
コジポ還元キャンペーン実施中!!
年間総額3600万円相当

「ＧⅠ児島キングカップ開設70周年
記念」開催期間中、購入された児島
テレポイント倶楽部会員の中から、
購入金額に応じて抽選でコジポをプ
レゼント!! 

参加方法 　児島テレポイント倶楽部
にご入会のうえ、ご参加ください。

▼

入会は
こちら

児島テレポイント倶楽部 検索

まずは

入会手続
きを！

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

ボートレース児島

実況ライブを楽しもう!

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/

ボートレース児島テレドーム（一部の携帯電話等は除く）

レース実況・展示タイム・2連単＆3連単オッズ � ☎0180－998－000
レース実況・展示タイム・2連複＆3連複オッズ � ☎0180－998－111
気象・競技情報���������������� ☎0180－998－112
レース結果（2連単・3連単） ���������� ☎0180－998－222
レース結果（2連複・3連複・拡連複） ������ ☎0180－998－223

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

児島ボートレース場へのアクセス

ハガキに、「ＧⅠ児島キングカップ・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「ＧⅠ児島キングカップ」プレゼント係

締切	 2022年10月22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
ＧⅠ児島キングカップ	開設70周年記念競走	
オリジナルクオカードをプレゼント!

抽選で20名様に

●購入額が同額の場合は、購入レース数が多い方から上位とします。●重複当選はありません。

節間7,000円以上購入    7,000コジポ×150名様
節間2万円以上の購入    10,000コジポ×100名様
節間5万円以上の購入    15,000コジポ×100名様
節間購入額上位者20名様で    200万コジポを山分け!!

当選発表  コジポの付与をもって発表に代えさせていただきます。

節間1万円以上購入され
た方の中から、再抽選で
290名様に5,000コジ
ポプレゼント！

Ｗ
チャンス賞

節間7,000円以上の購入で7,000コジポが当たるチャンス! 総額700万コジポを大還元!

BOAT RACE
2022

10
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

Ｇ Ⅰ 特 別 号
BOAT RACE児島レースガイド

ＧⅠ児島キングカップ開設70周年記念競走  オフィシャルパンフレット

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、場内の混雑状況により入
場制限を行う場合があります。

全国のボートレース場・チケットショップで場外発売場外発売
特設サイト10/16㊐

JLC681
10/17㊊〜21㊎
JLC680

Ｃ
Ｓ
中
継

20歳未満の方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。
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10ＧⅠ児島キングカップ　開設70周年記念競走
オフィシャルパンフレット9

実績を持つ田村隆信（徳島）、桐生順平（埼玉）、8月の浜名湖メモリア
ルでＳＧ覇者となった片岡雅裕（香川）も当地好相性だ。メモリアル優
勝戦でＦを切った白井英治（山口）と新田雄史（三重）は期末を控えてど
こまでスタート勝負できるかがカギとなる。

児島でニューヒーロー誕生なるか !?
　児島周年は、昨年の佐藤翼のようにＧⅠ初Ｖを勝ち取る選手も多く、

55周年の前本泰和から56、57周年は3年連
続でＧⅠ初Ｖ。60周年の深井利寿も児島で
初めてＧⅠを制した。モーター次第では、
若手の吉川貴仁（三重）や女子の守屋美穂

（岡山）らにも活躍のチャンスは十分ある。

茅原は意外なことに当地周年未制覇
　「ＧⅠ児島キングカップ」のタイトルは、岡山支部の前にそびえ立つ
高い山だ。37周年・黒明良光氏、38周年・林貢氏による連覇の後、地元
から優勝者を出すことができなかった歴史がある。
　ようやく頂上へ到達したのが62周年の川崎智幸。67周年では吉田拡郎

（岡山）が地元周年覇者に名を連ねた。他
地区の周年を何度も制している茅原悠紀

（岡山）も、あと一歩のところでＶを逃し
ている。地元エースとして、70周年のメモ
リアル大会で地元ＧⅠ初制覇を目指す。勢

いを取り戻した山口達也（岡山）、キレの鋭さに粘り強さが増した立間
充宏（岡山）の活躍にも期待が集まる。

メモリアル活躍の菊地、片岡は当地好歴
　遠征陣では
58周年で捲り
Ｖ、68周年は
新プロペラを
仕上げて優勝
した菊地孝平（静岡）がＶ筆頭候補。水の合う児島で周年Ｖ3を狙う。
服部幸男（静岡）は41周年、64周年と長期スパンでＶ2。当地ＳＧ優勝

3897 しらい  えいじ

白井	 英治
4166 よしだ  かくろう

吉田	 拡郎
4044 ゆかわ  こうじ

湯川	 浩司

4444 きりゅう  じゅんぺい

桐生	 順平
4477 しのざき  ひとし

篠崎	 仁志
3719 つじ  えいぞう

辻	 栄蔵

昨年のグラチャン含め当地では優出の連続だ。 お盆戦は途中帰郷も5月戦と7月戦では連覇。 昨年の当地グラチャンは準優6枠で白星獲り。

優出した前回大会は3〜6枠で3勝を挙げた。 2年ぶりのＧⅠタイトル獲得を目指して奮起。 当地ＧⅠは2連続優出があり、前回一般戦Ｖ。
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Ａ1・山口・46歳 Ａ1・岡山・40歳 Ａ1・大阪・43歳

Ａ1・埼玉・36歳 Ａ1・福岡・34歳 Ａ1・広島・47歳

第1回 1953年 金藤一二三
第2回 1954年 三津川　要
第3回 1955年 原　　富夫
第4回 1956年 杉村　清一
第5回 1957年 三津川　要
第6回 1958年 三津川　要
第7回 1959年 金藤一二三
第8回 1960年 宮原　和敏

第9回 1961年 渡辺　　研
第10回 1962年 森　　弘文
第11回 1963年 松尾　幸長
第12回 1964年 竹内　淳麿
第13回 1965年 長瀬　忠義
第14回 1966年 芹田　信吉
第15回 1967年 竹内　淳麿
第16回 1968年 中　止

第17回 1969年 金子　安雄
第18回 1970年 鈴木　一義
第19回 1971年 長嶺　　豊
第20回 1972年 彦坂　郁雄
第21回 1973年 石原　　洋
第22回 1974年 村上　一行
第23回 1975年 古谷　　浩
第24回 1976年 村上　一行

1982年
黒明　良光

1978年
彦坂　郁雄

1986年
長嶺　　豊

1991年
津田富士男

1984年
村田　瑞穂

1980年
吉田　重義

1988年
中道　善博

1993年
服部　幸男

1983年
北原　友次

1979年
北原　友次

1987年
関　　忠志

1992年
野中　和夫

1977年
野中　和夫

1985年
安岐　真人

1990年
林　　　貢

1981年
林　　　貢

1989年
黒明　良光

1994年
烏野　賢太

第30回第26回 第34回 第39回第32回第28回 第36回 第41回第31回第27回 第35回 第40回第25回 第33回 第38回第29回 第37回 第42回

児島周年記念
歴代優勝者

語り継ぐ熱狂 !

1995年
烏野　賢太

第43回

賞金バトルも大詰め! 総展望　野白	由貴子 ●『デイリースポーツ』
児島のエース・茅原が、70周年のメモリアル大会で地元周年タイトル獲得へ！

1号艇 1号艇2号艇 2号艇3号艇 3号艇

4号艇 4号艇5号艇 5号艇6号艇 6号艇

4418 かやはら  ゆうき

茅原	 悠紀
4028 たむら  たかのぶ

田村	 隆信
4168 いしの  たかゆき

石野	 貴之

3960 きくち  こうへい

菊地	 孝平
4371 にしやま  たかひろ

西山	 貴浩
4459 かたおか  まさひろ

片岡	 雅裕

悲願の地元周年初制覇へ、気迫の攻めに出る。 自由自在なハンドルワークで上位に進出する。 6月住之江周年を制してリズムも右肩上がり。

当地はＧⅠ優勝2回に前回大会も優出果たす。 以前の出足重視から現在は伸び足重視の調整。 浜名湖メモリアルで6コースからＳＧ初制覇。
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Ａ1・岡山・35歳 Ａ1・徳島・44歳 Ａ1・大阪・40歳

Ａ1・静岡・44歳 Ａ1・福岡・35歳 Ａ1・香川・36歳

キングドリーム　10月16日日（初日）第12レース ガァ〜コドリーム　10月17日月（2日目）第12レース

●選手は欠場等により変　更となる場合があります。

最近6ヵ月 	進入コース別成績（2022年3月1日〜8月26日／1,220レース）

進入コース 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 59.4% 16.5% 8.5% 0.16 700回 - - - 25回 0回

2コース 13.1% 23.6% 19.8% 0.17 - 25回 - 121回 14回 0回

3コース 11.7% 19.8% 20.4% 0.16 - 53回 66回 12回 12回 3回

4コース 8.4% 19.6% 20.5% 0.16 - 45回 26回 20回 10回 0回

5コース 5.6% 12.9% 17.8% 0.15 - 14回 43回 2回 7回 2回

6コース 1.8% 7.7% 13.3% 0.17 - 5回 8回 4回 4回 0回

開催期間中の潮汐表
開催日 潮 満　潮 干　潮

10月16日㊐ 中潮 15：39 8：21
17日㊊ 小潮 16：45 9：04
18日㊋ 小潮 18：01 10：04

開催日 潮 満　潮 干　潮

10月19日㊌ 小潮 19：12 11：28
20日㊍ 長潮 7：04 12：58
21日㊎ 若潮 8：14 14：12
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4261 おか  ゆうしん

岡	 祐臣
Ａ1・三重・38歳

4025 やまもと  たかゆき

山本	 隆幸
Ａ1・兵庫・45歳

4503 うえの  しんのすけ

上野	真之介
Ａ1・佐賀・34歳

3717 たつま  みつひろ

立間	 充宏
Ａ1・岡山・47歳

4388 これさわ  たかひろ

是澤	 孝宏
Ａ1・滋賀・37歳

4074 やなぎさわ  はじめ

柳沢	 一
Ａ1・愛知・41歳

4762 ふじわら  けいしろう

藤原	啓史朗
Ａ1・岡山・32歳

4276 すずき  かつひろ

鈴木	 勝博
Ａ1・愛知・39歳

4030 もりたか  かずま

森高	 一真
Ａ1・香川・44歳

4528 くろい  たつや

黒井	 達矢
Ａ1・埼玉・34歳

3780 うおたに  ともゆき

魚谷	 智之
Ａ1・兵庫・46歳

4391 まつだ  ゆうき

松田	 祐季
Ａ1・福井・36歳

4137 きみじま  しゅうぞう

君島	 秀三
Ａ1・滋賀・42歳

4872 やました  りゅうしん

山下	 流心
Ａ1・広島・29歳

3307 じょうたき  かずのり

上瀧	 和則
Ａ1・佐賀・54歳

4342 やの  れんし

谷野	 錬志
Ａ1・静岡・38歳

4311 おかむら  まさし

岡村　　仁
Ａ1・大阪・38歳

4050 たぐち  せつこ

田口	 節子
Ａ1・岡山・41歳

4682 おおうえ  たくと

大上	 卓人
Ａ1・広島・32歳

3961 たにむら  かずや

谷村	 一哉
Ａ1・山口・43歳

4482 もりや  みほ

守屋	 美穂
Ａ1・岡山・33歳

4172 もりさだ  こうじ

森定	 晃史
Ａ1・岡山・40歳

4885 おおやま  ちひろ

大山	 千広
Ａ1・福岡・26歳

3422 はっとり  ゆきお

服部	 幸男
Ａ1・静岡・51歳

4344 にった  ゆうし

新田	 雄史
Ａ1・三重・37歳

4061 はぎはら  ひでと

萩原	 秀人
Ａ1・福井・43歳

4719 かみじょう  のぶたか

上條	 暢嵩
Ａ1・大阪・28歳

4013 なかじま  こうへい

中島	 孝平
Ａ1・福井・42歳

4500 やまだ  こうじ

山田	 康二
Ａ1・佐賀・34歳

4199 きたがわ  じゅんじ

北川	 潤二
Ａ1・愛知・40歳

4926 よしかわ  たかひと

吉川	 貴仁
Ａ1・三重・29歳

3541 みしま  せいじ

三嶌	 誠司
Ａ1・香川・54歳

4350 しのざき  もとし

篠崎	 元志
Ａ1・福岡・36歳

4063 いちはし  たかし

市橋	 卓士
Ａ1・徳島・43歳

4757 やまだ  ゆうや

山田	 祐也
Ａ1・徳島・33歳

3612 ばたい  よしのり

馬袋	 義則
Ａ1・兵庫・50歳

4370 やまぐち  たつや

山口	 達也
Ａ1・岡山・36歳

4064 はらだ  あつし

原田	 篤志
Ａ1・山口・42歳

4760 やまざき  ぐん

山崎	 郡
Ａ1・大阪・32歳

決め打ちの捲り差しがハ
マれば高配当を提供。

自力捲りは少ないが的確
な差しで突き抜ける。

着実にキャリアを積んで
おりＧⅠ初Ｖも可能。

ダッシュ一撃のレースス
タイルで金星を狙う。

水面が荒れれば荒れるほ
ど意気が上がる傾向。

唐津グラチャン優出後も
各地で主力級の活躍。

地元周年は3連続出場。
今回こそ結果を残す。

1着率30％超の4、5コ
ースが狙い目になる。

近況勝率7点台と好調で
3年ぶりＧⅠ奪取へ。

4月戸田ＧⅠは優勝こそ
逃したがＶ戦1枠だ。

アウトも苦にしない俊敏
ターンで上位着獲り。

近況は各地で白星量産中
で1着率も30％超える。

今期は自身初の7点勝率
も狙える好調ぶりだ。

初のＡ1級昇級で記念へ
の出場機会が増加中。

ＧⅠ出場はおよそ12年ぶ
り。底力を見せるか。

最後まで諦めないコーナ
ー勝負が最大の武器。

8月ＭＢ大賞では大敗な
く着をまとめ準優出。

当地直近3年は9戦して
7優出Ｖ2と好成績。

特別戦でも力負けはなく
初Ｖへの期待値高い。

大外はさすがに遠いが5
コースまでは連絡み。

昨年3連覇を達成した地
元水面でＧⅠ奪取へ。

センターの攻めに安定感
があり3連率70％超。

当地は優勝2回に前回優
出と好走の多い水面。

前回8月戦での優勝は自
身1年半ぶりだった。

今年はここまで9優出Ｖ
5と高い決定力あり。

回り足の仕上がりが良け
ればコースは問わず。

大村クラシックでＳＧ初
優出と着実に前進中。

インはもちろん、3連率
90％の3コース魅力。

7月江戸川ＧⅡで準完全
Ｖを決め好調モード。

5月大村ＧⅡでは積極的
にコース動いて優出。

当地出場は4回目だが既
に優出2回と好相性。

昔も今も積極果敢なスリ
ット攻勢は変わらず。

6年ぶりの特別戦タイト
ル獲得へ気合は十分。

コースなりの着獲りで内
寄りなら上位を確保。

鳴門地区選でのＧⅠ初Ｖ
後は自信があふれる。

モーターパワーを引き出
して混戦を抜け出す。

近年はムラも目立つがパ
ンチある攻めは健在。

近況差しに鋭さあり2コ
ース1着率は約35％。

名前通りグングンとステ
ップアップを果たす。
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第70回大会
優勝戦

2022年10月21日㊎
第12レース

2002年
原田　幸哉

1996年
植木　通彦

2010年
菊地　孝平

2006年
植木　通彦

2000年
烏野　賢太

2014年
川崎　智幸

2019年
吉田　拡郎

2004年
後藤　　浩

1998年
仲口　博崇

2012年
深井　利寿

2008年
吉村　正明

2016年
服部　幸男

2021年
佐藤　　翼

2003年
西村　　勝

1997年
濱村　芳宏

2011年
田中信一郎

2007年
前本　泰和

2001年
田中信一郎

2015年
山口　　剛

2020年
菊地　孝平

2005年
山崎　智也

1999年
植木　通彦

2013年
井口　佳典

2018年
山崎　智也

2009年
出畑　孝典

2017年
寺田　　祥

第50回第44回 第58回第54回第48回 第62回 第67回第52回第46回 第60回第56回 第64回 第69回第51回第45回 第59回第55回第49回 第63回 第68回第53回第47回 第61回 第66回第57回 第65回

2022年獲得賞金ベスト60
2022年1月1日〜9月6日

はＧⅠ児島キングカップ出場選手

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
① 4205 山口　　剛 広島 78,938,457円
② 3779 原田　幸哉 長崎 75,320,000円
③ 4262 馬場　貴也 滋賀 70,949,000円
④ 4238 毒島　　誠 群馬 70,729,000円
⑤ 4459 片岡　雅裕 香川 70,592,485円
⑥ 3941 池田　浩二 愛知 67,542,000円
⑦ 4502 遠藤　エミ 滋賀 64,770,000円
⑧ 3960 菊地　孝平 静岡 63,626,706円
⑨ 4787 椎名　　豊 群馬 62,800,133円
⑩ 3897 白井　英治 山口 62,730,457円
⑪ 4168 石野　貴之 大阪 56,494,000円
⑫ 4444 桐生　順平 埼玉 55,539,133円
⑬ 4686 丸野　一樹 滋賀 54,249,000円
⑭ 4013 中島　孝平 福井 50,757,000円
⑮ 4719 上條　暢嵩 大阪 47,065,000円
⑯ 3737 上平　真二 広島 46,810,000円
⑰ 3783 瓜生　正義 福岡 46,596,000円
⑱ 4586 磯部　　誠 愛知 46,238,000円
⑲ 4337 平本　真之 愛知 45,042,000円
⑳ 4831 羽野　直也 福岡 44,882,833円
� 4851 関　　浩哉 群馬 44,288,000円
� 4362 土屋　智則 群馬 43,530,399円
� 3557 太田　和美 大阪 43,428,500円
� 4024 井口　佳典 三重 43,144,500円
� 3942 寺田　　祥 山口 42,434,000円
� 4344 新田　雄史 三重 42,410,000円
� 4504 前田　将太 福岡 42,326,000円
� 3573 前本　泰和 広島 41,267,000円
� 4524 深谷　知博 静岡 41,065,266円
� 3719 辻　　栄蔵 広島 41,055,500円
� 3415 松井　　繁 大阪 40,535,000円
� 4074 柳沢　　一 愛知 39,872,000円
� 4350 篠崎　元志 福岡 39,698,000円
� 4477 篠崎　仁志 福岡 39,676,000円
� 3946 赤岩　善生 愛知 39,639,485円
� 4494 河合　佑樹 静岡 39,252,266円
� 4290 稲田　浩二 兵庫 38,337,066円
� 4418 茅原　悠紀 岡山 38,266,266円
� 4682 大上　卓人 広島 37,733,166円
� 4297 山田　哲也 東京 37,394,069円
� 4075 中野　次郎 東京 37,295,133円
� 4061 萩原　秀人 福井 36,835,000円
� 3744 徳増　秀樹 静岡 36,521,206円
� 4450 平高　奈菜 香川 36,252,000円
� 4398 船岡洋一郎 広島 36,170,457円
� 3780 魚谷　智之 兵庫 35,267,000円
� 4095 福来　　剛 東京 34,996,602円
� 4932 新開　　航 福岡 34,963,000円
� 4042 丸岡　正典 大阪 32,601,000円
� 4760 山崎　　郡 大阪 32,579,000円
� 4816 村松　修二 広島 32,576,000円
� 3556 田中信一郎 大阪 32,506,000円
� 4503 上野真之介 佐賀 32,228,000円
� 4296 岡崎　恭裕 福岡 32,202,000円
� 4028 田村　隆信 徳島 32,144,066円
� 4311 岡村　　仁 大阪 31,539,000円
� 4324 海野康志郎 山口 31,516,000円
� 4685 島村　隆幸 徳島 31,369,000円
� 4397 西村　拓也 大阪 31,363,000円
� 4148 枝尾　　賢 福岡 31,251,000円

●欠場などにより出場予定選手が変更になる場合があります。

出場予
定選手

選手登録番号順
ドリーム戦出場選手

を除く

登録番号

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）
全国  
  2022年3月1日〜2022年
8月31日／最近6ヵ月
児島  
  2019年9月1日〜2022年
8月26日／最近3年

選手データの見方
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開催期間中毎日 キング抽選会
当日の「児島キングカップ」未確定舟券1,000円分につき
1回、抽選で現金や、岡山県内・倉敷市内の特産品をプレ
ゼント！

イベント＆ファンサービス ● イベントの内容につきましては、都合により変更・中止となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

● イベント人数を制限させていただく場合があります。詳しくは特設サイトをご確認
ください。

公式	 ガァ〜コチャンネル

開催期間中毎日

場内食堂グルメ＆うまいもの屋台
中華そば・ダムカレー・焼きそば・カツ丼など食堂グルメを楽
しもう！
タコ天、タコ飯・唐揚げなど地元のうまいもの屋台もあるよ!!

【時間】9：45〜
【場所】各食堂・
  屋台はガァ〜コステージ付近

ムーディ勝山

10/19㊌

ＭＣ 永島知洋

10/16㊐〜21㊎

COWCOW

10/16㊐

ブラック
マヨネーズ	吉田　敬

10/20㊍

解説 高橋悠花

10/16㊐・20㊍・21㊎

相席スタート

10/17㊊

ガリットチュウ

10/21㊎

解説 野添貴裕

10/17㊊〜19㊌

大西ライオン

10/18㊋

配信時間 	10：10頃〜第12レース終了まで

【時間】10：00〜16：00　【参加料】無料　
【場所】場内特設会場
【体験内容】  デニムリース＆ブレスレット、 

畳縁ハンドメイドなど

10/16㊐

COWCOW	
【時間】  第7レース発売中 

（13：15頃〜）
【場所】イベントホール

人気腹話術師

川上じゅん	
【時間】 ①第4レース発売中（11：45頃〜）
 ②第8レース発売中（13：45頃〜）

【場所】イベントホール

お笑い
ライブ

ボイス
パフォーマンス

ショー

10/21㊎

ガリットチュウ
【時間】  第7レース発売中 

（13：15頃〜）
【場所】イベントホール

お笑い
ライブ

【時間】開門〜予定数（500回）に達し次第終了
【場所】3階エントランス

開催期間中毎日 70周年ありがとう抽選会
当日の「児島キングカップ」購入累計額3,000円分につき
1回、抽選で現金や、岡山県内・倉敷市内のスイーツをプ
レゼント！

【時間】14：00〜予定数（300回）に達し次第終了
●指定席入場時に参加券配布。第7レース発売開始から抽選券をお渡しします。

【場所】4階指定席（指定席ご利用の方で、キャッシュレスでの購入分が対象）

軍資金	10,000円 軍資金	10,000円Ａ賞 Ａ賞2名様 3名様

軍資金	 5,000円 軍資金	 5,000円

軍資金	 1,000円

Ｂ賞 Ｂ賞

Ｃ賞
6名様 5名様

10名様

千屋牛ギフト

Ｃ賞

3名様
瀬戸内の味
詰合せ

Ｄ賞

15名様

下津井
のりセット

Ｅ賞

15名様
倉敷ぶっかけ
うどん（3人前）

Ｆ賞

15名様

Ｇ賞 	 千屋牛和牛カレー	 50名様

Ｈ賞 	 1本袋入り塩羊羹	 50名様

Ｉ賞 	 白桃ようかん	 50名様

Ｊ賞 	 	元祖マスカット	
きびだんご（12個入り）	 60名様

Ｋ賞 	 番号チョコ	 234名様

Ｇ賞 	 きびだんご（10個入り）	 30名様

Ｈ賞 	 PETラムネ（1本）	 70名様

Ｉ賞 	 軍資金100円	 60名様

倉敷
バームクーヘン

Ｄ賞

20名様

井原デニム	
インディゴ
クッキー（6枚入り）

Ｅ賞

20名様

磯乃羊羹

Ｆ賞

30名様

タレントゲスト

10/20㊍・21㊎
出張!はなまるPAR K 

児島 D E 遊ぼ〜と
ステージに！ 客席に！ YouTubeに！
江西あきよしが登場！

初使用から9ヵ月! のモーター　岡野　修一 ●『専門紙ニュース』

児島のエース�号機、中間整備で変身した�号機に注目！
　現行モーターは使用約9ヵ月。勝率ナンバー1で2連率が55％の�
がイチ押し。夏場の回転が上がらない時期でも力強い動きを披露した。
プロペラ調整によってどこかに特長が出るエース機だ。8月ＧⅡＭＢ大
賞で125期の定松勇樹を初の特別戦優出に導いた。
　2連率は低いが、中間整備以降に動きが激変した�がパワフル。体
重がある井川大作がお盆戦で準優5着、続く節で松尾祭が優出した。実

戦型で上位級の動きだ。
　�は数字通りで安定感があり、乙津康志が全3連対で優出。�は
新プロペラになり下降も、復調の兆しを見せている。�、�はター
ン足が良く、�は出足から繋がりに安定感がある�、�、�は
機歴通りで中堅上位の動きは十分だ。ベスト10に挙げなかったが�、
�も素性が良く、上位と遜色のない動きを見せる。

視聴者プレゼント企画が盛りだくさん!!

永島知洋
最終収支を
5名様で山分け!

永島知洋の節間収支相当分の 
ＪＣＢギフト券を5名様に山分
けプレゼント！

1 キーワード
プレゼント！

開催期間中毎日、ゲストがキーワードを発
表します。6日間のキーワードを組み合わ
せて応募された方の中から、抽選で10名様
にふなおワイナリーのスパークリングワイ
ン（4,000円相当）をプレゼント！

2 チャンネル登録
キャンペーン

目指せ新規登録＋3,000オーバー！
節間のガァ〜コチャンネル新規登録
者数が3,000名を超えたら、抽選で
5名様にバカラグラス（2万円相当）
をプレゼント！

3 永島知洋VS
ゲスト＆解説者
回収率バトル

各日の勝利チームを予想。正解者の
中から、抽選で10名様に岡山・倉敷
銘菓（2,000円相当）をプレゼント！

4

会場 	ガァ〜コステージ　●新型コロナウイルス感染症等拡大の影響により、非公開での配信となる場合があります。

モーター2連率ベスト10
（2022年1月・使用開始〜9月4日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率

① � 55.0％ 6.80
② � 50.0％ 6.22
③ � 44.8％ 6.13
④ � 44.5％ 5.78
⑤ � 44.1％ 5.88
⑤ � 44.1％ 5.60
⑦ � 42.2％ 5.98
⑧ � 41.3％ 5.79
⑧ � 41.3％ 5.74
⑩ � 41.1％ 5.66

●児島はチルト3度まで使用できます。

唯一50％を超えるバランス上位のエース機
�1 2連率 勝率 優出 優勝

55.0％ 6.80 8 ❶

中間整備以降に激変しターン後の加速が◎
�2 2連率 勝率 優出 優勝

29.8％ 5.12 3 0

スローから行き足が良いと乙津康志が絶賛
�3 2連率 勝率 優出 優勝

40.1％ 5.78 3 ❶

新ペラ後に下降もじわり良化。バランス型
�4 2連率 勝率 優出 優勝

44.1％ 5.88 3 ❶

服部幸男がＶ以降、出足系が良く右上がり
�5 2連率 勝率 優出 優勝

39.4％ 5.55 4 ❶

ＧⅡで田中信一郎がプロペラ調整なく優勝
�6 2連率 勝率 優出 優勝

36.6％ 5.42 3 ❷

航走タイム1番時計。出足から繋がり安定
�7 2連率 勝率 優出 優勝

40.5％ 5.53 4 0

勝率通り上位機。回転が合えば回り足軽快
�8 2連率 勝率 優出 優勝

44.8％ 6.13 5 ❶

安定感ある上位機で調整によって特長出る
�9 2連率 勝率 優出 優勝

41.1％ 5.66 4 ❶

ＧⅡで笠原亮が優出。底力がある実戦型
�10 2連率 勝率 優出 優勝

50.0％ 6.22 4 ❶

岡野記者が選ぶ!
児島のモーター
ベスト10


