＥＤ照明で
「明るい」水面

3897	白井　英治 優先
3961	谷村　一哉
4064	原田　篤志

開催施行者
希望選手

4450	平高　奈菜
開催施行者希望選手

（出場選手は8月11日現在）
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4188 ひさだ��としゆき

久田 敏之
Ａ1・群馬・39歳

今年は4月当地周年を含
めて自己最多の特別戦3
優出と充実の一途。

3952 なかざわ��かずし

中澤 和志
Ａ1・埼玉・44歳

7月戸田でデビュー初優
勝以来20年ぶりの6コー
スから優勝を飾る。

3716 いしわた��てっぺい

石渡 鉄兵
Ａ1・東京・45歳

当大会は14年若松の準優
3着が最高。荒水面では
無類の強さを見せる。

4688 ながい��ひょうや

永井 彪也
Ａ1・東京・27歳

成長著しい東京期待の星
は推薦を受けた平和島の
ＧＰ出場を常に意識。

3590 はまのや��けんご

濱野谷 憲吾
Ａ1・東京・46歳

現役最長となる24年連続
の出場。平和島ＧＰ出場
へ賞金アップ狙う。

3960 きくち��こうへい

菊地 孝平
Ａ1・静岡・42歳

ＳＧ初優出、初優勝と験
のいい当大会は昨年も鋭
いスタートで準Ｖ。

4074 やなぎさわ��はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・39歳

当大会は16年桐生のＳＧ
初優出を含め、4回出場
して2優出と好相性。

4337 ひらもと��まさゆき

平本 真之
Ａ1・愛知・36歳

今年は大村ＧⅡ優勝に住
之江オールスター準Ｖと
捲り差しが冴える。

4344 にった��ゆうし

新田 雄史
Ａ1・三重・35歳

当地Ｖはないが、17年ＳＧ
に今年2度の周年で優出
と大舞台で活躍中。

4095 ふくらい��つよし

福来 剛
Ａ1・東京・39歳

3月平和島クラシックで
ＳＧ初出場、初優出。大
舞台での結果に自信。

4075 なかの��じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・39歳

昨年はＳＧ6戦で4度予
選突破の安定感。平和島
ＧＰへここが勝負。

4266 おさだ��よりむね

長田 頼宗
Ａ1・東京・35歳

16年桐生大会は持ち前の
スピードターンで道中戦
を制して優出3着。

3744 とくます��ひでき

徳増 秀樹
Ａ1・静岡・45歳

宮島グラチャンを制し45
歳でＳＧ覇者に。今なお
進化を続ける。

3946 あかいわ��よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・44歳

下関はデビュー初優出、
初優勝した水面。パワー
引き出し自在戦。

4586 いそべ��まこと

磯部 誠
Ａ1・愛知・29歳

自己最多となる年間4回
目のＳＧ。自在戦で近況
1着率40％超える。

2・3・4・5コースが1回ずつ
2・3コースが1位

3、2・6コースの順
4、5コースの順

3、2コースの順
2、4・6コースの順

4、5コースの順
2、5・6コースの順

2、3・6コースの順
4、3コースの順

4、2コースの順
3、6コースの順

2、4コースの順
3、2コースの順

2・3コースが1位
3、2・5コースの順

2、3・4コースの順
3、2コースの順

3、2コースの順
4、3コースの順

2、4コースの順
3・4コースが1位

2、4コースの順
3、4・5コースの順

3、2コースの順
2、3・4コースの順

3、4コースの順
3、2・6コースの順

3、2コースの順
4、6コースの順

�7.34� 7.25 �7.18� 6.48 �6.88� 4.89

�7.30� 6.33 �7.32� 5.12 �7.51� 7.49

�6.61� 6.38 �7.37� 8.06 �7.44� 7.36

�7.26� 4.63

�6.67� 6.26 �6.45� 6.76 �7.39� 7.25

�7.18� 7.16 �7.68� 3.33

56.3％ 53.8％ 52.6％

68.0％

イン1着時の	
2、3着コース

2着
3着

イン1着率 登録番号

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

全国 �最近6ヵ月（2020年2月1日〜7月26日）の全国勝率
下関 �最近3年（2017年8月1日〜2020年7月31日）の下関勝率

最近1年（2019年7月1日〜2020
年6月30日／ＳＧ・ＧⅠ）

最近1年（2019年7月
1日〜2020年6月30日
／ＳＧ・ＧⅠ）

73.9％ 77.1％

67.7％ 61.8％ 75.0％

70.6％

65.5％ 70.0％ 93.5％

80.6％ 66.7％

　7月の鳴門オーシャンＣで3度目のＳＧ制覇、今年11回目の優勝を飾った。獲得
賞金も1億円を超え、グランプリのＴＲ2nd発進は間違いない。
　「誰も狙えないくらいの勝率と優勝回数を」と話す峰の今後は、記録との戦いに
なる。今期勝率は9.40（7月26日現在）で、このままいけば02年後期の今垣光太郎以
来18年ぶりの9点レーサーとなる。また、野中和夫の持つ期別最高勝率9.53、年間
Ｖ16の記録更新も狙える。
　ＳＧのドリーム1号艇は、最近3年で9戦8勝とほぼ無敵だ。

　白井のＳＧ優勝はいつもドラマチックだ。谷村一哉、白井英治、寺田祥と、内枠
を山口支部が独占した14年の若松メモリアル優勝戦でコンマ00の渾身のスタートを
決めて捲り、悲願のＳＧ初優勝を飾った。2度目のＳＧ優勝は“64年ぶりのＳＧ開
催”に沸く地元徳山のグラチャン。「絶対優勝する」と自らを奮い立たせ、堂々のイ
ン逃げで嬉し涙を流した。
　ＳＧドリーム2号艇は18年に2回走って3着と5着。ただ、近況の2コース3連率
は約90％と高い。地元ＳＧ完全制覇へ、期待が高まる。

3、2コースの順
2・3コースが1位

2、4コースの順
3、5コースの順

ターンマークを外
して回る峰のイン

戦は、2、3コースが差して内
寄り決着が多い。

白井のイン戦はダ
ッシュ勢の2、3

着絡みもある。舟券は手広く押
さえたい。

� 9.13� 7.96 � 8.15� 8.8586.7％ 87.0％

九州地区　唐津推薦 中四国地区　下関（開催施行者）希望

4320 3897峰 竜太 白井 英治みね��りゅうた

Ａ1・佐賀・35歳
しらい��えいじ

Ａ1・山口・43歳

ここを
チェック

ここを
チェック

ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 76

レース場
推薦選手

●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。

選手データの見方

出場選手�8月11日現在・［ドリーム戦出場選手を除く］

1号艇 2号艇

ドリーム戦		8月25日火（初日）第12		レース　出場選手　●各地区勝率上位5名および推薦選手1名



イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率

イン1着時
2着
3着

イン1着時
2着
3着

イン1着率 イン1着率
全　国 下　関 全　国 下　関

3388 いまがき��こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・50歳

当大会は奇数コースから
3優勝の実績。4年ぶり
のＳＧ優勝へ挑む。

4262 ばば��よしや

馬場 貴也
Ａ1・滋賀・36歳

地元びわこ周年でＧⅠ初
優勝。当地は6月一般戦
で全2連対Ｖ。

4044 ゆかわ��こうじ

湯川 浩司
Ａ1・大阪・40歳

3月びわこＧⅡと4月蒲
郡周年Ｖ。快速戦が復活
しＳＧ奪取へ気合。

3780 うおたに��ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・44歳

近況も高勝率キープ。07
年蒲郡大会Ｖから遠ざか
るＳＧ制覇へ意欲。

4028 たむら��たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・42歳

念願の地元オーシャンＣ
は痛恨のＦも、年末まで
集中力を切らさず。

4030 もりたか��かずま

森高 一真
Ａ1・香川・42歳

オールスターで2年半ぶ
りのＳＧ準優出と、大舞
台で再浮上の兆し。

4166 よしだ��かくろう

吉田 拡郎
Ａ1・岡山・38歳

昨年大会準優Ｆの雪辱戦
で、5月唐津は9連勝Ｖ
と勢いづけば脅威。

3573 まえもと��やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・48歳

当地は8月ＧⅢを走った
ばかり。前回大会大敗の
悔しさを晴らす。

2992 いまむら��ゆたか

今村 豊
Ａ1・山口・59歳

現役最多の34回目の出
場。下関大会は3回目で
29年前はドリーム1着。

4061 はぎはら��ひでと

萩原 秀人
Ａ1・福井・41歳

7月の三国ＧⅡ甲子園は
気迫の走りで優出3着。
ＳＧでも大暴れだ。

4686 まるの��かずき

丸野 一樹
Ａ1・滋賀・29歳

センターからＧⅠＶ2の
決定力は若手屈指。大仕
事を成し遂げるか。

3854 よしかわ��もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・47歳

ドリーム1号艇の前回大
会は準優惜敗。優勝して
賞金トップ奪回へ。

4063 いちはし��たかし

市橋 卓士
Ａ1・徳島・40歳

15年蒲郡大会でＳＧ初優
出。今年はクラシックで
予選突破と好調だ。

4459 かたおか��まさひろ

片岡 雅裕
Ａ1・香川・34歳

18年の地元丸亀大会は初
日大敗も、諦めず予選突
破。ＳＧで優出歴も。

3822 ひらお��たかのり

平尾 崇典
Ａ1・岡山・47歳

Ｆ2でＢ2級落ちも高勝
率でＡ1級復帰。展示好
気配から突っ走る。

3942 てらだ��しょう

寺田 祥
Ａ1・山口・41歳

17年若松大会でＳＧ初優
勝。加えて優勝多い水面
で不安要素なし。

2・3コースが1位
2、4コースの順

2、3・4コースの順
6、4コースの順

2、3コースの順
4、5コースの順

2、4コースの順
3・4コースが1位

4、2コースの順
3、4コースの順

4、2コースの順
3、4・6コースの順

2、4コースの順
3、5・6コースの順

3、4コースの順
6、2コースの順

4、2・3・5コースの順
3・6コースが1位

2、3・4コースの順
5、2・3・4コースの順

4、2コースの順
2・3コースが1位

2、4コースの順
6、2と4コースの順

3、2・4コースの順
4・5コースが1位

3、2・5コースの順
3、2コースの順

3コース
2コース

2、4コースの順
2・3・5・6コースが4回ずつ

�6.92� 6.44 �7.25� 7.78 �7.38� 6.58

�7.66� 7.31 �6.97� 6.88 �7.42� 6.73

�7.35� 8.19 �8.41� 6.87 �6.65� 6.53

�7.44� 6.97 �6.91� 6.57

�7.43� 7.65 �7.01� 7.27 �6.79� 7.04

�7.39� 6.25 �7.11� 7.53

73.5％ 75.0％ 74.2％

62.1％ 79.5％ 62.5％

72.7％ 51.9％ 35.7％

60.9％ 69.2％

67.7％ 78.6％ 61.5％

100.0％ 61.3％

　初ナイターＳＧ・蒲郡メモリアルを制して“夜の帝王”と呼ばれたのは今垣だが、
現在の“夜の帝王”は毒島だろう。ＳＧ初優勝は13年の丸亀メモリアル、その後も
18年丸亀と19年大村のメモリアルに、17年下関チャレンジＣ、18年若松オーシャン
Ｃ、19年児島ダービーで優勝を飾った。ダービーを除いて全部ナイターだ。
　最近3年のＳＧドリーム3号艇の成績は、2回走って2着と3着と3連単から外れ
ていない。得意の夏場＆ナイターという最高の条件で、下関ナイターＳＧ2連覇に
挑む。

　当地のＳＧは14年、17年チャレンジＣで連続優出中。優勝こそないがＧⅠも4優
出と水の合う水面だ。“ぶち込み”スタートで8点勝率を残していた頃はセンターの
1着率が高かったが、「若手を受けて立つ立場」となった今は、安定感重視で2コー
スの1着が増えた。メモリアルは18年丸亀大会で優出している。
　最近3年でＳＧのドリーム4号艇は6コース進入で1度のみ。ＳＧ最近1年の4コ
ース2連率は41％ある。スタート一撃で1着か、手堅く運んで2着絡みか、井口の
4コースはファンを迷わせる。

3、2コースの順
3、5コースの順

2・3コースが1位
4、2コースの順

張り気味に回る毒
島のイン戦は、

1→2コースの順当決着になら
ないので注意。

早いスタートを行
き、余裕を持って

ターンをする。2コースは3連
単から外せない。

� 7.78� 7.86 � 7.74� 7.7976.1％ 80.5％

関東地区　桐生推薦 東海地区　津推薦

4238 4024毒島 誠 井口 佳典ぶすじま��まこと

Ａ1・群馬・36歳
いぐち��よしのり

Ａ1・三重・43歳

ここを
チェック

ここを
チェック
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3号艇 4号艇
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イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

イン1着時 2着
3着

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関

全国 下関 全国 下関 全国 下関

全国 下関

全国 下関 全国 下関 全国 下関 全国 下関

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率

イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着率

イン1着率 イン1着率 イン1着率 イン1着率

イン1着時
2着
3着

イン1着時
2着
3着

全　国 下　関 全　国 下　関

イン1着率 イン1着率

4371 にしやま��たかひろ

西山 貴浩
Ａ1・福岡・33歳

7月大村で完全優勝を達
成。ＧⅠ未冠だがＳＧ2
優出あり侮れない。

3783 うりゅう��まさよし

瓜生 正義
Ａ1・福岡・44歳

当大会は11年福岡、12年
桐生と連覇の実績。当地
は4月周年で優勝。

4350 しのざき��もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・34歳

15年蒲郡大会は峰とのデ
ットヒート制す。2度目
のＧＰ兄弟出場へ。

4503 うえの��しんのすけ

上野 真之介
Ａ1・佐賀・32歳

宮島グラチャンの優出は
大きな自信に。師匠・峰
のＳＧ連覇阻止へ。

3779 はらだ��ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・44歳

前期Ｆ2休み明け3節目。
10月に控える地元大村ダ
ービーへ弾みを。

3557 おおた��かずみ

太田 和美
Ａ1・大阪・47歳

前回大会は大外差しで18
万舟。14年チャレンジＣ
優勝の水面で躍動。

4477 しのざき��ひとし

篠崎 仁志
Ａ1・福岡・32歳

住之江ＡＳで歓喜のＳＧ
初制覇。ＳＧ優出歴のあ
る水面でもう1冠。

4848 なかたに��はやと

仲谷 颯仁
Ａ1・福岡・26歳

若きＧⅠウイナーがＳＧ
戦線復帰。大舞台の経験
を将来の糧にする。

4831 はの��なおや

羽野 直也
Ａ1・福岡・25歳

13度目のＳＧ挑戦だった
宮島グラチャンで初の優
出。次は優勝を狙う。

4296 おかざき��やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・33歳

好モーター生かし6月鳴
門周年優勝。機力優位な
ら豪腕を発揮する。

4497 くわはら��ゆう

桑原 悠
Ａ1・長崎・33歳

九州地区選連覇後はやや
下降気味だが大村ダービ
ーへ勢いつけたい。

3961 たにむら��かずや

谷村 一哉
Ａ1・山口・41歳

念願だった純地元の下関
ＳＧ。優勝戦1枠敗退の
6年前の借りを返す。

4064 はらだ��あつし

原田 篤志
Ａ1・山口・40歳

3節連続優勝のある下関
はどこよりも多いＶ7。
地元ＳＧで完全燃焼だ。

4885 おおやま��ちひろ

大山 千広
Ａ1・福岡・24歳

現行モーターの6月女子
戦で優勝。ＳＧの壁は厚
いがインなら1着。

4450 ひらたか　なな

平高 奈菜
Ａ1・香川・33歳

ケガから復帰3戦目で不
安残すも、今年の好調さ
なら大暴れに期待。

2、3コースの順
5、3・4コースの順

3、4コースの順
2・3コースが1位

2、3コースの順
3、4コースの順

2、3・5コースの順
3・6コースが1位

3、4コースの順
2、6コースの順

2、4コースの順
4、6コースの順

2、3コースの順
3・5コースが1位

3、5コースの順
2・4・5コースが1回ずつ

2、4コースの順
4・5コースが1位

2・3コースが1位
4・6コースが1位

3、4コースの順
4、2・6コースの順

3、2コースの順
3、2コースの順

3、2・4・5コースの順
3、4コースの順

2、4コースの順
4、3コースの順

4、2・3コースの順
3、4コースの順

�7.46� 7.60 �7.74� 6.27 �7.58� 7.32

�8.01� 7.32 �7.30� 7.76

�6.76� 4.38 �7.57� 8.89

�7.59� 8.74 �6.92� 6.67 �7.16� 7.55

�6.68� 7.63

�6.90� 6.99 �6.66� 6.91 �6.91� 6.78 �7.73� 7.19

80.0％ 76.1％ 67.6％

69.2％ 77.8％

69.4％ 71.4％

100.0％ 44.4％ 48.3％

66.7％

73.3％ 76.9％ 68.4％ 66.6％

　現役最多のＳＧＶ12を誇る“王者”松井が手にしていないタイトルはグラチャン、
メモリアル、チャレンジＣの3つ。近年は差し構えが増えていたが、今年は3コー
スの攻めが冴えてＧⅠ優出5回、宮島グラチャンと鳴門オーシャンＣで準優出と好
成績を残している。獲得賞金も5000万円を超え、3年ぶりのグランプリ出場も見え
てきた。
　鳴門オーシャンＣに続き、今回もドリーム5号艇からのスタート。鳴門のドリー
ム戦は見せ場なく終わったが、今回は何か策を立てているか。

　桐生のターンは、回る前に“待ち”がある。他艇より1テンポ早くハンドルを入
れておき、他艇の動きを見ている。行く場所が決まれば、クルリと舳先を向けて抜
け出す。それをＳＧのスピードでやる。現代最高のターン技術である。近況はやや
大人しいが、夏場の成績が良くないのは毎年のことだ。
　最近3年で、ＳＧのドリーム6号艇は17年ダービーの4着のみ。6コースそのも
のは、18年の徳山グラチャン準優で差しを決めて優出している。当地ＳＧは17年の
チャレンジＣで優出歴。賞金ベスト6入りを目指し、ペースアップを図る。

3、2コースの順
2・4コースが1位

3、2コースの順
4、5コースの順

旋回スピードは若
手に劣るが、差し

場を与えるターンはしない。2
着は3コース。

2コース艇の動き
を封じるようにタ

ーンする。3着にはダッシュ艇
を絡ませるのが吉。

� 7.76� 6.48 � 7.69� 8.5370.3％ 74.2％

近畿地区　住之江推薦 施行者推薦　戸田推薦

3415 4444松井 繁 桐生 順平まつい��しげる

Ａ1・大阪・50歳
きりゅう��じゅんぺい

Ａ1・埼玉・33歳

ここを
チェック

ここを
チェック

ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
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◎予備選手　①4482�守屋　美穂（岡山）　②4387�平山　智加（香川）　③4547�中田　竜太（埼玉）　④4290�稲田　浩二（兵庫）　⑤4757�山田　祐也（徳島）　⑥4205�山口　　剛（広島）　⑦4524�深谷　知博（静岡）　⑧4604�岩瀬　裕亮（愛知）

2020年獲得賞金ベスト40（2020年1月1日〜8月4日）

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
① 4320 峰　　竜太 佐賀 108,733,000円
② 3854 吉川　元浩 兵庫 79,792,932円
③ 4477 篠崎　仁志 福岡 77,358,333円
④ 3744 徳増　秀樹 静岡 68,419,000円
⑤ 3783 瓜生　正義 福岡 64,465,500円
⑥ 3897 白井　英治 山口 58,157,000円
⑦ 4418 茅原　悠紀 岡山 58,140,000円
⑧ 3960 菊地　孝平 静岡 55,832,000円
⑨ 4238 毒島　　誠 群馬 55,293,000円
⑩ 3415 松井　　繁 大阪 53,595,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
⑪ 4337 平本　真之 愛知 48,993,000円
⑫ 4444 桐生　順平 埼玉 45,974,000円
⑬ 4168 石野　貴之 大阪 44,653,000円
⑭ 4024 井口　佳典 三重 44,513,000円
⑮ 4344 新田　雄史 三重 43,724,340円
⑯ 4371 西山　貴浩 福岡 43,247,000円
⑰ 4503 上野真之介　 佐賀 43,035,000円
⑱ 3941 池田　浩二 愛知 42,911,000円
⑲ 4686 丸野　一樹 滋賀 42,895,333円
⑳ 4262 馬場　貴也 滋賀 40,954,500円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 4044 湯川　浩司 大阪 40,602,000円
� 3573 前本　泰和 広島 40,174,000円
� 4296 岡崎　恭裕 福岡 39,796,000円
� 3721 守田　俊介 滋賀 39,449,000円
� 4524 深谷　知博 静岡 37,986,333円
� 3942 寺田　　祥 山口 37,387,000円
� 4148 枝尾　　賢 福岡 36,114,566円
� 4350 篠崎　元志 福岡 33,922,000円
� 3582 吉川　昭男 滋賀 33,450,000円
� 4074 柳沢　　一 愛知 33,223,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 4504 前田　将太 福岡 32,527,000円
� 3780 魚谷　智之 兵庫 32,080,500円
� 3737 上平　真二 広島 31,617,000円
� 3826 村田　修次 東京 31,281,000円
� 4205 山口　　剛 広島 30,951,333円
� 4290 稲田　浩二 兵庫 30,599,265円
� 4497 桑原　　悠 長崎 30,412,000円
� 4688 永井　彪也 東京 30,122,000円
� 4831 羽野　直也 福岡 29,593,000円
� 4816 村松　修二 広島 29,553,000円

5号艇 6号艇

ドリーム戦		8月25日火（初日）第12		レース　出場選手　●各地区勝率上位5名および推薦選手1名

	[開催施行者] 希望選手



ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 1312

穏やかな水面で
定石通りの展開に

　下関はＬＥＤ照明で全国一明るいナイター
場。ピットから2マークまでの距離もあり、1
マーク水面も広い。誰にでもチャンスがあるコ
ース設定となっている。1マーク付近の堤防で
うねりも入ってこず、潮の干満もレースに大き
な影響を与えない。
　1年を通じて静水面なため、①コースは逃
げ、②コースは差し、③コースは自力主体、④
コースはブイ際の差し、⑤コースは捲り差し、
⑥コースは最内強襲と、定石通りのレース形態
が多い。
　前半戦のホーム向い風から徐々に追い風に変
化するが、その追い風が5ｍを超えると突然、

牙を剥く。イン逃げはターンを回った瞬間の向
い風で失速するシーンが多く、差し、捲り差し
で大穴が飛び出す可能性が増す。

イン水面も
夏場は1着率10％減

　コース1着率はインが全国有数に強く、6割
オーバーの数字を残す。レースの隊形はもちろ
ん、1号艇にシード選手が多く入る番組構成の
影響も大きい。
　ただ、夏場になるとイン1着率が約1割ほど

下がる傾向だ。気温が高くなって起こしが重
く、回転の上がりが悪いのが要因。インに座る
選手で、機力が伴わない時の取捨選択が好配当
ゲットの鍵を握る。
　ちなみに、当地前回のＳＧ（17年・チャレン
ジＣ）はイン1着率が61.4％と高かった。

エース機不在で
数字の信頼度も微妙

　モーターは3月16日に初下ろしされたがエー
ス機が不在。当初は優出を連発した�、�
が有力候補だったが、近況はエース級の迫力に
欠けるし、乗り手で稼いだ感もある。節ごとに
トップ級がコロコロと変わっているのが現況。
　さらに、2連率が高くても低調機シリーズで
稼いだケースもあり、鵜呑みは危険。試運転や
展示航走の気配、タイムには注目したい。

　ＳＧレースの舟券の狙いを考えるとき、最近
の傾向は…と、当該レース場の前節や前々節の
レースデータを参考にするのは考えもの。なぜ
か？　ＳＧと一般ではレース傾向も全然違って
くるからだ。そしてそれは、ナイターレースで
より顕著になる。
　今回は下関ナイターＳＧということで、昨年
4月の「ＧⅠダイヤモンドカップ」と一昨年6月
の「ＧⅠ競帝王決定戦�開設64周年記念」の傾向
を洗ってみたが、具体的な数字を出すまでもな
く、結論はすぐに出た。「鬼のようにインが強
い」。

　それでも1日平均1回は捲りが決まる。どん
な場合か？　インがスタートで遅れた場合、こ
れに尽きる。スタートが同体では捲りは決まら
ない。差しや捲り差しもそれぞれ1日平均1回
は決まる。ただし、捲りにインが反応すればと
いう条件付きだ。誰が差そうが捲ろうが、「イ
ンがスタートを決めれば逃げ切れる」のが下関

の記念ナイターだ。
　ナイター導入後の
下関でスタートが早
いのは、菊地孝平
（静岡）、平本真之

（愛知）、原田幸哉（長崎）、徳増秀樹（静岡）、
岡崎恭裕（福岡）と、地元の白井英治（山口）。

インは信頼、捲りも見込める頼れる面々だ。な
かでも、ナイター経験豊富な平本が筆者のオス
スメ。
　現在、毒島誠（群
馬）が2連覇中のこ
の大会。過去には、
モンスターをはじめ
魔術師やレジェンド、そして艇王と、時代を築
いた巨人たちが次々と挑むも誰もが成し遂げら
れなかった同一ＳＧ3連覇に、今回毒島が挑戦
する。最多ナイターＳＧ優勝（5回）の記録を
持つ“夜の帝王”だけに期待度はかなり高い。
当地ナイターレース初のＳＧ開催だった17年の
チャレンジカップを制したのも、この男だ。

潮位の影響少なく、広く穏やかなナイター水面。
モーターは相場定まらず、直前気配は要チェック!

インの強さにア然となるのが下関記念ナイター
スタート魅力の菊地、平本と偉業に挑む毒島!

松長		彰の	

『マンスリーBOAT�RACE』

これしかない!!

インの1着を買い続けて
稼げるのか？

　「ボートレースはインから」「実力差の少ない
ＳＧはインが強い」は、もはや常識だ。イン＝
1号艇から売れれば、配当も安くなる。低配当
なら当て続けるしかないが、プロの記者でも12
Ｒパーフェクト的中なんて滅多にない。低配当
でコツコツ稼いでも、1回外れれば収支は一気
にマイナスだ。それなら、イン＝1号艇の1着
は信頼して、2、3着選手を絞って買い目を減
らせないだろうか。

強い選手ほど
1号艇が回ってくる

　シリーズ中に1号艇がもらえる回数は平等で
はない。通常のＳＧは1日12レースの6日間開
催で、1日につき12レース×6名＝72名の選手
が必要になる。しかし、出場選手は52名しかお
らず、不足分の20名を埋めるために考え出され
たのが“1日2回走り”である。競輪や競馬には
ない制度だ。なお、予選で5走（2回走り×1
日）する選手、6走（2回走り×2日）する選手
を決めることを出走調整と呼び、ＳＧでは選出
順位の高い方から順番に予選6走になる。
　ＳＧの予選で同じ枠番が回ってくることはな
く、予選6走なら必ず1号艇がもらえる。加え
て、予選得点率ベスト3に入れば準優1号艇、
予選トップ通過で準優1着なら、優勝戦も1号
艇だ。予選落ちや準優で敗退した選手も、5日
目以降の一般戦で1号艇がもらえる。選手は最
大3回、少なくても1回は1号艇になる。イン
1着率が50％を超えている選手は、1号艇を2
回もらえば1回は1着を獲る計算になる。66％
を超えればさらに確率が上がり、75％超なら軸
艇信頼だ。
　特に5日目、6日目の一般戦は番組マンの裁
量が大きく、準優に乗った選手は大抵1号艇を
もらえる。まずは、1号艇＝インで勝ってくれ
る選手を探そう。

メモリアルの
イン信頼選手は6名

　今回のメモリアル出場選手では、宮島グラチ
ャン覇者の徳増秀樹が93.5％でイン1着率トッ

プ。31走して29勝もしている。2、3位にはド
リーム出場常連の白井英治、峰竜太が続く。
　ただ、「徳増の1コースは強い」といっても、
①徳増から20点買っていたのでは取りガミにな
る。実際、グラチャンの優勝戦は3連単①❷❸
で1,050円しかつかず、20点買っていたら950円
のマイナスだ。

　ほかの選手も同様で、前出のイン1着率上位
6名を買い続けた場合、回収率がプラスになる
のは赤岩善生と西山貴浩の2名で、徳増は回収
率100.1％とほぼ元返し、「走れば売れる」峰の
回収率は64.7％しかなかった。
　①徳増や①峰の1着は崩れないなら、2着候
補を絞り込むしかない。3着は展開次第だか
ら、流しておくのが得策だ。グラチャンの①徳
増は、3日目は①❸❹、準優は①❷�⑤だった。

イン巧者は2コースに
差し場を与えない

　まずは、イン1着率上位6名がインで1着を
獲った、延べ153レースを分析した。

　6名がイン1着時の2着コースを見ると、2
コースの30.7％よりも3コースのほうが32.6％
と高かった。その要因はスタートだ。
　スリット同体、またはトップスタートを切れ
れば、あとは自分との勝負だ。残り5艇の差
し、捲りを封じて逃げることのみを考ればい
い。ところが、スリット隊形が崩れたり、スリ
ット後に伸びてくる艇がある時は、とにかく1

マークを先に回るか、捲ってきた艇の外にポジ
ションを変えて2、3着残しを狙うかの選択を
迫られる。
　赤岩のイン戦成績を見ると、31走して平均�
ＳＴは0.09。トップスタートは21回、67％もあ
る。他人より早いスタートを決められれば、1
マークの手前で一瞬スピードを落として舟をし
っかりと向ける時間ができ、旋回半径の小さい
ターンができる。スピードターンをする必要が
ないので、2コースの差しは前を塞がれる形に
なって、3コースから全速で攻めた選手が2着
に入る確率が高くなる。
　他の5名のイン平均ＳＴも他コースより早
く、他艇にトップスタートを切られても、その
差は0.03〜0.05程度で、捲る艇に絞められる、
捲る艇に抵抗するといったシーンは少ない。た
だし1マークで握って回る白井、スタートを合
わせるタイプの西山は2コースに差し場ができ
る。さらに、西山の場合は3回に1回はアウト
勢を2着に連れてきており、これが回収率プラ
スの理由だろう。

イン巧者6名の①❷❹は
“買ってはいけない”

　最近1年のＳＧ・ＧⅠで、①から最も多い出
目は①❷❸の8.0％、回収率は93.8％だ。5位ま
で全部回収率100％を割っている。

　ところが、イン巧者6名の出目トップは①❸
❷の11.0％、回収率は185.3％もある。①❷❸の
回収率も100％を超えるが、発生率は7.1％しか
ない。①－❷を買う場合でも、発生率2.2％、
回収率18.4％の①❷❹は“買ってはいけない”
出目。4コースが一瞬待ってから2番差しより
も、スピードで攻める3、5コースが残る。
　ちなみに、①❷❹が足を引っ張っている①－
❷－流しの回収率は76％しかないが、①－❸－
流しでも回収率は136.3％あり、①－❸なら3着
は絞らなくても大丈夫だ。
� （2019年7月〜2020年6月／1コース10走以上）

ＳＧ・ＧⅠ 1年 		イン1着率ベスト6
順位 選手名 イン1着率 3連単回収率

① 徳増　秀樹 93.5％ 100.1％
② 白井　英治 87.0％ 77.4％
③ 峰　　竜太 86.7％ 64.7％
④ 赤岩　善生 80.6％ 112.8％
⑤ 井口　佳典 80.5％ 97.5％
⑥ 西山　貴浩 80.0％ 110.1％

ＳＧ・ＧⅠ 1年 		イン着時の2着コース

1着選手
2着コース

2コース 3コース 4コース 5コース 6コース

徳増　秀樹 24.1％ 41.3％ 17.2％ 10.3％ 6.8％
白井　英治 40.0％ 20.0％ 30.0％ 5.0％ 5.0％
峰　　竜太 34.6％ 38.4％ 11.5％ 11.5％ 3.8％
赤岩　善生 24.0％ 32.0％ 28.0％ 12.0％ 4.0％
井口　佳典 27.2％ 30.3％ 21.2％ 12.1％ 9.0％
西山　貴浩 40.0％ 30.0％ 0.0％ 15.0％ 15.0％
合　　　計 30.7％ 32.6％ 17.6％ 11.7％ 7.1％

ＳＧ・ＧⅠ 1年 		1号艇1着時の3連単出目ベスト5

順位 出目 発生率 回収率
イン巧者6名

発生率 回収率

① ①❷❸ 8.0％ 93.8％ 7.1％ 116.5％
② ①❷❹ 5.8％ 74.3％ 2.2％ 18.4％
③ ①❸❹ 5.4％ 83.7％ 6.0％ 180.1％
④ ①❸❷ 5.3％ 89.1％ 11.0％ 185.3％
⑤ ①❷�⑤ 4.3％ 74.9％ 8.1％ 100.3％

メモリアルで信頼できるイン巧者は6名
2着受けは2コースより3コースがオススメインの強いナイターＳＧで 

舟券収支がプラスになる 
2、3着の買い方は…？

元ボートレーサー 土屋幸宏が分析
水面＆モーターガイド
 山崎　千郷�●『日刊スポーツ』

徳増　秀樹 白井　英治 赤岩　善生 井口　佳典 峰　　竜太 西山　貴浩
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モーター2連率ベスト15（2020年3月・使用開始〜7月17日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

舟足評価
ワンポイントチェック

出足 伸び 回り足

①� 56.6％ 6.80 4 ❶ ◎ ◎ ○ 初下ろし節Ｖ機。伸び型傾向だが出足上昇
②� 53.3％ 6.21 4 0 ○ ○ ◎ 初下ろしで準優勝機。2着が多い安定指向
③� 48.7％ 6.44 4 ❶ ○ ◎ ◎ 5月に中間整備。勢いなら上位2基を凌ぐ
④� 48.1％ 6.25 3 ❶ ○ ○ ○ 6月馬場貴也が強力仕立てでＶも近況平凡
④� 48.1％ 6.05 3 ❶ ○ ◎ ○ 回転が合えばスリットで威力。自力型向き
⑥� 44.0％ 5.93 1 0 ○ ○ △ 4月に馬場貴也が周年優出も実戦足は微妙
⑦� 43.7％ 6.14 2 ❶ ○ △ ○ 3月江口晃生が24場制覇した。伸びに課題
⑦� 43.7％ 6.08 2 0 ○ ○ ○ 調整が合えば出足系。近況はピリッとせず
⑨� 43.1％ 6.32 1 ❶ ◎ ○ ○ Ｖは5月岩崎正哉の1回だが1着率が高い
⑩� 43.0％ 5.73 2 ❷ ○ ○ ◎ 2優出で2優勝とＶ率100％。実戦タイプ
⑪� 42.6％ 5.80 2 0 ○ ○ ○ 出足、伸びとも目立たないがバランス良い
⑫� 42.4％ 5.60 0 0 △ ○ ○ 優出歴はないが1、6着のピンロクタイプ
⑬� 41.8％ 5.83 3 0 ○ ◎ ◎ 温水パイプが外れて上昇機。スリット強め
⑬� 41.8％ 5.76 2 0 ○ ○ ○ 地元の谷村一哉が仕上げたがその後は平凡
⑮� 41.6％ 5.66 1 0 ○ ◎ ○ 夏に向け右肩上がり。全速スタート伸びる

●下関はチルト3度まで使用できます。

開催日 潮 満　潮 干　潮

8月25日㊋ 小潮 13：41 19：38
26日㊌ 小潮 14：58 20：45
27日㊍ 小潮 16：48 22：39
28日㊎ 長潮 18：20 11：10
29日㊏ 若潮 19：19 12：26
30日㊐ 中潮 20：02 13：21

開催期間中の潮汐表

最近6ヵ月 	進入コース別成績（2020年1月1日〜7月17日／1,340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 8.46 62.8% 16.1% 7.5% 0.16 800回 - - - 36回 1回
2コース 5.61 12.0% 26.8% 18.3% 0.17 - 26回 - 118回 12回 4回
3コース 5.30 9.4% 22.2% 21.0% 0.16 - 42回 45回 19回 18回 2回
4コース 5.14 8.9% 19.4% 22.7% 0.16 - 49回 28回 28回 12回 2回
5コース 4.15 5.8% 10.3% 17.5% 0.17 - 12回 47回 8回 9回 2回
6コース 3.16 1.5% 5.7% 13.3% 0.18 - 9回 8回 1回 2回 0回

the DATA



ＳＧ第66回ボートレースメモリアル
オフィシャルパンフレット 1514

ボートレース下関 公式チャンネルで

全 日 程 生 配 信 !
YouTube配信 　ＭＣ：永島知洋
バーチャルオープニングセレモニー

YouTube配信
ドリーム戦出場レーサー公開インタビュー

元ボートレーサー

芦村幸香	＆	永島知洋
YouTubeレースLIVE

配信時間 �
第1〜12レースまで�
（14：00頃〜20：50頃）
◦初日は13：40頃より配信�

8/25㊋

8/25㊋ 8/30㊐

8/30㊐ 釣り好き集まれ!

ドランク
ドラゴン
鈴木拓

ボートレース
ミーティング　

1回目 ��17：15〜17：45頃　 2回目 ��18：55〜19：25頃 1回目 ��17：00〜17：30頃　 2回目 ��19：00〜19：30頃

8/29㊏
各回20〜30名様

児玉碧衣 渡邉優美藤田剣次 古澤光紀

鈴木隆史
『マンスリーBOAT�RACE』
チーフアナリスト

ゲスト
松田悟志

ゲスト
平田雄也

アシスタント：井上英里香

ＭＣ：ういち

アシスタント：栗原里奈

ＭＣ：内山信二

8/25㊋
〜Final〜

4月から数回にわたって行われてきた�
ROAD�TO�BOAT�RACE�MEMORIAL予想対決！
その成績上位者がここに再び登場！！！

YouTube生配信 配信時間 ��第1〜12レースまで
　　　　　　　　　　　　　　（14：00頃〜20：50頃）

リモート

レギュラーゲスト
ういち

スペシャルゲスト
蝶野正洋
（プロレスラー）

人気競輪選手 ボートレーサー

ういち・鈴虫君・オモダミンＣ
YouTube生配信

ロングラン予想バトル
配信時間 ��第1〜12レースまで（14：00頃〜20：50頃）

鈴虫君 ういち オモダミンＣ

8/26㊌・27㊍・28㊎・29㊏

？× ×グランジ大	YouTube生配信 予想ステージ

Ｒ藤本 アイデンティティ田島BANBANBAN山本

8/30㊐
配信時間 ���第1〜12レースまで（14：00頃〜20：50頃）

グランジ大

？

出演：Ｒ藤本・BANBANBAN山本・アイデンティティ田島・きしはやと・グランジ大・どさけん

10Rよりスペシャル
ゲスト登場！！
詳細はここから
明らかに…!?

ボートレース公式チャンネルで 生配信!!開催期間中毎日
開催期間中毎日「オッズタイム!!」で 話題の

オンラインファン交流イベント

釣りトーク

応募はこちら➡
締切 �8月23日㊐

各回20〜30名様

長州力5G
スペシャルサイトはこちら

第１話

第２話

長州力、ボートレースメモリアルの
PR企画を考えてみた～

長州力５G、下関で現実世界と仮想世界を
５Gっぽく融合してみた　featMC長州力


