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2021年8月9日㊊ＧⅠ第35回レディースチャンピオン

オープン懸賞
クイズ

オープン懸賞クイズ

    :ボートレース○○○A答え

Q問題 「プレミアムGⅠ第35回レディースチャンピオン」
が開催されるボートレース場は?

※ご応募いただいた際の個人情報
は、賞品の発送以外に使用いたし
ません。また、個人情報保護ならび
に法令遵守の視点から適正に管理
いたします。
※ご応募はお一人様1回限りとし、
Web・はがき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。

応募方法

ハガキから
下記必要事項明記のうえ、
はがきで応募する。

特設サイトから

〒430-0929 
浜松市中区中央2-10-1 
浜松青色会館5F
株式会社中日アド企画 東海支社 
「プレミアムGⅠ
  レディースチャンピオン
  オープン懸賞事務局」

応募先

厳選なる抽選のうえ、賞品の発送を
持って発表にかえさせていただきます。

当選発表

必要事項

1.クイズの答え
2.郵便番号
3.ご住所
4.お名前
5.年齢
6.性別
7.電話番号
8.ご希望の賞品

ハガキは当日必着
WEBは17時まで

8月9日2021年 月・祝

応募締切

特設サイト内の
オープン懸賞
ページから専用
フォームにて応
募する ▶ ▶ ▶ ▶

※都合により掲載している商品カラー等変更となる場合がございます。

レディース賞 チャンピオン賞
厳選の宿

プレミアム

＊選べる体験型カタログギフト「厳選の宿」
＊3Dマッサージシート「プレミアム」
＊選べる体験型カタログギフト「厳選の宿」
＊3Dマッサージシート「プレミアム」

美
美
美

の3 点
セット美美美の3 点
セット美美の3 点
セット 癒癒しの2 点

セット癒癒癒しの2 点
セット癒癒癒しの2 点
セット

至福のホテルスパ

ナノケア 光エステ 1
名様

1
名様

※イメージです

＊選べる体験型カタログギフト「至福のホテルスパ」
＊光美容器「光エステ」　＊スチーマー「ナノケア」

ローリー賞

2
名様提供 : ㈱ヤマト

BALMUDA
The Toaster 1

名様提供 : ㈲蒲郡印刷所

駒ケ根
リゾートリンクス
ペア宿泊券

提供 : ㈱新東通信
1
名様提供 : ㈱中日アド企画

IGGI
加圧式除菌脱臭
スチーマー

E賞

COSBEAUTY
リフトアイロンEX
提供 : 日本トーター㈱

峯野牛
サーロインステーキ
提供 : ㈱中部日本広告社

Panasonic
ヘアードライヤー
EH-NA2E（-W）
提供 : ㈱読売エージェンシー東海

      Panasonic
ワイヤレスステレオ
インサイドホン
提供 : ㈱アンドアイ

         SodaStream
      Genesis
Deluxe v2 
スターターキット
提供 : Voice321

　　ATEX ルルド　
Hand Care
AX-HXL1805
提供 : ㈱静岡テレビセンター

       UC
ギフトカード
1万円分
提供 : ㈲ＳＰ朝広

ボス 無糖ブラック/プレミアムボス
ボス レインボーマウンテンブレンド
ボス 贅沢微糖/ボス カフェオレ
各種185ｇ×30本

   　　 サントリー
   　BOSS
缶コーヒー1ケース

提供 : ㈱ジャパンビバレッジセントラル
※商品は選べません

レディース
チャンピオン
オリジナル
クオカード

レディース
チャンピオン
ローリー
ぬいぐるみ

A賞

E賞 F賞 G賞

J賞 K賞 L賞

H賞 I 賞

B賞 C賞 D賞

スワッキー賞

1
名様

3
名様

1
名様

1
名様

1
名様

1
名様

2
名様

5
名様

60
名様

10
名様

三菱UFJニコス
ギフトカード
3万円分 1

名様

プレミアムＧⅠ第35回レディースチャンピオン　オフィシャルパンフレット

●電話投票は朝7時から発売します。

電話投票
レース場コード 0 6 ＃

㈱静岡テレビセンター　㈱新東通信　㈱読売エージェンシー東海　㈱中部日本広告社　
㈱中日アド企画　サッポロビール㈱　㈱ヤマト　日本トーター㈱　㈱アペックス 浜
松支社　㈲蒲郡印刷所　㈲ＳＰ朝広　佐藤産業㈱　㈱ジャパンビバレッジセントラル　
Voice321　東洋ワークセキュリティ㈱郡山営業所　須賀川瓦斯㈱　㈱ウェーブ21　
㈱近未来ワールド　㈲富岳サービス　金カロウ㈲　浜名湖養魚漁業協同組合　静岡県
温室農業協同組合クラウンメロン支所　花の舞酒造㈱ （順不同）

協
賛
企
業

特設サイト
開門予定  8/4㊌  9：40   8/5㊍〜9㊊  10：00

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発売

第1レース・スタート展示  10：30 サマータイムではありません

ＣＳ中継 全日程 JLC680

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、「プレミアムＧⅠ第35回レディースチャンピオン」開催期間中の浜名湖本場
への入場は、事前抽選により当選された方およびその同伴者の方のみとさせていただきますのでご了承ください。



全　国 浜名湖

全　国 浜名湖

全　国 浜名湖

全　国 浜名湖

ＧⅢオールレディース優勝者
4556 たけい  なみ

竹井 奈美
Ａ1・福岡・32歳

武器であるスピードター
ンで芦屋ＬＡＳで優出、
若松ＡＳは2勝。

ＧⅢオールレディース優勝者
4399 まつもと  あきえ

松本 晶恵
Ａ1・群馬・34歳

今年はリズム上がらない
が実力確かで、大舞台に
ピーク合わせる。

ＧⅢオールレディース優勝者
3618 うんの  ゆかり

海野 ゆかり
Ａ1・広島・47歳

ＱＣシリーズは差しで2
勝挙げて優勝と、コーナ
ーワークは俊敏。

ＧⅢオールレディース優勝者
4450 ひらたか  なな

平高 奈菜
Ａ1・香川・34歳

ターン力は女子トップレ
ベル。当地ＧⅠ冬夏連覇
へ全力アタック。

 6.86 6.90

 6.48 7.04

 6.55 7.00

 7.11 8.00

全　国 浜名湖 全　国 浜名湖 全　国 浜名湖

全　国 浜名湖 全　国 浜名湖 全　国 浜名湖
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女王・平高が今年も賞金トップ快走
　優勝候補筆頭に挙がるのは平高奈菜

（香川）だ。当地で行われた昨年末の
ＰＧⅠクイーンズクライマックスで悲
願のＧⅠ初制覇。重圧からも開放され
た今年はさらに充実度を増して、上半

期で既にＶ4と量産。ＳＧもここまで皆勤し経験を積んでいる。
　遠藤エミ（滋賀）も5月までにＶ4と好調。クイーンズＣは17年
に獲得しており、女子GⅠタイトル制圧の期待が高まる。
　既にこの大会を制しているのは山川
美由紀（香川）、谷川里江（愛知）、寺
田千恵（岡山）、岩崎芳美（徳島）、海
野ゆかり（広島）、田口節子（岡山）、
金田幸子（岡山）、平山智加（香川）、
小野生奈（福岡）、大山千広（福岡）の10人。中でも山川は最多の
4回優勝しており、今回は大会最年長Ｖの記録更新も懸かる。

　守屋美穂（岡山）も実力は十分。女
子ＧⅠは現在3連続優出中で、昨年は
混合ＧⅠのＢＢＣトーナメントでもベ
スト6入り。男子顔負けの攻撃力もあ
る。今年1、2月で3優勝と固め打ち

した鎌倉涼（大阪）も完全復調ムード。また、クイーンズＣは2
回優勝している松本晶恵（群馬）も今年こその思いを胸に挑んで
くるだろう。

高田が伸び特化の仕上げで捲り連発
　昨年末のクイーンズＣに続き舞台となる浜名湖は、全国有数の
広さを誇る水面。季節による風の変化が特徴で、冬はホーム追い
風が、夏はホーム向い風が多く、ダッシュ勢台頭のチャンスが膨
らむ。捲りが決まるシーンも多いだけに注目したいのは高田ひか
る（三重）。近況は伸び仕様の調整に特化。Ｆ休み明け初戦とな
る6月の唐津でも3コースから豪快に捲って優勝している。ほか
にも当地実績も抜群の宇野弥生（愛
知）、竹井奈美（福岡）、西橋奈未（福
井）らの攻撃派にも期待したい。
　もちろん、地元勢の気合も十分で、
悲願のタイトル奪取を狙う長嶋万記

（静岡）、池田浩美（静岡）、復調著しい三浦永理（静岡）もＶ戦線
に加わってきそうだ。

女子の最強を決めるＰＧⅠレディースチャンピオン
今年は夏の浜名湖に“強い”女子たちが集結！

総展望 大久保　晋 ●『中日スポーツ』 ドリーム戦　出場予定選手　8月4日水（初日）第12レース

 ● 優勝戦1着賞金には、BOAT RACE振興会会長賞の
副賞200万円を含む。

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 11,000 4,200 3,100 2,200 1,800 1,500

特別選抜Ａ戦 1,080 760 560 450 400 370

特別選抜Ｂ戦 750 500 400 330 290 260

準 優 勝 戦 320 240 190 160 135 110

ド リ ー ム 戦 320 240 190 160 135 110

予選・一般戦 165 133 102 80 70 60

プレミアムＧⅠレディースチャンピオン 歴代優勝者（第13回からＧⅠ）

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1987年 浜名湖 鈴木　弓子
第2回 1989年 多摩川 日高　逸子
第3回 1990年 多摩川 鵜飼菜穂子
第4回 1991年 蒲　郡 鵜飼菜穂子
第5回 1992年 戸　田 鵜飼菜穂子
第6回 1993年 多摩川 佐藤　正子
第7回 1994年 浜名湖 谷川　里江
第8回 1995年 多摩川 谷川　里江
第9回 1996年 戸　田 山川美由紀
第10回 1997年 蒲　郡 渡邊　博子
第11回 1998年 三　国 西村めぐみ
第12回 1999年 尼　崎 横西　奏恵

回 開催年 開催場 優勝者
第13回 2000年 丸　亀 柳澤　千春
第14回 2001年 多摩川 山川美由紀
第15回 2002年 徳　山 岩崎　芳美
第16回 2003年 芦　屋 西村めぐみ
第17回 2004年 多摩川 海野ゆかり
第18回 2005年 大　村 日高　逸子
第19回 2006年 浜名湖 横西　奏恵
第20回 2007年 徳　山 寺田　千恵
第21回 2008年 津 横西　奏恵
第22回 2009年 尼　崎 新田　芳美
第23回 2010年 下　関 寺田　千恵
第24回 2011年 三　国 田口　節子

回 開催年 開催場 優勝者
第25回 2012年 多摩川 田口　節子
第26回 2012年 若　松 山川美由紀
第27回 2013年 鳴　門 金田　幸子
第28回 2014年 三　国 水口　由紀
第29回 2015年 丸　亀 滝川真由子
第30回 2016年 津 海野ゆかり
第31回 2017年 芦　屋 小野　生奈
第32回 2018年 桐　生 山川美由紀
第33回 2019年 蒲　郡 大山　千広
第34回 2020年 多摩川 平山　智加

第17・30回覇者

海野ゆかり

第33回覇者

大山　千広
第31回覇者

小野　生奈

第34回覇者

平山　智加

第9・14・26・32回覇者

山川美由紀

2021年 第35回大会 浜名湖
優勝戦  8月9日㊊・第12レース

ＧⅡレディースオールスター優勝者 ＧⅢオールレディース優勝者 ＧⅢオールレディース優勝者

ＧⅢオールレディース優勝者 ＧⅢオールレディース優勝者 前年度優勝者

 7.06 7.73  7.76 7.05  6.98 6.88

 7.17 5.73  7.36 6.61  6.84 6.87

20年勝率7.30は女子トップ。芦
屋ＬＡＳも地元の重圧跳ねのけ
Ｖと2度目の女王は近い。

昨冬のクイーンズＣ優勝戦はコ
ース動き勝利への執念を見せ
た。今年は1着とＶ量産中。

若松ＡＳドリーム戦の走りはフ
ァンのハートをつかんだ。昨年
のＶ戦1枠敗退の雪辱誓う。

近況もコンスタントに優出重
ね5月戸田で今年初Ｖと好ムー
ド。10大会ぶり3回目Ｖ狙う。

21年前期勝率7.67は6年ぶり2
度目の女子1位。ＧⅠ4優出の
実力者が初の女王戴冠へ。

昨年は2コース捲りＶ。当地は
5連続優出中と、史上4人目の
夏女王連覇へ舞台は整う。

選出勝率
7.31

選出勝率
7.27

選出勝率
7.14

選出勝率
7.10

選出勝率
6.90

選出勝率
6.89

4530 おの  せいな

小野 生奈
4502 えんどう  えみ

遠藤 エミ
4482 もりや  みほ

守屋 美穂

4050 たぐち  せつこ

田口 節子
4456 かまくら  りょう

鎌倉 涼
4387 ひらやま  ちか

平山 智加

Ａ1 
福岡 
32歳

Ａ1 
滋賀 
33歳

Ａ1 
岡山 
32歳

Ａ1 
岡山 
40歳

Ａ1 
大阪 
32歳

Ａ1 
香川 
36歳

1号
艇 2号

艇 3号
艇

4号
艇 5号

艇 6号
艇

出場選手
（選出順位順）

選手データの見方

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（2020年12月1日
〜2021年5月31日）の全国勝率

浜名湖    
最近3年（2018年6月1日〜2021
年6月2日）の浜名湖勝率

●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。

第1回覇者

鈴木　弓子
第3・4・5回覇者

鵜飼菜穂子
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ＧⅢオールレディース優勝者
4117 ひろなか  ちさえ

廣中 智紗衣
Ａ1・東京・40歳

昨年の当地では差しと逃
げで2連続優勝と水面相
性の良さが光る。

勝率6.05
3845 なかたに  ともこ

中谷 朋子
Ａ2・兵庫・44歳

ＧⅠ優出は1回だが、昨
年まで9年連続優勝中の
実力は侮れない。

勝率6.88
4123 ほそかわ  ゆうこ

細川 裕子
Ａ1・愛知・39歳

剛柔自在のハンドルが冴
え、3月戸田から8節連
続優出と超安定。

勝率5.82
4443 つだ  ひろえ

津田 裕絵
Ａ2・山口・34歳

出場した2大会連続で予
選を突破中。3コースま
でなら手堅く運ぶ。

勝率6.36
3900 かがわ  もとこ

香川 素子
Ａ2・滋賀・44歳

今年は6コース捲り差し
でＶとド派手な幕開け。 
ＧⅠ初制覇へ全力。

勝率5.56
4286 ひらた  さやか

平田 さやか
Ａ2・東京・37歳

最近は捲り勝ちが多く走
りも活発で、不意の一発
には注意が必要だ。

勝率6.25
4804 たかだ  ひかる

高田 ひかる
Ａ2・三重・26歳

捲り屋として頭角を現
し、他の艇をぶっちぎる
展示タイムに注目。

勝率5.43
3302 たにかわ  りえ

谷川 里江
Ａ2・愛知・54歳

Ｖ2を誇る当大会は94年
に当地で初制覇。攻撃ス
タイルは健在。

ＧⅢオールレディース優勝者
4011 ほりのうち  きよこ

堀之内 紀代子
Ａ2・岡山・41歳

好調時は思い切りの良い
スタートから内を一気に
捲り波乱を呼ぶ。

勝率5.95
4758 とがし  れいか

富樫 麗加
Ａ2・東京・31歳

今期に入って2節続けて
節間5勝と、リズムに乗
れば1着量産も。

勝率6.59
3435 てらだ  ちえ

寺田 千恵
Ａ1・岡山・52歳

女子選手唯一のＳＧ優勝
戦1枠経験者は、さばき
に円熟味を増す。

勝率5.75
4017 むかい  みすず

向井 美鈴
Ａ2・山口・41歳

近況の勝ちパターンはほ
ぼ逃げか捲りで、好調時
は攻めも果敢に。

勝率6.29
4961 にしはし  なみ

西橋 奈未
Ａ1・福井・25歳

福井の新星は6.61の高勝
率でＡ1級をつかみ取り
女王の素質十分。

勝率5.49
4372 はらだ  ゆみ

原田 佑実
Ａ2・大阪・33歳

12期続けてＡ級キープの
堅実な走りで、内寄りの
ハンドルは的確。

ＧⅢオールレディース優勝者
4590 わたなべ  ゆみ

渡邉 優美
Ａ1・福岡・28歳

3月大村で1年半ぶりの
V、その後若松、鳴門で
優出と好ムード。

勝率6.00
4642 まつお  かなみ

松尾 夏海
Ａ1・香川・29歳

初Ａ1級とレベルアップ
し、近況1着率40％超え
の2コース魅力。

勝率6.66
4885 おおやま  ちひろ

大山 千広
Ａ1・福岡・25歳

ボート界の将来を託され
た若き女王はスタート、
ターンの二刀流。

勝率5.80
4825 くらもち  りり

倉持 莉々
Ｂ1・東京・27歳

初出場となった18年桐生
大会はＦ2で予選突破と
ターン力を証明。

勝率6.30
4190 ながしま  まき

長嶋 万記
Ａ1・静岡・40歳

昨冬クイーンズＣ出場逃
した悔しさぶつけ、地元
で初の“女王”へ。

勝率5.50
3334 すみ  ひとみ

角 ひとみ
Ｂ1・広島・52歳

スタートこそ慎重だが、
丁寧なコーナーワークで
前を追い上げる。

勝率6.21
3232 やまかわ  みゆき

山川 美由紀
Ａ2・香川・54歳

女子歴代最多Ｖ80のパワ
ークイーンは、当大会も
Ｖ4とナンバー1。

勝率5.43
3579 なかさと  ゆうこ

中里 優子
Ｂ1・埼玉・48歳

15年丸亀大会は準優勝と
巧みなコーナーワークで
見せ場を作る。

ＧⅢオールレディース優勝者
4183 うの  やよい

宇野 弥生
Ａ1・愛知・35歳

当地5連続優出もあり、
大時計と呼吸をピタリと
合わせて抜け出す。

勝率5.85
4773 なかがわ  りな

中川 りな
Ａ2・福岡・28歳

5月江戸川は3コース捲
りで初優勝と、果敢なコ
ーナー戦が売り。

勝率6.47
4823 なかむら  ももか

中村 桃佳
Ａ1・香川・28歳

次代の女王候補が3大会
ぶりに帰ってきた。強く
なった姿を見せる。

勝率5.71
4464 やました  ゆうき

山下 友貴
Ｂ1・静岡・35歳

当地は2節連続で6枠の
5コースから捲り差して
超大穴を提供中。

勝率6.28
4208 みうら  えり

三浦 永理
Ａ1・静岡・38歳

7期ぶりのＡ1級と、テ
クニカルエリーが大舞台
で復活アピール。

勝率5.48
3801 ごたんだ  しのぶ

五反田 忍
Ａ2・大阪・47歳

近況の決まり手は逃げよ
り捲りが多く、攻めの姿
勢は今も昔も不変。

ＧⅢオールレディース優勝者
3932 いけだ  ひろみ

池田 浩美
Ａ2・静岡・45歳

4月戦で節間8勝の王道
Ｖと、地元水面で全速タ
ーンの威力増す。

勝率5.99
4478 さくらもと  あゆみ

櫻本 あゆみ
Ａ2・東京・33歳

捲り2勝で優出と昨年多
摩川で巻き起こした“櫻
本旋風”を再び。

勝率6.60
4546 はまだ  ありさ

浜田 亜理沙
Ａ1・埼玉・33歳

年間7優出は既に自己最
高を更新。道中の迫力あ
るターンは必見。

勝率5.78
4730 つちや  みさき

土屋 実沙希
Ａ2・静岡・32歳

待ちわびた地元の大舞台
で、気持ちを前面に押し
出し激走の予感。

勝率6.29
4313 にしむら  みちこ

西村 美智子
Ａ1・香川・37歳

17年目で初Ａ1級となり
5月鳴門で自身2度目の
Ｖとリズム最高潮。

勝率5.50
3993 ながい  まさみ

永井 聖美
Ｂ1・東京・42歳

06年当地大会のファイナ
リストが5年ぶりの出場
で復活アピール。

勝率6.16
4433 かわの  めい

川野 芽唯
Ａ2・福岡・35歳

6月唐津で2年ぶりのＦ
あったが、道中の巧みな
追い上げで浮上。

勝率5.33
4870 にった  ゆり

新田 有理
Ｂ1・広島・29歳

通算5優出のうち3優出
は今年のものと、急成長
を遂げて初出場。

ＧⅢオールレディース優勝者
4901 でぐち  まあこ

出口 舞有子
Ａ2・愛知・28歳

昨年12月に初Ｖ飾り1月
に2度目のＶと流れに乗
ったら突っ走る。

勝率5.84
3518 くらた  いくみ

倉田 郁美
Ａ2・静岡・53歳

2優勝の実績がある地元
水面は4月戦でも優出と
ダークホースに。

勝率6.41
4065 かなだ  ゆきこ

金田 幸子
Ａ2・岡山・41歳

13年鳴門大会を4コース
から捲ってＶと、持ち味
の積極策で一発。

勝率5.57
4678 みずの  のぞみ

水野 望美
Ａ2・愛知・32歳

昨年大会の準優は道中逆
転でＧⅠ初優出。そこで
得た自信を胸に。

勝率6.27
3611 いわさき  よしみ

岩崎 芳美
Ａ2・徳島・48歳

昨年制したＬＡＳは今年
も優出。初Ｖ水面で20大
会ぶりの美酒を。

勝率5.48
4071 こが  ちあき

古賀 千晶
Ａ2・兵庫・40歳

選手生活22年目で初Ａ級
の晩成型。4月尼崎混合
戦では節間5勝。
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予備選手　①4304 藤崎小百合（福岡）　②3175 渡辺　千草（東京）　③4714 喜多須杏奈（徳島）　④4519 清水　沙樹（東京）　⑤4289 落合　直子（大阪）　⑥4349 犬童　千秋（福岡）　⑦3871 池田　紫乃（長崎）　⑧4775 千葉　真弥（静岡）　⑨3994 茶谷　　桜（滋賀）
選出除外選手　3188 日高　逸子（福岡）／3645 淺田千亜希（徳島）／3999 大瀧明日香（愛知）／4045 佐々木裕美（山口）／4225 土屋　千明（群馬）／4373 若狭奈美子（岡山）／4447 深川麻奈美（福岡）／4501 樋口由加里（岡山）／4589 塩崎　桐加（三重）／4611 今井　美亜（福井）／4627 藤原　菜希（東京）／4845 前田　紗希（埼玉）／4936 戸敷　晃美（福岡）／4964 土屋　　南（岡山）
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風と湿気のＷパンチでインが弱くなる
　夏場の浜名湖は、遠州灘から湿気を含んだ海風が吹く。ホーム向い風
だ。湿気でモーターパワーが落ちるうえに、向い風でスピードが乗らな
い。このダブルパンチを受けて、インコースの1着率は50.9％と四季で最
も低い。2コースのジカ捲りや、中外からの捲り差しが増えてくるのが、
夏の浜名湖の傾向だ。

　舟券を買う時に注目したいのが、5コースの
成績だ。夏場の5コースは1着率、2着率とも
四季で一番高い。
　また、夏場の高配当の上位にも5コースの1
着が多く入っており、高配当的中のチャンスも
十分。穴党ファンの方は5コースの捲り差しを
軸に舟券を組み立てても面白い。

エース機不在も“ハズレ”がちらほら…
　モーターは4月16日の初使用から4ヵ月近く経つが、断トツのエースと
言えるようなケタ違いのモーターはない。ただ、選手も「今回も浜名湖は
モーター差がありそうですね」と言うとおり、既に「これは厳しいな」と
いうハズレモーターはある。
　■�もハズレモーターの一つだ。6月「体感型動物園 ｉＺｏｏカップ」で
池田浩二が引き、初日から整備を続けたが、最後までパワー不足は解消さ
れなかった。ＳＧレーサーの池田が苦労するのだから、もしレディースＣ

で使用されれば、引いた選手が苦労することは間違いない。
　ＳＧを走る選手からＢ級選手までが一緒に走るレディースＣ。選手の実
力差も大きい
が、一番大事
なことは“ハ
ズレ”モータ
ーを引かない
こと、これに
尽きる。

浜名湖の夏は、イン受難の夏！
中外勢の出番増で高配当も増える！！

のコース＆モーター
藤本　悠暉 ● ボートレース浜名湖実況アナウンサー

�号機  2連率28.8％  優出2回  優勝0回
　5月末に走った長嶋万記のキャリアボデー交
換が大当たり！　直線とターン系統が上昇しま
した。次の金児隆太は前検1番時計をマーク、
レースでは回った後の押しとターン後の伸び足
で◎がつく動きを見せていた。

7号機  2連率56.4％  優出2回  優勝2回
　温水パイプが外れた節で、高倉孝太が得意の
伸び仕様にして全3連対Ｖ。優勝戦は捲り差し
と、伸び一辺倒ではなく出足も良さそうだ。2
節後に乗った藤岡俊介は予選で転覆も、ほかは
全2連対にまとめて優勝。

�号機  2連率56.4％  優出0回  優勝0回
　乗り手を問わず、水準以上の動きを見せる優
等生モーターだ。温水パイプが外れてからの2
節でも鶴本崇文、西山昇一が準優1枠を獲得と
パワー変わらず。特に西山は、スタートした後
に出て行く気配を見せていた。

注目モーター
ベスト3

藤本アナウンサー
推奨!

浜名湖の“夏の女王決戦”は初めて
　ＰＧⅠ第35回レディースＣの舞台は、第1回大会で

「ボート界の百恵ちゃん」と呼ばれた鈴木弓子が優勝
を飾った浜名湖だ。実に16大会ぶり4回目の開催で、夏に開催するのは初
めて。過去のデータがない“夏の浜名湖女王決戦”は、どんな舟券作戦が
正解だろうか。

女子戦のイン1着率は意外に低い
　まず、浜名湖の女子戦に絞って考えることにした。昨年、浜名湖で開催
された女子戦は5月のＧⅢＡレディース、9月のヴィーナスＳ、12月のク
イーンズＣ＆ＱＣシリーズの3つだ。この3開催のイン1着率は48.4％と、
昨年の浜名湖イン1着率53.6％より5％ほど低かった。
　女子戦の開催時期が悪かったのかと思い、クイーンズＣが開催された昨
年12月に限定して調べてみた。クイーンズＣにしたのは、出場選手の実力
差を小さくするためである。
　12月開催はクイーンズＣを含めて3節あり、クイーンズＣ＆ＱＣシリー
ズのイン1着率が53.6％、ほか2開催のイン1着率は58.0％と、やはり女子
戦の方が5％ほど低かった。昨年8月のイン1着率50.5％を踏まえると、
今大会のイン1着率は45％前後の予想となる。
　昨年の多摩川大会でもイン1着率は48.6％と、昨年8月の他レースのイ

ン1着率61.8％を大きく下回っていた。インは疑ってかかりたい。

インが負けた分の1着は2コースへ行く
　ならば1コース以外で勝つ艇は？　女子戦はインが弱くなる分の数字
が、2コースの1着に集中している。昨年末の当地クイーンズＣは、追い
風基調もあって2コースの1着率は23.9％と高かった。風向きが不安定だ
った昨年の多摩川大会でも20.8％あり、迷ったら2コースの1着を舟券に
加えておきたい。

パワー機のコースで作戦が決まる
　また、夏場の浜名湖では1マーク方向からの向い風が吹く。風速3ｍく
らいまでなら大きな影響はなさそうだが、5ｍを超えるようならスタート
が難しくなり、ダッシュ勢の出番も出てくる。
　その出番の有無を左右するのがモーターだ。高温多湿の夏場はモーター
に最も厳しい気象条件で、調整力が求められる。直前の数節で動きの良い
パワー機を信用したい。パワー機が4コースのカドなら捲り、5コースな
ら4コースが攻めた時の捲り差しも頭に入れておくのが賢明だ。
　さらに浜名湖では節間整備で気配を大幅に変えるモーターがある。部品
交換があれば直前気配はチェックしたい。それまで悪かった展示タイム
が、いきなりトップタイムに激変すれば買いのサインだろう。

女子戦のイン1着率は5％引き。
部品交換で激変するモーターに要注意！！浜名湖レディースＣの舟券作戦

● 配信日、出演者など、詳細はホーム
ページなどでご確認ください。＆

ボートレース
公式チャンネルで生配信!!

開催期間中毎日

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、「レディースＣ・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、右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「レディースＣ特集号」プレゼント係
締　切 2021年8月10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。

ボートレース浜名湖　プレミアムＧⅠ第35回レディースチャンピオン オリジナルクオカードをプレゼント!
応募方法

抽選で
20名様に

“浜名湖究極奥義”を学べば 
レディースチャンピオンでの勝利は

間違いなし!?

配信中 !

公式 チャンネルで配信!

元ボートレーサー 土屋幸宏が分析

モーター2連率ベスト10（2021年4月・使用開始〜6月14日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

① � 57.1％ 7.02 2 ❶
② � 56.4％ 7.05 0 0
② 7 56.4％ 6.74 2 ❷
④ � 51.1％ 6.20 1 ❶
⑤ 8 50.0％ 6.24 0 0

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

⑥ � 48.7％ 6.03 1 0
⑦ � 45.0％ 5.55 1 0
⑧ � 44.7％ 6.32 0 0
⑧ � 44.7％ 6.16 1 0
⑩ � 44.4％ 6.02 1 0

●浜名湖はチルト3度まで使用できます。

浜名湖  夏季コース別成績
（2020年6月1日〜8月31日）

進入コース 1着率 2着率 3着率
1コース 50.9％ 19.6％ 7.6％

2コース 15.7％ 23.9％ 18.6％

3コース 13.0％ 17.3％ 21.6％

4コース 11.8％ 18.1％ 17.7％

5コース 7.1％ 16.4％ 20.0％

6コース 2.4％ 5.7％ 15.7％

順位 発生日 競走種別 レース 出目 コース組み合わせ 配当金
① 7月25日 タイトル 8Ｒ ❸ ❹ �⑤ 3 6 5 177,460円

② 7月 5日 タイトル 7Ｒ ❻ �⑤ �① 6 5 1 148,730円

③ 6月20日 タイトル 2Ｒ �⑤ ❸ ❷ 5 3 2 135,140円

④ 8月 2日 タイトル 4Ｒ �⑤ �① ❻ 6 1 5 92,540円

⑤ 6月29日 タイトル 11Ｒ �⑤ ❹ ❻ 5 4 6 91,110円

順位 発生日 競走種別 レース 出目 コース組み合わせ 配当金
⑥ 7月24日 タイトル 7Ｒ ❸ ❻ �⑤ 3 6 5 89,370円

⑦ 7月15日 タイトル 2Ｒ �⑤ �① ❻ 6 1 3 84,440円

⑧ 7月30日 タイトル 4Ｒ ❻ �① ❷ 6 1 2 82,170円

⑨ 8月16日 タイトル 8Ｒ ❹ �① ❻ 5 1 6 72,240円

⑩ 7月 5日 タイトル 4Ｒ ❷ ❻ �⑤ 2 4 5 72,060円

順位 発生日 競走種別 レース 出目 コース組み合わせ 配当金
⑪ 7月30日 タイトル 7Ｒ �⑤ ❹ ❷ 5 4 2 70,390円

⑫ 6月28日 タイトル 5Ｒ ❷ ❻ �① 2 5 1 61,630円

⑬ 8月30日 ルーキーＳ 7Ｒ ❷ ❸ ❻ 2 3 5 55,560円

⑭ 6月30日 タイトル 4Ｒ �⑤ ❹ ❸ 5 4 3 53,410円

⑮ 7月 5日 タイトル 1Ｒ ❸ ❻ ❷ 3 6 2 53,310円

浜名湖  夏季高配当ベスト15（2020年6月1日〜8月31日）


