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ボートレース児島

実況ライブを楽しもう!

宛　先 	〒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
	 マンスリーBOAT	RACE「児島キングカップクオカ」係

右下の応募券を切り取って、ハガキに貼り、応募者の①
郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥このパンフレ
ットを入手したボートレース場およびチケットショップ
名を明記のうえ、下記宛先までお送りください。抽選で
20名様に、ボートレース児島「ＧⅠ児島キングカップ　
開設68周年記念オリジナルクオカード」
をプレゼントいたします。

※プレゼントの発送をもって当選者の発表にかえます。
※	ご応募はお一人様1回限りとし、複数応募の場合は全ての応募を無効
といたします。
※	ご応募者の個人情報につきましては、当プレゼントの発送以外には使
用いたしません。

応募締切
2020年

10月5日㊊
（必着）

オリジナルクオカ
応 募 券

キリトリ

●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。

総額500万コジポ還元キャンペーン
①節間 1万円以上ご購入の会員様➡抽選で100名様に 5,000コジポを贈呈
②節間 5万円以上ご購入の会員様➡抽選で 50名様に10,000コジポを贈呈
③節間10万円以上ご購入の会員様➡払戻額1〜10位の方に10万コジポを贈呈
④節間20万円以上ご購入の会員様全員で200万コジポを山分け！
⑤節間購入額上位20名様で100万コジポを山分け！
※いずれも重複当選あり　※購入レース数が多くなるほど、当選確率が上がります。

※	新規入会者1人につき1回。2個以上のテレボート口座を有する場合、2口以上登録してもサービスは1回とします。
※	その他、ボートレース児島が不適切であると判断した場合には、対象とはなりません。

※詳しくはＨＰにてご確認ください。

節間1万円以上購入された「児島テ
レポイント倶楽部」会員様に、総額
500万コジポを大還元 !
また、ドリーム戦と準優勝戦はポイ
ント3倍、優勝戦はポイント5倍と、
ポイント大量ゲットチャンス到来!!

優勝戦ポイント5倍
＋

※第5・6・9レースのコジポ2倍は実施いたしません。

全国のコンビニでボートレース児島の出走表を 無料 プリント！

ボートレース児島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➡

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/

NTT ドコモ、KDDI、Soft	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/

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

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）

その2その1

今なら1,000コジポプレゼント!
新規入会キャンペーン

9月17日㊍〜10月4日㊐の期間中に新規入会され、児島の舟券を電投で
1,000円以上購入された方に、1,000コジポをプレゼントいたします。

その3

10/2㊎ 10/4㊐

「ＧⅠ児島キングカップ」全72レースの予想を、LIVE配信でお届けします！ボートレース児島YouTube予想LIVE
9/29㊋〜10/1㊍

注意事項
・ライブ配信にはタイムラグが生じます。舟券購入の際はご注意ください。
・回線の環境上、映像の乱れや切断、大幅な遅延が生じる場合があります。
・配信が重い場合は、ご視聴の画質を下げてご覧ください。

10/3㊏

ゲスト

ジロウ・七瀬静香
配信開始 		10：10頃〜

ゲスト

永島知洋・島田玲奈
配信開始 		10：10頃〜 ゲスト 		永島知洋　 配信開始 		10：10頃〜

ゲスト

永島知洋・島田玲奈・夏海
配信開始 		10：10頃〜

勝つのはどっちだ ! グランジ大vsギャンブル好き芸人!!

グランジ大
vs

ギャンブル好き芸人
安田大サーカス

同時視聴者数に応じて賞品数がアップ !
オリジナルクオカードプレゼント !!

番組視聴者プレゼント企画

詳しくは�
こちら

ガァ〜コチャンネル
ガァ〜コチャンネル

ガァ〜コチャンネル

ガァ〜コチャンネル

ポイント3倍

ドリーム戦＆準優勝戦 
キングドリーム・ガァ〜コドリーム 3レース

テレボート会員なら誰でもOK!! 入会方法はいたって簡単 児島テレポイント倶楽部 検索

まずは

入会手続
きを！

児島テレポイント倶楽部 検索

まずは
入会手続きを！

特設サイト

全日程 JLC680ＣＳ中継1Ｒ
スタート展示10：15 12Ｒ

発売締切 16：42 児島
開門予定  初日 9：40 2日目以降 9：45

全国のボートレース場・チケットショップで発売
※詳細はホームページをご覧ください。

場外
発売

マンスリーBOAT�RACE『BOAT�
RACE児島レースガイド』ＧⅠ特別号
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4320	 みね		りゅうた

峰	 竜太
Ａ1・佐賀・35歳

今年は数々の記録を塗り
替えるチャンスあり。

4418	 かやはら		ゆうき

茅原	 悠紀
Ａ1・岡山・33歳

念願の地元タイトル奪取
へ最後まで突っ走る。

3415	 まつい		しげる

松井	 繁
Ａ1・大阪・50歳

今年ＧⅠ5優出とグラン
プリ復帰へ好リズム。

3388	 いまがき		こうたろう

今垣	光太郎
Ａ1・福井・51歳

7月びわこＧⅠは予選敗
退も3連勝で締めた。

4166	 よしだ		かくろう

吉田	 拡郎
Ａ1・岡山・38歳

前回大会は8戦5勝と他
を圧倒して優勝した。

3854	 よしかわ		もとひろ

吉川	 元浩
Ａ1・兵庫・48歳

平和島クラシック優勝後
も各地で安定感あり。

3960	 きくち		こうへい

菊地	 孝平
Ａ1・静岡・42歳

前回大会も鋭発ショット
を連発して優出した。

4024	 いぐち		よしのり

井口	 佳典
Ａ1・三重・43歳

6月大村ＧⅠを王道で制
して勝負強さは健在。

4350	 しのざき		もとし

篠崎	 元志
Ａ1・福岡・34歳

兄弟でのグランプリ出場
へ向けペースアップ。

3822	 ひらお		たかのり

平尾	 崇典
Ａ1・岡山・47歳

7月大村誕生祭では伸び
足を仕上げて優出だ。

4482	 もりや		みほ

守屋	 美穂
Ａ1・岡山・31歳

多摩川レディースＣでは
準優勝と悔しい結果。

4885	 おおやま		ちひろ

大山	 千広
Ａ1・福岡・24歳

F2本持ちだが混合ＧⅠ
優出歴あり奮起期待。
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3024	 にしじま		よしのり

西島	 義則
Ａ1・広島・58歳

今年の進入は全
てスロー域。当
地はＳＧＶ歴。

4033	 いとう		まさよし

伊藤	 将吉
Ａ1・静岡・42歳

一般戦で優出ラ
ッシュの勢いを
ここでも出す。

4288	 ながた		けいじ

永田	 啓二
Ａ1・福岡・36歳

前回4コース捲
り差しで優勝と
イメージ良好。

4370	 やまぐち		たつや

山口	 達也
Ａ1・岡山・33歳

昨年の勢いを取
り戻せばＧⅠ初
Ｖも十分可能。

4537	 わたなべ		かずまさ

渡邉	 和将
Ａ1・岡山・30歳

ＧⅠ初優勝への
下地はできてお
り注目必至だ。

3573	 まえもと		やすかず

前本	 泰和
Ａ1・広島・48歳

準地元の当地は
一昨年にＧⅠ含
む2連覇あり。

4040	 ひろせ		まさゆき

廣瀬	 将亨
Ａ1・兵庫・41歳

1枠はもちろん
センターからの
自在戦も魅力。

4305	 かねこ		たくや

金子	 拓矢
Ａ1・群馬・36歳

ＧⅠ初Ｖから早
2年。そろそろ
2勝目欲しい。

4384	 つるもと		たかふみ

鶴本	 崇文
Ａ1・大阪・35歳

出足と回り足に
手応えなら機敏
さばきで突破。

4580	 はせがわ		まさかず

長谷川	雅和
Ａ1・岡山・31歳

地元周年は初出
場。予選突破を
目標に気合戦。

3622	 やまざき		ともや

山崎	 智也
Ａ1・群馬・46歳

好調時はコース
不問の俊敏戦で
ファンを魅了。

4044	 ゆかわ		こうじ

湯川	 浩司
Ａ1・大阪・41歳

快速王子が復活
目前。展示タイ
ムに要注目だ。

4324	 うんの		こうしろう

海野	康志郎
Ａ1・山口・32歳

機力出しもター
ンも記念で通用
するレベルだ。

4437	 なかた		げんた

中田	 元泰
Ａ1・香川・34歳

7月びわこＧⅠ
は捲り差しで4
万舟券を提供。

4685	 しまむら		たかよし

島村	 隆幸
Ａ1・徳島・29歳

ＧⅠ戦線でもパ
ワー負けが少な
く一発に期待。

3779	 はらだ		ゆきや

原田	 幸哉
Ａ1・長崎・44歳

前期Ｆ2の休み
を消化して本格
的に再始動だ。

4052	 おきつ		あい

興津	 藍
Ａ1・徳島・39歳

7月の唐津から
4連続優勝とリ
ズム上昇中。

4337	 ひらもと		まさゆき

平本	 真之
Ａ1・愛知・36歳

前回67周年は準
優で5コース捲
り差し決めた。

4441	 すえなが		ゆらく

末永	 由楽
Ａ1・岡山・34歳

上位陣は手強い
が純地元水面で
負けられない。

4713	 しらが		ゆう

白神	 優
Ａ1・岡山・30歳

グングン上昇中
の地元ホープが
見せ場を作る。

3874	 やまもと		ひろひさ

山本	 寛久
Ａ1・岡山・44歳

ＧⅠはスポット
参戦だが地元な
ら期待できる。

4102	 ますだ		けいじ

益田	 啓司
Ａ1・福岡・41歳

攻撃的な走りを
見せる近況なら
上位陣撃破も。

4342	 やの		れんし

谷野	 錬志
Ａ1・静岡・36歳

回り足上位なら
スピードを持っ
た旋回で浮上。

4450	 ひらたか		なな

平高	 奈菜
Ａ1・香川・33歳

当地は初出場か
ら好走多く目下
3連続優出中。

4734	 やすこうち		しょう

安河内	 将
Ａ1・佐賀・30歳

伸び足を重視し
た調整で自力勝
負を仕掛ける。

3944	 やまぐち		ゆうじ

山口	 裕二
Ａ1・長崎・41歳

差しハンドルに
鋭さがありアウ
トでも脅威に。

4136	 こうか		みつる

江夏	 満
Ａ1・福岡・40歳

当地は一般戦な
がら2連続優出
中と相性良い。

4351	 さとおか		ゆうき

里岡	 右貴
Ａ1・福岡・34歳

近況勝率7点台
と絶好調。この
勢いは侮れず。

4492	 ほんだ		ひろかず

本多	 宏和
Ａ1・愛知・33歳

パワー勝負に持
ち込める仕上が
りなら楽しみ。

4739	 なかむら		あきとも

中村	 晃朋
Ａ1・香川・28歳

前回戦で自身4
度目の優勝を決
め上昇ムード。

4013	 なかじま		こうへい

中島	 孝平
Ａ1・福井・40歳

高勝率でＡ1級
復帰を果たし近
況も好ムード。

4172	 もりさだ		こうじ

森定	 晃史
Ａ1・岡山・37歳

7月丸亀でＦ抱
えるも地元なら
積極性見せる。

4352	 しもじょう		ゆうたろう

下條	雄太郎
Ａ1・長崎・34歳

長崎支部も若手
の台頭が増えて
意気が上がる。

4512	 こうの		さとし

高野	 哲史
Ａ1・兵庫・31歳

ＳＧ初出場の鳴
門オーシャンＣ
で初優出した。

4762	 ふじわら		けいしろう

藤原	啓史朗
Ａ1・岡山・30歳

5月に地元の当
地で嬉しいデビ
ュー初Ｖ飾る。

4030	 もりたか		かずま

森高	 一真
Ａ1・香川・42歳

機力よりも気力
を前面に押し出
す熱い選手だ。

4261	 おか		ゆうしん

岡	 祐臣
Ａ1・三重・36歳

捲り中心の攻め
で2コースでも
自力で攻める。

4361	 やぎゅう		たいじ

柳生	 泰二
Ａ1・山口・35歳

7月若松では大
外から好位につ
けて逆転優勝。

4522	 ふるさわ		みつのり

古澤	 光紀
Ａ1・福岡・32歳

レベルの高い福
岡支部では結果
が必要になる。

4910	 なかむら		たいへい

中村	 泰平
Ａ1・愛知・24歳

Ｙダービーから
ＧⅠ連戦の今が
勝負所となる。

　児島では基本的にイン中心のレースが6割弱。だ
が、梅雨明けの7月から8月は高温多湿といった気象
で、モーターの出力が低減している。企画レースで1
枠に主力（Ａ級）というメンバー構成でもインが立ち
後れ、捲り、捲り差しという多彩なレース展開が多く
見られた。周年開催時の頃には、若干、気温は下がっ
てくるが、それでもスロー勢の立ち後れ、カドからダ
ッシュ攻撃といった隊形
は十分にある。3連単の
舟券を買うポイントとし
ては、2コースの選手の
スタート力と機力がカギ
となりそう。

　ＧⅠは2連率の高いモーターから優先されるが、
�、�は転覆の影響があり、選手からは「勝率ほ
どは動いていない」とのコメント。
　勝率があるお薦めモーターは�と�。�は初
下ろしからＢ級選手が優出。秦英悟、藤原啓史朗、上
條嘉嗣がＶ実績。実戦型のパワフル機でエース候補。
一方の�は優勝こそないが、内堀学、末永由楽が準
優勝するなど、こちらも実戦型で

安定感がある。
　また、近況上昇中の�にも注目。2連率は30％台
だが山地正樹が優勝、お盆戦で平尾崇典が優出。そし
て、追加参戦となった品川二千
翔が中間着をまとめるなど、間
違いなく上位機と遜色ない動き
を見せている。

　Ｖ争いの中心はドリー
ム組だ。初日「キングド
リーム」は峰 竜 太（佐
賀）、2日目「ガァ〜コド
リーム」には地元の茅原
悠紀（岡山）が1号艇で
登場する。
　峰は8月末時点で特別
戦4つを含む優勝11回。
三国ＢＲ甲子園は捲り差

し、7月の鳴門オーシャンＣは4コース差しで優勝し、
イン以外でもＳＧを制する力を見せつけた。最高勝
率、年間最多優勝の記録更新へ突き進む男が、児島	

ＧⅠ初制覇を狙う。茅原は5月徳山周年Ｖ、オーシャ
ンＣで優出2着。長年培ってきたターン力に、近況は
攻撃力も加わってさらにレベルアップ。地元周年初制
覇へ全力で挑む。

　松井繁（大阪）、今垣光
太郎（福井）、地元の平尾
崇典（岡山）は当地ＳＧ
優勝歴、当地周年覇者の
吉田拡郎（岡山）、井口
佳典（三重）、菊地孝平
（静岡）も実績は抜群だ。
守屋美穂（岡山）、大山
千広（福岡）もＧⅠで通
用する力を備えている。

　12人を擁する地元勢では、タイトル奪取に燃える山
口達也（岡山）、調整力に定評のある渡邉和将（岡山）、
力をつけてきた藤原啓史朗（岡山）と白神優（岡山）
が、地の利を生かして実績上位のメンバーに挑む。

出場予定選手［選手登録番号順。ドリーム戦出場選手は上掲］　　　 選手データの見方 	選手名の上は登録番号、下は級別・支部・年齢（初日現在）　　 全　国 ��2020年2月1日〜8月24日／最近6ヵ月勝率　 児　島 ��2017年8月1日〜2020年8月20日／最近3年勝率

キングドリーム　9月29日火（初日）第12レース ガァ〜コドリーム　9月30日水（2日目）第12レース

峰が児島ＧⅠ初制覇へ、茅原は地元周年初制覇を目指して全力で挑む！総展望
野白由貴子	●『デイリースポーツ』

2020年獲得賞金ベスト50
（2020年1月1日〜8月30日。　 は今節出場選手）

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

1 4320 峰　　竜太 114,071,000円
2 3854 吉川　元浩 88,739,932円
3 4477 篠崎　仁志 82,638,333円
4 3942 寺田　　祥 80,365,000円
5 3960 菊地　孝平 75,085,000円
6 3744 徳増　秀樹 72,973,000円
7 3897 白井　英治 69,613,000円
8 3783 瓜生　正義 69,223,500円
9 4344 新田　雄史 60,654,340円
10 4418 茅原　悠紀 58,140,000円
11 3415 松井　　繁 57,765,000円
12 4238 毒島　　誠 57,278,000円
13 4337 平本　真之 53,732,000円
14 4444 桐生　順平 48,831,000円
15 4024 井口　佳典 48,013,000円
16 4686 丸野　一樹 47,825,333円
17 4262 馬場　貴也 47,124,500円
18 4371 西山　貴浩 46,840,000円
19 3573 前本　泰和 46,537,000円
20 4503 上野真之介 46,485,000円
21 4168 石野　貴之 44,653,000円
22 3721 守田　俊介 44,213,000円
23 4044 湯川　浩司 44,197,000円
24 4524 深谷　知博 44,081,333円
25 4296 岡崎　恭裕 43,874,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

26 3941 池田　浩二 43,804,000円
27 4148 枝尾　　賢 38,467,566円
28 4074 柳沢　　一 37,702,000円
29 4350 篠崎　元志 37,595,000円
30 4504 前田　将太 37,198,000円
31 3737 上平　真二 36,401,000円
32 4205 山口　　剛 35,727,333円
33 3716 石渡　鉄兵 35,372,666円
34 3780 魚谷　智之 35,157,500円
35 3826 村田　修次 35,109,000円
36 3582 吉川　昭男 35,077,000円
37 4831 羽野　直也 34,782,000円
38 4084 杉山　正樹 34,691,566円
39 4688 永井　彪也 34,557,000円
40 4387 平山　智加 34,049,666円
41 4063 市橋　卓士 33,518,333円
42 4586 磯部　　誠 33,492,000円
43 4061 萩原　秀人 33,466,000円
44 4497 桑原　　悠 33,283,000円
45 3557 太田　和美 33,230,000円
46 4188 久田　敏之 32,789,000円
47 4290 稲田　浩二 31,966,265円
48 4512 高野　哲史 31,911,932円
49 3984 坂口　　周 31,604,000円
50 3959 坪井　康晴 31,572,000円

の水面＆モーター
岡野　修一	●『専門紙ニュース』

ＧⅠ児島キングカップ［ボートレース児島・開設記念］
最近10大会の優勝者

回 開催年 優勝者

第58回 2010年 菊地　孝平
第59回 2011年 田中信一郎
第60回 2012年 深井　利寿
第61回 2013年 井口　佳典
第62回 2014年 川崎　智幸
第63回 2015年 山口　　剛

回 開催年 優勝者

第64回 2016年 服部　幸男
第65回 2017年 寺田　　祥
第66回 2018年 山崎　智也
第67回 2019年 吉田　拡郎

第68回大会　優勝戦
2020年10月4日日　第12レース

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

パワー不足でスロー勢が苦戦。モーターは�、�、�に注目！

開催日 潮 満  潮 干  潮
9月29日㊋ 中潮 9：40 15：52
30日㊌ 大潮 10：17 16：31

10月1日㊍ 大潮 10：49 17：05
2日㊎ 大潮 11：19 17：34
3日㊏ 大潮 11：50 18：03
4日㊐ 中潮 12：22 18：33

開催期間中の潮汐表
最近6ヵ月  進入コース別成績（2020年2月1日〜8月20日／1,284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 8.24 60.6% 18.0% 5.9% 0.16 737回 - - - 32回 2回
2コース 5.67 12.1% 28.5% 18.7% 0.18 - 36回 - 101回 14回 4回
3コース 5.21 11.4% 18.8% 21.9% 0.17 - 35回 66回 19回 24回 1回
4コース 4.99 10.3% 17.7% 20.0% 0.16 - 44回 44回 26回 11回 7回
5コース 4.16 4.9% 12.1% 20.7% 0.17 - 10回 45回 0回 6回 1回
6コース 3.00 1.5% 5.7% 13.7% 0.19 - 4回 6回 7回 0回 2回

●	児島はチルト3度まで使用
できます。

順位 モーター
番号 2連率 勝率

① � 49.3％ 6.17
② � 48.9％ 6.38
③ � 47.1％ 6.11
④ � 46.7％ 5.96
⑤ � 45.3％ 5.97
⑥ � 45.0％ 5.97
⑦ � 44.4％ 6.06
⑧ � 42.3％ 5.81
⑨ � 41.1％ 5.57
⑩ � 40.4％ 5.83

モーター2連率ベスト10
（2020年1月・使用開始〜8月20日）
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