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●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。倉敷市ボートレース事業局　岡山県倉敷市児島元浜町6－3　☎086－472－5050

応募方法

特設サイトの応募フォームまたは郵便ハガキに、クイズの答えと応募者
の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえご応募ください。

【宛先】	 特設サイト

	 https://66derby-open.jp/  9月24日OPEN

	 ハ ガ キ
	 〒542-0081		大阪市中央区南船場4－4－3　4Ｆ		㈱新東通信内
	 	 「ＳＧ第66回ボートレースダービー　オープン懸賞」係

応募締切

特設サイト 　2019年10月27日㊐・17：00まで
郵便ハガキ 　2019年10月27日㊐（当日消印有効）

当選発表

クイズの正解者の中から厳正な抽選により当選者を決定し、賞品の発送
をもって発表にかえさせていただきます。
●賞品内容は一部変更となる場合があります。

●賞品はお選びいただけませんので予めご了承ください。
●	ご応募はお一人様1回限りとし、ウェブ・ハガキとも複数応募された場合は、全て
無効とさせていただきます。

●	ご応募いただいた方の個人情報につきましては、賞品の発送以外には一切使用いた
しません。また、プレゼント発送後に責任をもって消去・廃棄処分いたします。

オープン懸賞クイズ

参加方法など
詳しくは

ボートレース児島ホーム
ページ、携帯マクール・
ボートレース児島サイト
からもアクセスできます。

万コジポ500山分けキャンペーン！山分けキャンペーン！

合計

ダービー賞
アジア最大級豪華客船で行く！ 
魅惑のアジアクルーズ8日間

ボートレース児島賞
ＳＧ第66回ボートレースダービー 
オリジナルクオカード

サッポロビール賞
サッポロビール 
ギフトセット

デンタルプロ賞
デンタルプロ 
歯ブラシセット

カシオ賞
Ｇショック腕時計

倉敷賞
屋久島一周探訪の旅3日間

大阪王将賞
大阪王将こだわり
餃子セット

ＵＣＣ上島珈琲賞
ＵＣＣ上島珈琲 
ギフトセット

パナソニック システムソリューションズジャパン賞
4Ｋ対応49型テレビ
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ＳＧ第66回ボートレースダービーは

ボートレース〇〇で開催されます。
〇に当てはまる漢字2字をお答えください。
正解者のなかから抽選で賞品をプレゼント！

問　題

●児島テレポイント倶楽部会員様対象のキャンペーンです。
●厳正な抽選のうえ、コジポの付与をもって発表にかえさせていただきます。
●ポイント付与に多少のお時間がかかります。あらかじめご了承ください。	

購入金額に応じて、 
抽選でコジポをプレゼント！

ランク別抽選会
Ａランク
購入金額

100万円以上

500,000コジポ 1名様

100,000コジポ 5名様

50,000コジポ 20名様

10,000コジポ 30名様

Ｂランク
購入金額

50万円以上

100,000コジポ 5名様

30,000コジポ 10名様

5,000コジポ 40名様

Ｃランク
購入金額

10万円以上

10,000コジポ 10名様

5,000コジポ 40名様

1,000コジポ 100名様

Ｄランク
購入金額

5万円以上

5,000コジポ 20名様

1,000コジポ 100名様

500コジポ 200名様

ランク別回収率上位者に 
コジポをプレゼント！

コジポダービー！
Ａランク　購入金額100万円以上

回収率1位	 200,000コジポ付与
回収率2位	 100,000コジポ付与
回収率3位	 50,000コジポ付与
回収率4〜10位	 30,000コジポ付与
Ｂランク　購入金額10万円以上

回収率1位	 100,000コジポ付与
回収率2位	 50,000コジポ付与
回収率3位	 30,000コジポ付与
回収率4〜10位	 10,000コジポ付与
Ｃランク　購入金額　5万円以上

回収率1〜38位	 5,000コジポ付与

その1 その2

　ハガキに、「ダービー・クオカ希望」と記
載のうえ、応募者の①郵便番号②住所③氏名
④年齢⑤電話番号および⑥本誌を入手したボ
ートレース場・チケットショップ名（『マン
スリーBOAT	RACE』の定期購読を申し込んでおられる方は「定
期」）を明記して、下記の宛先までお送りください。
　ご応募はお一人様につき1枚限りとし、複数のご応募は無効と
いたします。

宛　先	
〒600－8431
京都市下京区綾小路室町西入ル		グランドビル21		201号
マンスリー「ダービー特集号」プレゼント係

締　切  2019年10月28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。

ボートレース児島
ＳＧ第66回ボートレースダービー
オリジナルクオカードをプレゼント！

抽選で
20名様に

● 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66回ボートレースダービー
電話投票・前日前売発売実施！

電　車   ＪＲ瀬戸大橋線「児島駅」から無料バスで約5分
車   瀬戸中央自動車道「児島ＩＣ」より約5分

●開催期間中、「倉敷駅」「福山駅」などから無料バスを運行

児島ボートレース場へのアクセス

ボートレース児島ホームページ
http://www.kojimaboat.jp/

ボートレース児島

実況ライブを楽しもう!

ＪＲ復路運賃
支払いサービス

対象交通機関　ＪＲの列車
（当日発行の乗車駅からの往復切符が必要です）

キャンペーン期間 ＳＧ第66回ボートレースダービー　2019年10月22日〜27日

賞  品

●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。

●	電話投票は
朝7時から
発売します。

特設サイト

ＳＧ第66回ボートレースダービー　オフィシャルパンフレット

▪ボートレース児島・開門 10/22㊋  8：45　10/23㊌〜27㊐  9：45
▪第 1 レース・スタート展示 10/22㊋  10：15　10/23㊌〜27㊐  10：07
▪第12レース・本場発売締切予定時刻 16：35（場外締切は本場発売締切の1分前です）

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場外発売
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―「やりたい」と「やらなきゃ」が一致すれば
良いのでは？

寺田　自分がやりたいターンができるのは1節
に1回あるかないかで、8割がやらなきゃいけ
ないターン、誤魔化しのターンです。
　プロペラが合っていなくて、サイドが掛から
ないこともあります。掛からないのなら、掛け
て回るしかない。1周目はプロペラのせいで
も、2周目からは掛けて回れない自分のせいで
す。そういうこともノートに書きました。
　それでも、自分のやりたいターンってあるん
ですよ（笑）。「やるな」とは言わないけど、や
るためには点数や経験の貯蓄が必要です。

特技を持たない、オールマイティーは強い
―寺田さんといえば、安定感抜群の7点レー

サーです。

寺田　勝率は運良く取れているという感じで
す。年齢を重ねているうちに体力が落ちて、経

験値は増える。良いとこ取りをしていかないと
ついて行けないし、レースも時代によって変わ
っていきます。
　私には突出した特技はないけど、行き足を良
くして、スタートをちゃんと行って、どのコー
スからでもレースができるようにと思っていま
す。優勝やタイトル、勝率は後付けで、少しず
つできたり、できなかったりの平均点です。

―仕事の上で、年齢を感じることは？

寺田　習得するものを考えるようになりました
ね。習得には時間も懸かるし、衰えていく部分
もあります。習得すべきものは増えるばかりな
ので、何をするかを整理しないと。流行りにも
乗っからないと、時代遅れになるでしょう？
　プラスで、年齢差をカバーするくらいエンジ
ンを出さないと厳しいとも感じています。そう
いうのは、辞めるまで続くことです。

―後輩たちは大変だ。

寺田　「先輩がそんなに頑張ったら、絶対に追
いつかないです」って言われます。「若者は倍
速で習得していかないといけないんだから、頑
張らないと！」って話すと、守屋美穂ちゃんな
んかは「そっかぁ」って。ぽかぁ〜んとしてい
ますよ（笑）。
　そんな美穂ちゃんですが、7月に芦屋でＧⅡ
を勝って、ダービー出場へもう少しでした。一
緒に出たかったですね。

―年齢を重ねると、体のメンテナンスが必要
だと思いますが？

寺田　それが、何もしていないんですよ。やる
のはゴルフくらいで。整体にも行かないし、ジ
ムにも行かない。以前に股関節が痛い時期があ
ったので、そのための体操をやるくらいです
が、それもテレビを見ながらできます。それで
も首も膝も悪くない。これって、ある種の才能
じゃないですか？

―セサ〇ンとか、〇ロレラも不要なんです
ね。羨ましい。

寺田　そうは言っても、もう50歳です。日高逸
子さんが58歳。私があと8年、あのテンション
でやれって言われたら、自信がありません。日
高さんは痛い所を全く見せないけど、私は痛い
所ができたら無理かな。
　この先、何があるかわからないので、主人と

「50歳を過ぎたら1年更新」に決めました。1年
ごとに「もう1年やれるか？」「やります」みた
いな感じです。あと「大ケガしたら即クビ」な
ので注意しています。
　主人とはよく喋るほうだと思います。仕事に
ついては、持ちペラの頃と違うので、大体こん
な感じと伝え合うくらい。困るのは「やっちゃ
ダメ」って言っているのに、主人が飼っている

寺田千恵50歳。“師匠”はじめました。
―最近、お弟子さんを取ったそうですね。

寺田　安井瑞紀ちゃんですね。弟子の面倒を見
るのは初めてなんですよ。頼まれなかったのも
あるけど、持ちたいとも思っていませんでした。
師匠業って、その人の選手生活を背負うことな
ので、できるなら持ちたくなかったんです。

―それなのに、なぜ？

寺田　彼女が師匠を探しているときに何節か一
緒になったんです。頼まれたときは「選手をあ
と何年やれるかわからないから、責任を持ちか
ねる」って断ったんですけど、「何年かだけで
もいい。教えてもらいたいことがいっぱいある
んです！」と諦めてくれない（苦笑）。
　まあ、私が辞めても主人（立間充宏）がもう
少し選手をやっているだろうし、それだけの覚
悟があるなら、という感じで受けました。

―初弟子の印象は？

寺田　安井ちゃんはホント、今どきの子です。
昔みたいな上下関係って感じはなくて、母親く
らいの感覚で接してもらっています。今朝も
「唐津、行ってきます」ってLINEが来ました。
今は一つ一つのことを一緒に、楽しんでやって
います。
　住之江で一緒になったときは、ピット離れを
教えました。競技本部で「この先輩が上手いか
ら」と、ビデオを観て研究したんですが、何回
も同じ場面ばかり繰り返して観るから、事務の
お姉さんがめっちゃ笑うんですよ。
　次に安井ちゃんが住之江に行ったときには、
もうピット離れができるようになっていまし
た。「あのとき練習した成果があったね、って
言われました」って、嬉しそうなLINEがきま
した。

―寺田さん自身の世代とは違いますね。

寺田　私は「ナニクソ！」って気持ちだけで生
きてきましたから。陸の上で怒られても、水面
に出れば何でもＯＫ。「明日は絶対に捲ってや
ろう」って思っていました。
　実際、先輩に言われたことがあるんですよ。
「今は反省しましたって顔をしているけど、明
日捲ってやろうって思っているんでしょう」っ
て。心の中で「はい」って返事をしました（笑）。
　今の子は、「ナニクソ！」ってなりませんね。
「この人を踏みつけてでも上に上がってやろ
う」っていうのが、教育で植えつけられていま
せん。安井ちゃんも「一緒にレディースＣに行

きたい」と言っています。年齢のこともあるの
で、「行くなら早く」とお願いしています（笑）。

―師匠になって、変わったことは？

寺田　基本の復習がプラスされました。自分が
できないことは教えられません。若い子の刺激
になるには、自分をアップデートしていかない
といけないし…。辞めるまでの期間が長くなっ
た気がします。

メンタル指導

『寺田ノート』で自分の基を作る
―どういう指導をされているんですか？

寺田　まず最初に、3ヵ月くらい時間をもらっ
て、項目別に伝えたいことを書いたノートを作
りました。
　「このノートは基本の基です。これに、貴女
が『あっ』と思ったことや、気づいたことを足
していってください。内容のあることを書ける
ようになったら、“貴女だけの教科書”ができ
るから」と話しました。

―書くだけで良いんですか？

寺田　ただ仕事をしているだけでは、何も書け
ません。大事なのは「あっ」と思い、自分で分
析し、解決することです。納得できなければ、
自分の考えや質問を私にぶつけてくると思いま

す。
　ターンの練習をす
るにしても、レース
に使えると思って練
習したのに、レース
では使えなかったと
したら、それは練習
しただけなんです。
何がダメなのか、ど
うして失敗したのか
を把握して練習しな
いと、レースに行っ

て使えるわけがない。自分で自分を分析できる
ようにならないとダメです。その考え方を教え
るためのノートです。

過去の自分が、今の自分を支える
―まさに、育てる教科書ですね。

寺田　私たちの仕事って、8割がメンタルなん
です。行き詰まったときに、ノートを書いた自
分が助けになってくれます。後になって見返す
こともできます。このノートで自分流の基本を
作り上げてほしいと願っています。

　私にもノートがあります。スランプのとき
は、特によく書きます。自分の気持ちとかも書
くので、後で読み返すと「こんなに追い込まれ
ていたのか…」って、笑っちゃいますよ（笑）。

技術指導

レースはターンマークとのタイマン勝負
―技術面の指導はどうでしょう？

寺田　ターンマークを見て回りなさい、と指導
しています。レースをする上でまず大事なこと
は、ターンマークを見ることです。
　「スピードがないなら握って回れ」とか、「踏
み込んでハンドルを切れ」って指導する人もい
るけど、「だったら自分でやってみ」と思いま
すよ。それって無理だから。

―ターンマークを回らないと競技になりませ
んが…。

寺田　ボートレースの基本は「自分とターンマ
ーク。ほかの5艇を考えてはいけない」です。
そこができれば、ソコソコの成績は残せます。
　デビューしたばかりの人は、ほぼ100％でき
ていない。養成所でも教えているはずなんだけ
ど、模擬レースが始まると「5艇と自分」にな
ってしまってターンマークが消えちゃう（苦
笑）。
　なので、安井ちゃんには「ひたすらターンマ
ークを回るように」と指導してきました。上手
に回れるようになってからは、大敗が減ってい
ます。

ターンは「やりたい」より「やらなきゃ」
―ターンマークの回り方も様々です。

寺田　勝ちたいなら、使えるターンをするこ
と。上手なターンと、レースで使えるターンは
全然違います。したいターンと、やらなきゃい
けないターンも全然違う。捲りたいけれど差さ
ないといけない、それがやらなきゃいけないタ
ーンです。その判断の基準となるのが、ターン
マークなんです。

―また、ターンマークですか？

寺田　ターンマークが見えていないと絶対に勝
てません。ツケマイを行くにしても、ターンマ
ークが見える状態だったら捲れますが、見えな
ければ、ただ外を回っているだけで捲れませ
ん。先に回っている人が、ターンマークを隠し
ているんだから。ターンマークが消えた時点で
捲っても勝てない、そう判断して差さなきゃい
けないんです。
　差しに切り替えれば、ターンマークが見えま
す。勝機も出てきますが、ダメだと思ったとき
の切り替えが難しい。それをするために、自然
に身体が反応するように練習しないといけない
んです。

「ＳＧはしんどいけど、出られるのは幸せ」   “岡山  支部のお母さん”寺田千恵が地元ダービーに挑む。 
　寺田が選手生活30年目にして初めて弟子を持った。常に前を見て戦い続けてきた寺田だが、教える
立場となってからは、基本の復習が増えた。弟子とともに、自身を根本から鍛え直している。
　ダービーは今回で8回目、ＳＧは39回目の出場だ。「母親くらいの感覚」で弟子を、岡山支部の後輩
たちを見てきた寺田が、地元の大舞台で見せるのは、自身の集大成か、それともさらなる可能性か。 
 （インタビュー＆構成／『マンスリーBOAT RACE』依藤研二）

注目レーサー 
the INTERVIEW

3435 寺田　千恵（岡山）

てらだ　ちえ
1969年4月11日生まれ。岡山支部・65期。
1989年11月、若松でデビュー。94年12月、宮島・
女子リーグで初優勝。2007年2月、徳山・レディ
ースＣでＧⅠ初優勝を飾る。ＳＧは00年8月、若
松・メモリアルで初出場、01年6月、唐津・グラ
チャンで女子初のＳＧ優出を果たした。その後、
立間充宏と結婚して福岡から岡山支部に移籍。同
期に大賀広幸、柏野幸二、大平誉史明らがいる。

◆通算成績 （2019年9月3日現在）

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 6,842回 298回 67回 50.5％ 69.1％
Ｓ　Ｇ 308回 1回 0回 17.2％ 31.8％
Ｇ　Ⅰ 608回 14回 2回 33.7％ 52.6％

◆全国成績（最近2節）
19年	 8月	 蒲　郡	 ＧⅠ・レディースＣ	 6③④①③⑥①③4
19年	 7月	 若　松	 一般競走	 ③①②1③④④②3❸

◆児島成績（最近2節）
19年	 7月	 一般競走	 ①②①①②③①③4③1
19年	 3月	 ＧⅡ・レディースＡＳ	 4②①③③①1❶
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犬にパンとかあげちゃうこと。柴犬なのに、く
まモンみたいです（苦笑）。

問題に光明が見えたときの感覚が好き
―長年トップの位置にいて、気持ちが折れま

せんか？

寺田　私はこの位置に居るのが当たり前だと思
ったことがないんです。自分が上手いと思った

ことはないし、人
より何かができる
というわけでもな
い。勉強し続けな
いと居られないと
やってきて、ラッ
キーでこの位置に
30年いるのだと思
っています。
　だから、落ちて

も自分がダメになったとは思いません。「こん
なもんだなぁ」って、また頑張るだけです。

―もしかして、研究熱心な学者肌？

寺田　ある原因があって、それに対してどうす
るのかと考えるのが好きなんですよ。スランプ
のときほど、そこから抜けるときの“キラッ”
ていう感覚が好きで、ワクワクします。

上で戦うのは、しんどいけど幸せなこと
―大晦日決戦、ＰＧⅠクイーンズクライマッ

クスは第1回からフル出場ですよ。

寺田　あれができて、正直しんどい。山川美由
紀さんとも「しんどくなった」って話していま
した。賞金のことを考えないといけなくなりま
したから。
　私はあんまりお金の計算をしたくないタイプ
で、「頑張った結果が、この金額」っていうの

が好き。なのに、今は「12人に残るために、こ
こで頑張らないと」と賞金を意識してしまう。

―それでも毎年、12人に残っています。

寺田　夏のレディースＣにしろ、年末のクイー
ンズＣにしろ権利ものなので、選手をやってい
る以上は目指すのは当然。しんどいけど、その
しんどさも幸せなんですよ。行けなければしん
どくない。行けるから、しんどいんです。
　ただ、そこで勝てるかどうかはラッキーで
す。1年間頑張った選手が揃うんだから、「こ
の人が絶対に勝つ」なんて、ないですからね。

―他のレースとは違いますか？

寺田　緊張します。その緊張がクセになる
（笑）。この前の蒲郡レディースＣでも、大山千
広ちゃんから「緊張しませんか？」って聞かれ
ました。千広ちゃんは1日緊張していたらしい
んです。「緊張するよ。でも、この緊張やドキ
ドキって、次にいつ味わえるかわからんよ。そ
れで優勝って最高やん」って。
　「緊張するのは嫌やけど、終わったら『今の
緊張をまた味わいたい。この仕事をして幸せ』
って思えるよ」って、話をしました。

田口節子に「岡山を背負え」と…喝ッ！
―今年は岡山の女子が活躍しています。

寺田　去年の終わりに、節っちゃん（田口節
子）に言ったんですよ。「『岡山＝寺田千恵』じ
ゃなくて、田口節子でやってもらわないと困
る。岡山女子を背負わせるのは止めてほしい。
いい加減、ちゃんと走ってくれ」って。
　そうしたら「事故点とかあるから、（今年の）
4月まで勘弁してください」って。やればでき
る子なのは知っていますから、「4月までしか
待たないよ！」って喝を入れました。

―2人一緒のダービー出場は初めてですね。

寺田　14年の常滑ダービーに一緒に出るはず
だったんです。あのときは今回と状況が逆でし
た。節っちゃんが選出上位で、私はボーダーの
下。「1人でダービーに行くのは嫌だから、絶
対に来てください」って言われたから、めっち
ゃ頑張って出場権を獲りました。
　それなのにアイツ、10月に入ってから“産休
で欠場”って出なかったんです。結局、女子は
私1人だったんですよ。「オマエ、いい加減に
しろよ（笑）」って。

―そのこともあってか、田口選手の終盤の追
い込みはすごかったです。

寺田　「これで最後かもしれんから」「一緒に走
れるの最後かも」「児島やし、頑張ってよ」っ
て、ずっとLINEを送っていたんです。「やっ
たらできる子やねぇ」って言ったら、「あっは
っはー」って胸を張っていましたよ（笑）。

嬉しい苦痛とラッキーを探しに
―8回目のダービー出場です。

寺田　ダービーはこの前（17年・平和島）が最
後かなと思っていました。けど、今村豊さんが
「ＳＧの中で一番」と言っている所にまた行け
るんだから、テンションは上がりますよね。
　1年間ずっと乗
れていた人が出る
ＳＧなので、厳し
い戦いになるのは
わかっています。
厳しいけど、嬉しい苦痛です。負けて元々、当
たって砕けろって気持ちで行きますけど、行く
と「頑張りたい」と欲が出ます。
　地元の児島だし、どこかにラッキーが落ちて
いないか探してみます（笑）。

選出1位・峰がまさかの離脱
　4年連続勝率1位、ファンから絶大な支持を
集めＳＧ戦線の中心的存在だった峰竜太が、8
月メモリアル準優でのＦにより斡旋取消。
　近年のＳＧ・ＧⅠで安定した成績を残してき
たゴールデンレーサー第1号の白井英治も、6
月グラチャン準優ＦでＳＧ戦線を離脱中。ＳＧ
の勢力図が大きく塗り替えられた中で今大会を
迎える。

グランプリ当確組は2nd好枠狙い
　トップレーサーと
してＳＧに出場し続
ける難しさがクロー
ズアップされる中、
一段と存在感を増し

たのがメモリアル連覇を成し遂げた毒島誠（群
馬）だ。児島ダービーでＳＧ連続出場記録を51
に更新する。賞金ランクは平成、令和のＳＧ連

続Ｖでトップを走る
吉川元浩（兵庫）に
次ぐ2位にランクア
ップし、年末のグラ
ンプリへ向けてさら
に勢いを加速させそうだ。
　一方の吉川はダービー後にＦ休みを消化して
グランプリに臨む。

茅原＆山口達が地元ＳＧ初Ｖへ気合
　7月オーシャンＣ
でＳＧＶ10とした瓜
生正義（福岡）は57、
60、63回大会とダー
ビーＶ3。児島での

ＳＧ優勝経験も持つ。同期の瓜生や、グラチャ
ンでＳＧ初制覇を成し遂げた弟子の柳沢一（愛
知）の活躍に刺激を受けているのは原田幸哉

（長崎）だ。グランプリへ向け、優勝に照準を

合わせる。
　地元からは茅原悠
紀（岡山）と山口達
也（岡山）に注目。
児島で培ったターン
力と調整力でＳＧの頂上を目指す。

ダービーは40歳代が強い？
　一般戦での活躍でＳＧへの道を切り開くこと
のできるダービーだが、近年は40歳代の覇者が
ズラリ。その代表格が40歳で62回大会を制し、

昨年65回大会でダー
ビーＶ2を決めた守
田俊介（滋賀）。機
力が備わればグラン
プリへの一発逆転は

十分考えられる。児島を得意とする前本泰和
（広島）にも注目だ。

ドリーム戦  出場選手　　10月22日㊋（初日）第12レース　●選出勝率上位6名

　例年、夏場にペ
ースを落とす桐生
だが、今年は7月
浜名湖ＢＲ甲子
園、8月びわこ周
年、大村メモリア
ルともに優勝を狙
える位置にいた。
今年の桐生は、ひ
と味違う。

　今年の序盤は低
調機を引いて苦戦
する場面が多かっ
たが、得たものも
大きかったはず。
昨年も快進撃の前
に低迷していた時
期があった。反撃
態勢は既に整って
いる。

　今年はクラシッ
ク以外のＳＧ4戦
で予選敗退。安定
感が自慢なだけに
不安を残す戦績だ
が、どこかで必ず
挽回してくるのが
「井口スタイル」。
不調なときほど注
意が必要だ。

　今年は純地元水
面の常滑で周年連
覇にオーシャンＣ
優出。プレッシャ
ーと緊張感から解
放された今なら、
次なる目標「グラ
ンプリＴＲ2nd発
進」へ向けて力走
あるのみ。

　戸田クラシック
は準優1枠で敗れ
たが、機歴以上の
活躍を見せたのは
確かだ。前期は8
点勝率をマークし
たが、今期はＦ2
を抱えて厳しい状
況。この試練をど
う乗り切るか。

　前回蒲郡大会で
は、5ヵ月ぶりの
実戦復帰で優出す
るという離れ業を
成し遂げた。今年
上半期は出走回数
不足でＢ2級に降
級したが、1着を
量産して存在感を
示した。

1号艇 3号艇 4号艇2号艇 5号艇 6号艇勝率
8.29

勝率
8.03

勝率
7.92

勝率
7.91

勝率
7.874444 

桐生　
順平

4238 

毒島　
誠

4024 

井口　
佳典

3941 

池田　
浩二

4350 

篠崎　
元志

勝率
7.89 4500 

山田　
康二

3月	 クラシック	 戸　田	 ⑤①②③③①3①3
5月	 オールスター	 福　岡	 2②②③②②2❻
6月	 グラチャン	 多摩川	 5③②③②④4③6
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 ③失②②①③4①3
8月	 メモリアル	 大　村	 3④⑥②②①2❹

3月	 クラシック	 戸　田	 6④①③③①6①2
5月	 オールスター	 福　岡	 6③③④④②②①①
6月	 グラチャン	 多摩川	 3②④②③①6④4
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 ②②③①②①1❸
8月	 メモリアル	 大　村	 ②①②②①⑥1❶

3月	 クラシック	 戸　田	 3③②②③③6③5
5月	 オールスター	 福　岡	 3④失⑥④②③失
6月	 グラチャン	 多摩川	 4①④⑤⑤⑤②②⑤
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 ④①③③④③②①2
8月	 メモリアル	 大　村	 ⑥⑥⑤③⑤③③④⑤

3月	 クラシック	 戸　田	 出場せず
5月	 オールスター	 福　岡	 ④②④③③⑤①④③
6月	 グラチャン	 多摩川	 ⑥②③①②③4①5
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 3①①③③①1❺
8月	 メモリアル	 大　村	 ②②③⑤①④5③1

3月	 クラシック	 戸　田	 ③④①②②①3①2
5月	 オールスター	 福　岡	 ①④⑤③③①4①3
6月	 グラチャン	 多摩川	 出場せず
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 出場せず
8月	 メモリアル	 大　村	 ②⑤⑤①②②3⑤F

3月	 クラシック	 戸　田	 出場せず
5月	 オールスター	 福　岡	 出場せず
6月	 グラチャン	 多摩川	 出場せず
7月	 オーシャンＣ	 常　滑	 出場せず
8月	 メモリアル	 大　村	 ①⑥①③⑤④①①5

2019年 
ＳＧ 
成績

2019年 
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ＳＧ 
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ＳＧ 
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2019年 
ＳＧ 
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2019年 
ＳＧ 
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SG ボートレースダービー  歴代優勝者
回 開催場 優勝者

第11回 平和島 北原　友次
第12回 住之江 長瀬　忠義
第13回 住之江 芹田　信吉
第14回 尼　崎 不成立
第15回 平和島 金子　安雄
第16回 住之江 早川　行男
第17回 住之江 中野　信次
第18回 住之江 鈴木　一義
第19回 住之江 金子　安雄
第20回 住之江 北原　友次

回 開催場 優勝者

第1回 若　松 友永　慶近
第2回 徳　山 松尾　　勝
第3回 福　岡 村田　吉広
第4回 浜名湖 中西　　勉
第5回 江戸川 三津川　要
第6回 福　岡 深川　　功
第7回 若　松 草川　祐馬
第8回 住之江 倉田　栄一
第9回 平和島 長谷部義一
第10回 住之江 歌谷　　博

回 開催場 優勝者

第21回 住之江 野中　和夫
第22回 住之江 林　　　通
第23回 蒲　郡 野中　和夫
第24回 福　岡 松本　　進
第25回 住之江 松田　慎司
第26回 福　岡 八尋　信夫
第27回 唐　津 吉田　重義
第28回 浜名湖 村上　一行
第29回 桐　生 安部　邦男
第30回 平和島 林　　　通

回 開催場 優勝者

第31回 住之江 半田　幸男
第32回 福　岡 彦坂　郁雄
第33回 桐　生 嶋岡　　孝
第34回 平和島 今村　　豊
第35回 多摩川 今村　　豊
第36回 住之江 瀬古　　修
第37回 戸　田 今村　　豊
第38回 尼　崎 原田　順一
第39回 平和島 服部　幸男
第40回 戸　田 長嶺　　豊

回 開催場 優勝者

第41回 常　滑 植木　通彦
第42回 丸　亀 安岐　真人
第43回 福　岡 上瀧　和則
第44回 唐　津 山崎　智也
第45回 福　岡 濱野谷憲吾
第46回 戸　田 山室　展弘
第47回 戸　田 池上　裕次
第48回 常　滑 滝沢　芳行
第49回 平和島 原田　幸哉
第50回 戸　田 山崎　智也

回 開催場 優勝者

第51回 福　岡 田頭　　実
第52回 　津　 太田　和美
第53回 福　岡 魚谷　智之
第54回 平和島 高橋　　勲
第55回 丸　亀 丸岡　正典
第56回 尼　崎 松井　　繁
第57回 桐　生 瓜生　正義
第58回 平和島 池田　浩二
第59回 福　岡 丸岡　正典
第60回 平和島 瓜生　正義

回 開催場 優勝者

第61回 常　滑 仲口　博崇
第62回 浜名湖 守田　俊介
第63回 福　岡 瓜生　正義
第64回 平和島 深川　真二
第65回 蒲　郡 守田　俊介

第66回大会 児島
優勝戦

2019年10月27日㊐・第12レース

総展望 野白由貴子
『デイリースポーツ』 トライアル好枠獲得を狙う毒島、吉川らグランプリ当確組と

原田、茅原らグランプリ出場を目指す面々がしのぎを削る！
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勝率7.91

勝率7.50

勝率7.87

勝率7.43

勝率7.31
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前年度優勝者
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グランプリ優出者 勝率7.62

グランプリ優出者 勝率7.57

勝率7.89 勝率7.44

勝率7.83 勝率7.42勝率7.78

勝率7.29勝率7.70
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勝率7.32

勝率7.72 勝率7.29

勝率7.69 勝率7.23
3623 ふかがわ		しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・45歳

17年ダービー王は近況
も快速級に仕上げて差
しハンドルが冴える。

3744 とくます		ひでき

徳増 秀樹
Ａ1・静岡・44歳

スタート野郎だが着獲
りは堅実タイプ。粘り
の走りで食らいつく。

3716 いしわた		てっぺい

石渡 鉄兵
Ａ1・東京・44歳

当地は出走機会こそ少
ないが、ＧⅠ2優出に
ＳＧ優出の実績光る。

3941 いけだ		こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・41歳

派手なパフォーマンス
こそ減るが高勝率マー
クで底力を誇示する。

4418 かやはら		ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・32歳

気迫がプラスされる地
元水面なら爆裂ターン
の威力も倍増させる。

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で10
度目のＳＧ制覇。ＳＧ
優勝数は現役3位だ。

3415 まつい		しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・49歳

グランプリ出場を狙い
集中力を高める時期
だ。勝負所は外さない。

4075 なかの		じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・38歳

住之江ＧＰシリーズに
常滑オーシャンＣで優
出と好機を逃さない。

3780 うおたに		ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・43歳

スタートに課題を残す
近況だがターンの切れ
味は増してきている。

3721 もりた		しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・44歳

ダービー2冠の前回大
会覇者は、当地も優勝
4回と好実績を残す。

4370 やまぐち		たつや

山口 達也
Ａ1・岡山・33歳

ＳＧ4年ぶりのブラン
クも気にせず力走に期
待。戦線かき乱すか。

4024 いぐち		よしのり

井口 佳典
Ａ1・三重・42歳

夏場にリズムを落とし
ていたが、流れを引き
寄せる底力を秘める。

4337 ひらもと		まさゆき

平本 真之
Ａ1・愛知・35歳

当地は11年グラチャン
優勝戦1枠で敗れた。
成長ぶり見せつける。

3960 きくち		こうへい

菊地 孝平
Ａ1・静岡・41歳

現在4年以上Ｆなしだ
が大村メモリアルでも
鋭発スタートを連発。

4262 ばば		よしや

馬場 貴也
Ａ1・滋賀・35歳

守田俊介の背中を追い
昨年ＳＧ覇者に。ダー
ビー王も引き継ぐか。

4500 やまだ		こうじ

山田 康二
Ａ1・佐賀・31歳

8月2節連続Ｆはさす
がに痛い。コーナー勝
負でどこまで迫るか。

4044 ゆかわ		こうじ

湯川 浩司
Ａ1・大阪・40歳

ここ一番勝ち切れてい
ないが、快速王復活も
感じさせる仕上がり。

3606 かわきた		ひろたか

川北 浩貴
Ａ1・滋賀・47歳

一般戦が主戦場だが近
況は勝率8点台に迫る
勢いがあり絶好調だ。

4205 やまぐち		つよし

山口 剛
Ａ1・広島・37歳

記念戦線での大暴れが
減っているが一般戦で
リズムを立て直した。

3779 はらだ		ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・43歳

記念戦線で流れに乗り
切れない場面が増えた
がここ一番は爆発力。

4659 きのした		しょうた

木下 翔太
Ａ1・大阪・28歳

ヤング世代で実力トッ
プ級。ＳＧ初優出も経
験しさらなる前進へ。

4188 ひさだ		としゆき

久田 敏之
Ａ1・群馬・38歳

17年平和島大会は予選
1位も準優で痛恨のＦ。
借りを返すときだ。

4168 いしの		たかゆき

石野 貴之
Ａ1・大阪・37歳

前回蒲郡大会は準優で
大外2着。勝負所の集
中力は誰よりも高い。

4238 ぶすじま		まこと

毒島 誠
Ａ1・群馬・35歳

大村メモリアル優勝で
流れに乗った。今度は
2度目のＳＧ連覇へ。

4296 おかざき		やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・32歳

ＳＧ初優勝は6枠で勝
ち獲った。近況流れは
最悪もミラクルあり。

4444 きりゅう		じゅんぺい

桐生 順平
Ａ1・埼玉・33歳

自由自在に操るターン
テクニックでコースを
問わず上位着へ迫る。

3573 まえもと		やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・47歳

周年、地区選を含む通
算11回の優勝を挙げる
水面で堅実戦を展開。

4350 しのざき		もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・33歳

今年は1着量産で貫禄
示すが、グランプリ出
場を狙い猛スパート。

4028 たむら		たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・41歳

当地は04年チャレンジ
Ｃ優勝の実績。秋の勝
負所で強さを見せる。

4530 おの		せいな

小野 生奈
Ａ1・福岡・31歳

2年連続出場で安定感
強化を証明も、Ｆ2を
背負って厳しい状況。

4397 にしむら		たくや

西村 拓也
Ａ1・大阪・32歳

後輩の突き上げ激しい
大阪支部で、自身の脂
も乗り切り気合入る。

3159 えぐち		あきお

江口 晃生
Ａ1・群馬・54歳

深い進入も覚悟の上の
イン屋スタイルも定着
だ。戦線をかき乱す。

3854 よしかわ		もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・47歳

8月にＦを抱えたが、
賞金ランク1位を守る
べく堅実戦は崩さず。

3903 しらいし		たけし

白石 健
Ａ1・兵庫・42歳

猪突猛進タイプで、型
にハマれば破壊力を発
揮する一撃が魅力だ。

	6.98	 6.90

勝率7.22
4719 かみじょう		のぶたか

上條 暢嵩
Ａ1・大阪・25歳

4月のＧⅠ初優勝は3
カド捲りで決めるなど
勝負度胸は侮れない。
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●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。

出場選手［選出順位順］

地元のＳＧを楽しみたい！
 「今年は年末の徳山ク
イーンズＣを目標に走
っていました。そうし
たら、たまたまダービ
ーに出られたという感
じですかね（笑）。今は
女子戦を走ることが多
いので、児島は3月の
レディースＡＳ以来の出走です。ＳＧでは挑戦
する立場なので、地元だからというプレッシャ
ーはないですよ。
　ただ、応援してくれるファンの人がどこより
も多いのは、力になります。その方々に楽しん
でもらえるような走りがしたいですね。私自身
もダービーを楽しみたいと思います」

自分の存在感を出したい！
 「最初はダービーより
戸田クラシックを狙っ
ていましたが、期が替
わった11月に『1期間
だけでも8点（勝率）
を取ろう』と。そのう
ちにダービーも見えて
きました。
　エンジンは半分くらいは貰ったままです。エ
ンジンに合った乗り方をしたほうが良いと思っ
ています。良い仕上がりになっても、操縦がで
きなかったら意味がないんでね。
　ダービーになるとテクニックは一緒。勝ち負
けは別として楽しめるように、進入も含めて存
在感を出したいです」

ＳＧ第66回ボートレースダービー　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
②	ＳＧ第65回ボートレースメモリアル（大村）優勝者
③	過去1年（2018年8月1日〜2019年7月31日）の勝率
上位者（Ａ1級・出場回数160回以上）。

選出理由
登録番号

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

全		国 	最近6ヵ月（2019年3月1日〜9月1日）の全国勝率
児		島 	最近3年（2016年9月1日〜2019年9月4日）の児島勝率

選手データの見方

4050 田口  節子

4370 山口  達也

地元岡山支部から出場 !

地元岡山支部から出場 !



全		国 児		島

全		国 児		島 全		国 児		島

全		国 児		島

全		国 児		島

全		国 児		島 全		国 児		島

全		国 児		島 全		国 児		島全		国 児		島

全		国 児		島全		国 児		島

全		国 児		島

全		国 児		島

全		国 児		島

全		国 児		島
全		国 児		島

	7.69	 7.27

	6.87	 7.20 	6.97	 6.57

	7.17	 7.18

	7.31	 6.06

	7.29	 7.02 	7.40	 7.16

	7.19	 7.61 	6.99	 7.78	7.50	 7.82

	7.02	 8.52	7.23	 5.87

	7.00	 6.67

	7.13	 5.13

	7.48	 7.23

	7.14	 7.23

勝率7.15

勝率7.20 勝率7.15

勝率7.14

勝率7.11

勝率7.21 勝率7.15

勝率7.19 勝率7.14勝率7.17

勝率7.13勝率7.17

勝率7.20

勝率7.19

勝率7.17

勝率7.15
3908 しげなり		かずひと

重成 一人
Ａ1・香川・41歳

意外にもダービーは初
出場。大村メモリアル
優出と充実度は高い。

3435 てらだ		ちえ

寺田 千恵
Ａ1・岡山・50歳

今回のダービーで女子
最多の8回目の出場
だ。安定走法をキープ。

4682 おおうえ		たくと

大上 卓人
Ａ1・広島・29歳

ＳＧ初挑戦の戸田クラ
シックで3万舟提供と
爆発力あるタイプだ。

4524 ふかや		ともひろ

深谷 知博
Ａ1・静岡・31歳

前回蒲郡大会は5コー
ス捲りを放つなどアグ
レッシブな走りあり。

4391 まつだ		ゆうき

松田 祐季
Ａ1・福井・33歳

一般戦主体ながらも捲
り勝ちが増えており近
況走りの幅を広げる。

4502 えんどう		えみ

遠藤 エミ
Ａ1・滋賀・31歳

今年ここまでグラチャ
ン以外のＳＧ4戦に参
戦し高配当の使者に。

4050 たぐち		せつこ

田口 節子
Ａ1・岡山・38歳

迫力こそ後退するが、
冷静かつ的確な走りで
安定感を増す近況だ。

4503 うえの		しんのすけ

上野 真之介
Ａ1・佐賀・31歳

福岡オールスターで3
勝を挙げるなど大舞台
でも見せ場は作る。

3484 しばた		こうじ

芝田 浩治
Ａ1・兵庫・48歳

Ｆ2を背負う厳しい状
況だが冷静かつ的確な
さばきで粘りを発揮。

4074 やなぎさわ		はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・38歳

成長を意識してコツコ
ツ積み重ねた実力が今
年一気にブレークだ。

4504 まえだ		しょうた

前田 将太
Ａ1・福岡・31歳

これまで当地出場回数
は5節のみだが65周年
優出など中身は濃い。

3952 なかざわ		かずし

中澤 和志
Ａ1・埼玉・43歳

今年ＧⅠ参戦は3戦の
みだが5月津周年で優
勝と勝負強さがある。

3499 いちかわ		てつや

市川 哲也
Ａ1・広島・51歳

8年ぶりダービー出場
も、速攻派で鳴らした
気迫の走りで魅せる。

3256 みすみ		てつお

三角 哲男
Ａ1・東京・52歳

年齢を重ねても活発な
走りは健在だ。センタ
ーから機敏に攻める。

4364 いけなが		ふとし

池永 太
Ａ1・福岡・34歳

柔軟な走りが身上だが
近況は攻撃的な走りも
見せて捲り勝ち増加。

4190 ながしま		まき

長嶋 万記
Ａ1・静岡・38歳

今年ＳＧ戦線では予選
突破こそままならない
が高配当絡みがある。

	7.14	 6.72

勝率7.11
4061 はぎはら		ひでと

萩原 秀人
Ａ1・福井・40歳

果敢な攻めと多彩な決
め手で枠番を問わず1
着獲りに徹する。
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優勝戦は大潮＆干潮で水面は最高
　児島は瀬戸内に面する海水のレース場だ。大
潮になると1日の中で2〜3ｍの潮位差がある。
春先から夏場は向い風が中心となるが、秋から
冬場は追い風の日が増えてくる。
　開催時は初日から潮位が低く、天候が悪化し
ない限りは比較的に平穏。最終日に向かって後

半のレース時が干潮となり、大潮の優勝戦は良
好なコンディションが望める。そうなればイン

中心のレース隊形だけではなく、センター、ア
ウトからも出番がある。

24号機は数字以上のパワー
　モーターは1月2節目から切り替わり、約10
ヵ月の使用となる。9月4日現在で2連率50％
を超えるのは�号機だけで、ほぼモーターの
相場も固まってきている。�は初下ろしで森
岡満郎が優勝。7月には福来剛が優勝するな

ど、プロペラの調整によって反応がある良機だ。
　2連率49％の�号機は、使用2節目の中島友和
から動きはトップ級。5月のヴィーナスＳで若狭奈
美子をデビュー初優勝に導くなど、行き足から伸び
が特徴。7月に野間大樹が初日の転覆で新プロペラ
に換わったが、それでもパワー落ちすることなく準
優勝。この2基がエース機の座を争っている。
　ほかでは67周年優勝の�号機、準優勝の�号
機。�号機は中間整備の後は動きが軽快に。2連
率は低いが、パワーは上位と遜色ないだけに注目し
たい。

の
コース＆モーター
岡野　修一	●『専門紙ニュース』

穏やかな水面でセンター、アウトにもチャンスあり。
モーターは�と�のエース機争いが継続中！

モーターベスト3

the DATA

2連率 50.9％　
優出6回　優勝2回

　初下ろしで森岡満郎が優勝した好素性
機。7月に福来剛がＶ。8月小野勇作が
好バランスで優出とパワフルだ。

2連率 30.1％　
優出2回　優勝0回

　2度の中間整備が奏功して力強さを増
して来た上昇機の一つ。勝率こそ30%台
だが、レース足が良く上位級。

2連率 44.5％　
優出5回　優勝2回

　5月の周年で吉田拡郎が優勝した出足
中心の好実績機。体重がある矢橋成介が
乗っても軽快。安定して上位級に。

3位

2位

1位

①3942	寺田　　祥（山口）　②3557	太田　和美（大阪）　
③3737	上平　真二（広島）　④3959	坪井　康晴（静岡）　
⑤3388	今垣光太郎（福井）

選出除外選手　		3719	辻　　栄蔵（広島）／3822	平尾　崇典（岡山）	
3897	白井　英治（山口）／4166	吉田　拡郎（岡山）	
4320	峰　　竜太（佐賀）／4344	新田　雄史（三重）	
4477	篠崎　仁志（福岡）／4586	磯部　　誠（愛知）

■�
号機

�
号機

�
号機

ニュース
岡野記者推奨

2019年獲得賞金ベスト60（2019年9月10日現在）
はＳＧ第66回ボートレースダービー出場選手

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

① 3854 吉川　元浩 116,678,000円

② 4238 毒島　　誠 88,389,000円

③ 4320 峰　　竜太 81,572,000円

④ 3783 瓜生　正義 79,587,000円

⑤ 4074 柳沢　　一 74,749,410円

⑥ 4444 桐生　順平 71,756,000円

⑦ 3897 白井　英治 69,042,000円

⑧ 3941 池田　浩二 66,522,000円

⑨ 3960 菊地　孝平 59,924,000円

⑩ 4262 馬場　貴也 56,713,932円

⑪ 4024 井口　佳典 56,475,266円

⑫ 3744 徳増　秀樹 54,883,000円

⑬ 4168 石野　貴之 53,860,666円

⑭ 3388 今垣光太郎 52,114,000円

⑮ 3557 太田　和美 50,640,000円

⑯ 4418 茅原　悠紀 49,026,000円

⑰ 3415 松井　　繁 48,867,000円

⑱ 4497 桑原　　悠 47,394,000円

⑲ 3779 原田　幸哉 44,946,000円

⑳ 4337 平本　真之 44,559,400円

� 4044 湯川　浩司 43,408,000円

� 4075 中野　次郎 42,627,000円

� 3908 重成　一人 42,625,000円

� 4686 丸野　一樹 41,118,999円

� 4659 木下　翔太 39,780,000円

� 3946 赤岩　善生 39,607,000円

� 4166 吉田　拡郎 39,412,000円

� 3719 辻　　栄蔵 39,231,000円

� 4885 大山　千広 39,041,000円

� 3959 坪井　康晴 38,493,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 3780 魚谷　智之 38,436,500円

� 4586 磯部　　誠 37,779,000円

� 4061 萩原　秀人 37,064,000円

� 4477 篠崎　仁志 36,100,000円

� 4028 田村　隆信 35,824,000円

� 4350 篠崎　元志 35,167,000円

� 4266 長田　頼宗 34,156,000円

� 3623 深川　真二 33,904,666円

� 3721 守田　俊介 33,778,666円

� 3952 中澤　和志 33,672,000円

� 3573 前本　泰和 33,485,500円

� 4052 興津　　藍 33,185,000円

� 4719 上條　暢嵩 33,138,000円

� 4547 中田　竜太 33,011,000円

� 4063 市橋　卓士 32,812,000円

� 4831 羽野　直也 32,359,000円

� 4344 新田　雄史 32,165,532円

� 4848 仲谷　颯仁 31,967,000円

� 4364 池永　　太 31,569,000円

� 4335 若林　　将 31,312,000円

� 4459 片岡　雅裕 31,093,000円

� 4494 河合　佑樹 30,991,000円

� 4030 森高　一真 30,984,000円

� 3622 山崎　智也 30,956,000円

� 3716 石渡　鉄兵 30,916,000円

� 3942 寺田　　祥 30,855,000円

� 4503 上野真之介 30,616,000円

� 4482 守屋　美穂 30,488,000円

� 3983 須藤　博倫 30,437,000円

� 4324 海野康志郎 30,243,666円

 番組編成要領（抜粋）

知っておくと役に立つ !

（1）競走の距離　全レース1,800ｍ（3周）
（2）ドリーム戦　		選出順位上位6名。
（3）準優勝戦　4日目までの得点率上位18名。
（4）選抜戦	
　　特別選抜Ａ戦　各準優勝戦3・4着選手
　　特別選抜Ｂ戦　各準優勝戦5・6着選手
　　	選抜戦　	開催5日目までの得点率上位選手。ただし特別選抜Ａ戦、

特別選抜Ｂ戦出場選手を除く。枠番は番組編成委員が決
定する。

（5）優勝戦　各準優勝戦1・2着選手。
（6）賞典レース出場資格の喪失

・ ｢競技規程第23条に関する運用要領｣ に規定する優先艇保護違
反、指導事項違反をした選手

・選手責任によるスタート事故をした選手
・妨害失格をした選手
・不良航法を2回した選手
・待機行動実施細則違反を2回した選手
・準優勝戦で選手責任による欠場、失格をした選手
・準優勝戦で不良航法をした選手
・準優勝戦で待機行動実施細則違反をした選手
・出走調整を希望した選手
・開催第2日目以降に出場する補充選手（途中追加あっせん選手）
・その他の賞典除外となる違反をした選手

選手賞金	 （単位：千円）
着順

種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 39,000 16,500 10,500 8,000 7,000 6,500 
特別選抜Ａ戦 3,500 2,500 2,000 1,650 1,400 1,200 
特別選抜Ｂ戦 2,300 1,700 1,150 950 800 700 
選 抜 戦 570 430 325 260 230 205 
準 優 勝 戦 570 430 325 260 230 205 
ド リ ー ム 戦 570 430 325 260 230 205 
予選・一般戦 210 170 130 110 100 90 
●	優勝戦1着賞金には日本財団会長賞の副賞金500万円、同2
着賞金には150万円、同3着賞金には50万円のBOAT	RACE
振興会会長賞の副賞金を含む。

準優勝戦組み合わせ （順位は予選得点率順位）
枠番

組 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠

Ａ組 3位 4位 9位 10位 13位 16位
Ｂ組 2位 5位 8位 〜 〜 〜
Ｃ組 1位 6位 7位 12位 15位 18位

●	4枠から6枠までの各枠内における組の指定および各組の
レース番号は番組編成委員が決定する。

得点表
着順

レース種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着 選手責任外
欠場、失格

予選・一般戦・準優勝戦 10 8 6 4 2 1 0
ドリーム戦 12 10 9 7 6 5 0

減点表
待機行動実施
細則違反

失　速
（2回目以降） 不良航法 選手責任欠場

（Ｆ・Ｌを除く）
選手責任
失　格

－7 －7 －7 －5 －5

エンジンの限界を求めて勝つ！
 「地元の大きいレース
を走るときはいつも

『 児 島 の Ｇ Ⅰ と か 、 
ＳＧのタイトルを一つ
獲りたい』と思ってい
ます。ダービーの時期
は少し気温が下がるの
で、パワー面でも願っ
たり叶ったりですね。
　今は他人がやらないエンジン調整をしていま
す。リスクがデカいけど、結果が出ているん
で。失敗を恐れず、昨日より今日、今日より明
日と常に攻める方向で、一走たりとも無駄にし
ないようにしたい。エンジンの限界を求めて頑
張ります」

地元岡山支部から出場 !

4418 茅原  悠紀 予
備
選
手

N

101m
展示ピット

本番ピット

スタンド

65m 59m 43m

92m

第1ターン
マーク

第2ターン
マーク

大型映像 オッズ・確定盤

69m

150m
150m

106m
96m

最近6ヵ月  進入コース別成績（2019年3月1日〜9月4日／1,295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 8.08 56.0% 17.2% 9.0% 0.16 687回 - - - 35回 0回

2コース 5.79 14.9% 24.3% 20.3% 0.17 - 35回 - 134回 18回 6回

3コース 5.15 9.3% 20.2% 20.6% 0.17 - 43回 58回 8回 11回 0回

4コース 5.20 11.0% 19.8% 20.8% 0.16 - 57回 47回 21回 14回 2回

5コース 4.39 7.1% 12.7% 17.2% 0.16 - 16回 58回 4回 13回 0回

6コース 3.23 2.2% 6.2% 12.7% 0.17 - 4回 16回 4回 3回 1回

開催日 潮 満　潮 干　潮
10月22日㊋ 小潮 18：14 10：42

23日㊌ 長潮 19：29 12：13
24日㊍ 若潮 7：25 13：37
25日㊎ 中潮 8：35 14：47
26日㊏ 中潮 9：31 15：45
27日㊐ 大潮 10：19 16：34

開催期間中の潮汐表

順位 モーター
番号 2連率 勝率 ワンポイント・チェック

① � 50.9％ 6.34 夏場もパワー落ちなく、力強い動き
② � 49.6％ 6.38 初下ろしから安定の上位機。全部◎
③ � 47.5％ 6.52 スリット近辺が特徴のレース足上位
④ � 46.1％ 6.22 周年で茅原悠紀優出。伸び中心に◎
⑤ � 45.6％ 6.06 伸び中心に◎。出足、回り足○以上
⑥ � 44.5％ 5.93 周年Ｖ機。回り足軽快で実戦足上位
⑦ � 44.4％ 5.99 周年準Ｖ機。近況は伸びに威力ある
⑧ � 44.1％ 5.94 「全部良い」と谷川祐一が3カドＶ
⑨ � 43.1％ 5.80 立間充宏が5勝したが、近況は平凡
⑩ � 41.9％ 5.78 近況はプロペラ調整合わず出足下降

●児島はチルト3度まで使用できます。

モーター2連率ベスト10（2019年1月・使用開始〜9月4日）



ＳＧ第66回ボートレースダービー
オフィシャルパンフレット 1110

トン

ＳＧ第66回ボートレースダービー
オフィシャルパンフレット 1110

9月24日㊋ 午前10時から

STU48  
 スペシャルライブ 

STU48のオリジナルグッズが当たる抽選会
抽選券 		第10レース発売締切まで配布（300枚）　 抽選会 		2回目ステージ終了後
●抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の提示が必要です。
●抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせていただきます。

1回目 		第6レース発売中（12：34頃〜）
2回目 		第11レース発売中（15：24頃〜）柏原芳恵 

 スペシャルライブ 
1回目 		第5レース発売中（12：04頃〜）
2回目 		第9レース発売中（14：12頃〜）

柏原芳恵のサイン色紙が 
当たる抽選会
抽選券 				第8レース発売締切まで配布

（300枚）
抽選会 		2回目ステージ終了後
●	抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の
提示が必要です。

●	抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせ
ていただきます。

松嶋尚美 
 スペシャルトークショー 
1回目 		第5レース発売中（12：04頃〜）
2回目 		第9レース発売中（14：12頃〜）

松嶋尚美と楽しむ 
ボートレース体験会
抽選券 				第8レース発売締切まで配布

（300枚）
抽選会 		2回目ステージ終了後
体験会 		第11レース発売中（15：26頃〜）
●	抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の
提示が必要です。

●	抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせ
ていただきます。

諸星和己
 スペシャルライブ 
1回目 		第4レース発売中（11：36頃〜）
2回目 		第9レース発売中（14：12頃〜）

諸星和己のサイン色紙が当たる抽選会
抽選券 		第8レース発売締切まで配布（300枚）
抽選会 		2回目ステージ終了後
●抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の提示が必要です。
●抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせていただきます。

ボートレーサー 

 スペシャルトークショー 
第6レース発売中（12：34頃〜）

優勝戦出場選手インタビュー　 10：40〜

  
 スペシャルライブ 
1回目 		第4レース発売中（11：36頃〜）
2回目 		第7レース発売中（13：05頃〜）

未唯のサイン色紙が当たる抽選会
抽選券 				第6レース発売締切まで配布

（300枚）
抽選会 		2回目ステージ終了後
●	抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の
提示が必要です。

●	抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせ
ていただきます。

表彰セレモニー　優勝戦終了後

オープニングセレモニー
　選手紹介＆ドリーム戦出場選手インタビュー　9：17〜

ゆきぽよ  スペシャルトークショー 
1回目 		第5レース発売中（12：16頃〜）　 2回目 		第9レース発売中（14：22頃〜）

ゆきぽよと楽しむボートレース体験会
抽選券 		第5レース発売締切まで配布（300枚）
抽選会 		第6レース発売開始〜
体験会 		第8レース発売中（13：48頃〜）

本場指定席券前売販売のお知らせ
全国のコンビニ
チケットぴあ で販売開始

セブンイレブン
チケットぴあ

☎0570－02－9999　※自動音声対応・Ｐコード必要

ローソン
ミニストップ

※チケット1枚につき発行手数料（100円＋税）が必要です。
※ＷＥＢ予約および電話予約の場合、別途システム手数料（200円＋税）が必要です。店頭での受け取りとなります。

●お1人様につき開催日1日あたり2席まで、グループ席は1ブロックまでお求めになれます。
●座席の種類の指定はできますが、座席位置の指定はできません。※一度購入した券の払戻・交換・譲渡はできません。
●ボートレース児島では前売券の販売は行いません。残席がある場合、ボートレース児島で当日券を販売します。

10/26㊏・27㊐

10：00〜
入場門付近イベントスペース

マフラータオル抽選会　第1レース発売開始〜／3階エントランス奥　●なくなり次第終了いたします。

当日のボートレース児島未確定舟券1,000円以上のご提示で、1回抽選できます。
当たりが出た方には「ボートレースダービーマフラータオル」をプレゼント。

ベ

販売期間　9/24㊋〜10/17㊍・午後11：59

購
入
方
法

料  

金

個人席（車椅子席含む）		 	1,000円
グループ席（3人席）		 	2,400円
グループ席（4人席）		 	3,200円
グループ席（5人席）		 	4,000円

Ｐコード
843－564

Ｌコード
61906

指定席へ
入られる方への
サービス

◦予想紙（1部）
◦食事券（500円）進呈

10/
25㊎

10/
23㊌

10/
26土

10/
24㊍

10/
27日

10/
22火

●	抽選券1枚につき、未確定舟券1,000円分の提示が必要です。
●	抽選券はお一人様につき最大5枚までとさせていただきます。

福田朱里
©STU

田中皓子
©STU

石田みなみ
©STU

森　香穂
©STU

三島遥香
©STU

藤原あずさ
©STU

 スペシャルトークショー 　第8レース発売中（13：36頃〜）

ボートレースアンバサダー

植木通彦

ＷＢＣ世界ライトフライ級
チャンピオン

拳四朗

×

レース直前のナマ予想！
ボートレース児島
予想サイトはこちら！
http://kojima-yosou.com/

N T T ド コ モ 、
K D D I 、 S o f t	
Bankモバイルの
バーコード対応携
帯電話をお持ちの
方は、バーコード
を読み取ることで
簡単にアクセスす
ることができま
す。

お役立ち情報いっぱい！
ボートレース児島
携帯サイトはこちら！
http://macour.jp/kojima/

10/27㊐ ニコニコボートレース部
第1レース発売開始〜優勝戦終了
ガァ〜コステージ

BOATRACE ＶＲ
スプラッシュバトル
10：00〜16：00
大階段付近特設スペース

メダル＆ダービー 
 ジャケット展示
開門〜／3階エントランス

倉敷市西日本豪雨災害支援
チャリティ抽選会
ガラポン抽選でオリジナルＴシャツなどをプレゼント（1日400本）。

賞 

品（
１
日
に
つ
き
）

寺田千恵選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

田口節子選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

山口達也選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

茅原悠紀選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

長嶋万記選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

小野生奈選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

遠藤エミ選手がデザイン！ オリジナルＴシャツ 5本

長嶋万記選手オリジナルイラストトランプ 53本

長嶋万記選手オリシナルイラストアクリルキーホルダー 104本

長嶋万記選手オリジナルイラストステッカー 208本

第4レース発売開始〜なくなり次第終了／3階エントランス奥
●お一人様最大2回までとさせていただきます（並び直し可）。
●収益は「倉敷市西日本豪雨災害義援金」に寄付させていただきます。

ガァ〜コ秋の味覚大抽選会
当日のボートレース児島未確定舟券1,000
円分につき1回、抽選で松茸や倉敷米などを
プレゼント（1日1,000本）。

賞 

品（
１
日
に
つ
き
）

Ａ 賞 特選 松茸セット 1本

Ｂ 賞 選べる旬のフルーツ盛り合わせ 2本

Ｃ 賞 秋野菜セット 5本

Ｄ 賞 ダービーオリジナルクオカード 20本

Ｅ 賞 倉敷ぶっかけうどん 30本

Ｆ 賞 倉敷米 60本

残念賞 粗品 882本

第1レース発売開始〜なくなり次第終了
3階エントランス
●お一人様最大5回までとさせていただきます（並び直し可）。

10/22㊋〜27㊐

公開展開解説
各レース発売中
ガァ〜コステージ

10/22㊋・26㊏・27㊐

小学生以下のお子様お一人につき
お菓子を1個プレゼント。

開門〜13：00／インフォメーション「ガァ〜コの部屋」

勝利者インタビュー
10/22㊋〜25㊎　各レース終了後

10/26㊏　	第10・11・12レース終了後	
ガァ〜コステージ

開催期間中毎日

1回500円

10：00〜15：30	
入場門付近イベントスペース

どなたでも
ご参加いた
だけます！

イ

地上波・ＢＳ
10月22日㊋・26日㊏・27日㊐

テレビ＆ラジオ　実況中継

ラジオ
10月27日㊐

ＣＳ　開催期間中毎日、全レース実況生中継！
レジャーチャンネル		JLC680

●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。

●	会場記載のないステージイベントは
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。

田中 圭 
 トークショー 

第9レース発売中（14：10頃〜）

10/22㊋・27㊐ 10/22㊋・26㊏・27㊐

販売価格 		1枚2,000円　 販売枚数 		10／22㊋　500枚　10／27㊐　700枚
第1レース発売開始〜なくなり次第終了／3階エントランス
●	チャリティ購入いただいた方には、もれなく長嶋万記選手イラスト	
「オリジナルうちわ」をプレゼント！

●収益は「倉敷市西日本豪雨災害義援金」に寄付させていただきます。

10/22㊋ 第7レース発売中（13：16頃〜）／イベントホール

10/26㊏・27㊐	 ガァ〜コステージ
●収益は「倉敷市西日本豪雨災害義援金」に寄付させていただきます。
●詳しくはホームページにてご確認ください。

倉敷市西日本豪雨災害支援
長嶋万記選手イラストオリジナルタオル チャリティ販売

倉敷市西日本豪雨災害支援
チャリティオークション

植木通彦と行くピット見学ツアー
抽選会 		トークショー終了後　 ツアー 		第11レース発売中（15：24頃〜）

各日先着1,000名様に御来場記念品を進呈

スポーツ新聞進呈
先着500名様

10/	22㊋	 スポーツニッポン
	 23㊌	 サンケイスポーツ
	 24㊍	 スポーツ報知
	 25㊎	 日刊スポーツ
	 26㊏	 デイリースポーツ
	 27㊐	 スポーツニッポン

©STU


