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テレビ中継

ＳＧ第36回グランプリ
開催期間中毎日、

全レース
実況生中継 !

JLC 680

12月 14日㊋
 15日㊌
20：00〜20：54

ゲスト：今村　豊（14日）・本並　健治（15日）

12月16日㊍〜19日㊐
東京MX・三重テレビ・サンテレビほかで
ゲストを招いて実況生中継！

ボートレース住之江SNS随時更新中!

ライン
公式アカウント
➡「友だち追加」は
こちらから

公式 生配信!!

出演者
内山信二ほか

BOAT RACE
公式チャンネル

12/14火〜19日

ナイターグランプリキャンペーン

配信時間 　第1Ｒスタート展示〜第12Ｒ終了

12/14㊋  出場全選手紹介

  グランプリトライアル1st
出場選手インタビュー

12/16㊍  グランプリトライアル2nd
出場選手インタビュー

12/19㊐  シリーズ戦優勝戦 
グランプリ優勝戦 
出場選手インタビュー

日乃陽菜美
（12/16〜18）

益田あゆみ
（12/14・15）

配信時間  18：00頃〜21：00

アシスタント

ＭＣ
永島知洋

川﨑宗則
（元プロ野球選手）

12/14㊋

ういち

12/16㊍

グランジ大

三島敬一郎
（『BOATBoy』編集部）

12/17㊎

小島幸弘
（元ボートレーサー）

12/15㊌

七瀬静香

鈴虫君

土井レミイ杏利
（プロハンドボール選手）

12/18㊏

12/19㊐

キャンペーン期間　ＳＧ第36回グランプリ　 12/14火〜19日

❶リモート抽選会

総額 800 万円
キャッシュバックキャンペーン
期間中、当日の1,000円分以上の住之江購入舟券の
写真を撮って、特設ページから応募すると、抽選で賞
金をプレゼント!!

12/14㊋（初日）〜17㊎（4日目）

賞金  5,000円×各日200名様

12/18㊏（5日目）・19㊎（最終日）

賞金  10,000円×各日200名様

❷キャッシュバックキャンペーン

総額1,000 万円
電話投票キャッシュバックキャンペーン
期間中、購入金額に応じて抽選で現金をキャッシュバック!!

購入金額50,000円以上
賞金  100,000円×30名様

 50,000円×40名様

購入金額10,000円以上
賞金  30,000円×100名様

 10,000円×200名様

●参加方法など、詳しくは特設ページをご覧ください。

●詳しくはホームページをご覧ください。

いよいよ
開幕!!

全 国 の ボ ー ト レ ー ス 場 
チ ケ ッ ト シ ョ ッ プ で 場 外 発 売 !
●�発売場・発売日・発売時間・形態（併売・外向など）につきましては、各レース
場およびボートレースチケットショップのホームページなどでご確認ください。

ＳＧ第36回グランプリ
特設サイト

スマホＳＧグランプリ 検索 ➡

新型コロナウイルス感染防止のため入場制限
や営業時間の変更を行う場合があります。最
新の開催情報はボートレース住之江公式ホー
ムページでご確認ください。

主催／箕面市
舟券の購入は20歳以上の方に楽しんでいただけます。
無理のない資金で、余裕をもってお楽しみください。

第1Ｒスタート展示 14：00　 第1Ｒ発売開始 14：05　 第12Ｒ発売締切 20：40

第2弾ＳＧ第36回グランプリ
オフィシャルパンフレット2021頂上決戦、出場選手決定！
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賞金ベスト6が登場！ トライア  ル2nd  12月16日㊍〜18日㊏

戦い続け、勝ち続け、1億円＆黄金のヘルメットへ　の挑戦権を獲得したトライアル出場18レーサー!

目指すはトライアル2nd！ トライアル1st  12月14日㊋・15日㊌
12月14日火　第11レース

12月14日火　第12レース

12月16日木  第11レース ●4〜6号艇は
　トライアル1st得点率上位者

●4〜6号艇は
　トライアル1st得点率上位者 12月16日木  第12レース

3719	 つじ		えいぞう

辻 栄蔵
ダービー優出、チャレンジＣ
優勝と怒濤の追い上げで出
場。「今の勢いは僕が1番」。

3573	 まえもと		やすかず

前本 泰和
トライアル2nd発進の賞金ベ
スト6入りは逃したが、1st
初戦1枠なら信頼度大。

4238	 ぶすじま		まこと

毒島 誠
チャレンジＣはＦ直後に0台
スタートと影響なし。念願の
賞金王の座へ気合を入れる。

4168	 いしの		たかゆき

石野 貴之
クラシックＶもＳＧでは苦戦
が続く。地元唯一のグランプ
リ出場者の意地を見せたい。

3783	 うりゅう		まさよし

瓜生 正義
今年の優勝は一般戦で1回の
みと目立たなかったが、チャ
レンジＣ優出で出場決めた。

4686	 まるの		かずき

丸野 一樹
大ケガを乗り越え初のグラン
プリ出場を決めた。目標はも
ちろん「打倒・峰竜太」だ。

4262	 ばば		よしや

馬場 貴也
当地は4月周年、9月高松宮
で連続優出中と好成績。カド
から捲り差しで突き抜ける。

3960	 きくち		こうへい

菊地 孝平
一般戦優勝1回のみもＳＧ2
優出、ＧⅠ4優出で1年を通
じて賞金上位をキープした。

4477	 しのざき		ひとし

篠崎 仁志
グランプリは4度目の出場。	
ＳＧ初Ｖ飾った住之江で、黄
金のヘルメット獲得目指す。

3941	 いけだ		こうじ

池田 浩二
今年はＧⅠ戦線から半年以上
離れるも、メモリアル優出、
鳴門周年Ｖで賞金上積み。

4344	 にった		ゆうし

新田 雄史
チャレンジＣ優出で賞金17位
を守り出場。ＧＰは3戦して
2優出と短期決戦に強い。

4371	 にしやま		たかひろ

西山 貴浩
昨年と同じく1st6枠からの
スタートだ。今年はどんなド
ラマを見せてくれるか。

Ａ1・広島・46歳

Ａ1・広島・49歳

Ａ1・群馬・37歳

Ａ1・大阪・39歳

Ａ1・福岡・45歳

Ａ1・滋賀・30歳

Ａ1・滋賀・37歳

Ａ1・静岡・43歳

Ａ1・福岡・34歳

Ａ1・愛知・43歳

Ａ1・三重・36歳

Ａ1・福岡・34歳

	8.00	 7.34

	7.55	 8.23

	8.36	 7.96

	5.94	 6.72

	7.57	 7.45

	7.02	 7.01

	7.60	 6.91

	6.74	 7.39

	6.98	 7.10

	8.37	 6.55

	7.25	 8.46

	6.93	 6.88

89,224,166円

94,112,000円

81,974,481円

76,747,274円

74,097,000円

74,232,000円

72,025,449円

70,135,000円

68,959,000円

69,807,840円

68,117,000円

67,586,532円

回 開催年 開催場 優勝者
第11回 1996年 戸　田 植木　通彦
第12回 1997年 住之江 服部　幸男
第13回 1998年 住之江 太田　和美
第14回 1999年 住之江 松井　　繁
第15回 2000年 平和島 市川　哲也

回 開催年 開催場 優勝者
第6回 1991年 平和島 松田　雅文
第7回 1992年 住之江 野中　和夫
第8回 1993年 住之江 野中　和夫
第9回 1994年 住之江 中道　善博
第10回 1995年 住之江 植木　通彦

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1986年 住之江 彦坂　郁雄
第2回 1987年 住之江 安岐　真人
第3回 1988年 住之江 野中　和夫
第4回 1989年 住之江 福永　達夫
第5回 1990年 住之江 高山　秀則

回 開催年 開催場 優勝者
第16回 2001年 住之江 田中信一郎
第17回 2002年 住之江 植木　通彦
第18回 2003年 住之江 田中信一郎
第19回 2004年 住之江 田中信一郎
第20回 2005年 住之江 辻　　栄蔵

回 開催年 開催場 優勝者
第21回 2006年 住之江 松井　　繁
第22回 2007年 福　岡 吉川　元浩
第23回 2008年 住之江 井口　佳典
第24回 2009年 住之江 松井　　繁
第25回 2010年 住之江 中島　孝平

回 開催年 開催場 優勝者
第26回 2011年 住之江 池田　浩二
第27回 2012年 住之江 山崎　智也
第28回 2013年 住之江 池田　浩二
第29回 2014年 平和島 茅原　悠紀
第30回 2015年 住之江 山崎　智也

回 開催年 開催場 優勝者
第31回 2016年 住之江 瓜生　正義
第32回 2017年 住之江 桐生　順平
第33回 2018年 住之江 峰　　竜太
第34回 2019年 住之江 石野　貴之
第35回 2020年 平和島 峰　　竜太

Ｓ Ｇ グ ラ ン プ リ［ 賞 金 王 決 定 戦 ］　 歴 代 優 勝 者

コメント付き

　自分でも正直、
ここまで稼げる年
になると思ってい
なかったですね。
年頭からＳＧ・ＧⅠ
のタイトルを獲り
たいと思っていた
んですが、それを
6月の蒲郡周年で
達成することがで
きて流れが一気に
好転しました。特
に何かを変えたと
いうわけではない
んですけどね。

　平和島ダービー以降は気持ち的に少し守りに
入り調子が悪くなっていたので、気合を入れ直
して住之江に行きます。トライアル2ndから
いけるのはメンタル的に大きいし、今年は優勝
を狙って強気にいきます。これまではそんなこ
とは言えなかったけど、しっかりと勝ちにいき
たい。

　今年は3月の浜
名湖周年で非常識
なＦを切ったこと
もあって、そこま
でリズムが良くな
いかなと思ってい
たけど、それでも
ＳＧを1回、ＧⅠ
を2回勝てたし、
結果的に賞金ラン
ク1位の座も守る
こ と が で き ま し
た。全部のＳＧで
ドリーム1号艇に
乗ることもできま

した。だけど、もっともっと強くなりたいとい
う気持ちでいっぱいです。
　グランプリはもちろん連覇を狙っています。
でも、勝つには運が必要なので“勝利の女神”
を味方につけたいですね。住之江のファンは熱
いし、最高のパフォーマンスを披露して盛り上
げたうえで、優勝したいと思います。

　今年は、打ち切
りとなった戸田周
年と平和島一般戦
を除いて、予選突
破できなかったの
が不良航法を取ら
れた平和島と児島
のＧⅠの2回だけ。
ＧⅠもＳＧも勝て
たし、コンスタン
トに準優に乗れた
のが良かった。グ
ランプリは3年ぶ
り。初めてトライ
アル2ndから走

るのでどうなるか分からないけど、いつもと変
わらないレースがしたいですね。住之江のグラ
ンプリは優勝戦1号艇で2回失敗をやらかして
いるから…。
　年齢的にも落ち着いて走れると思います。あ
と2年したら50歳だし、グランプリを勝つラス
トチャンスだと思って全てを懸けます。

　今年は下関マス
ターズチャンピオ
ンや徳山68周年、
蒲郡メモリアルで
優 勝 が で き た け
ど、1年間でみれ
ば、結果を残せな
かった去年のほう
がプロペラとかレ
ースの内容は良か
ったと思っていま
す。ただ、丸亀周
年と多摩川チャレ
ンジカップで手応
えをつかめてプロ

ペラの調整は煮詰まってきたし、考え方も幅が
広がってきました。
　グランプリは一発勝負だと思っているし、こ
れまでの集大成。最近は失敗も多かったけど、
それも良かったなと思えるような結果にしたい
ですね。良い感じで臨めると思うし、最大限の
集中力をもってチャンスをモノにしたい。

　今年はまず、1
年間休まずに走れ
たのが良かった。
タイトルは獲れな
かったけど、ＳＧ
ではまずまず成績
も良かったし、多
摩川チャレンジカ
ップは最終日の特
選Ａで1着を獲れ
ば2ndからいけ
るチャンスが残っ
ていてベストな結
果を出せました。
　グランプリは流

れの中で勝てれば良いかなあ。ＳＧを勝つまで
かなりの時間を要したし、これまでより少し肩
の力を抜いて臨もうと思っています。そして、
チャンスが巡ってきた時はしっかりとつかみた
い。今年がどうとかではないけど、グランプリ
を勝って師匠の今村豊さんに恩返しがしたいで
す。

　今年は優勝回数
も 多 か っ た し 、 
Ｇ Ⅰ も 3 回 勝 て
て、1年を通して
悪くなかったと思
います。でも、そ
こはレースの流れ
とかツキもありま
したし、プロペラ
の調子は去年から
引き続きあまり良
くないんですが、
それでも結果が伴
ってきているから
良い方向には向か

っていると思っています。
　現状は、去年よりマシになった程度で、乗り
心地を捨てて、足重視で調整している気がする
ので自分ではあんまり…って感じですが、グラ
ンプリを目指して1年間頑張ってきたので、最
高のパフォーマンスを発揮したいと思います。
住之江は相性が良いし、一生懸命走ります。
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116,564,640円 141,630,000円112,444,928円 110,535,266円95,956,000円 101,204,666円
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43,607,000円（46位）

4459 かたおか		まさひろ

片岡 雅裕
Ａ1・香川・35歳

3年ぶりのＳＧ優
出目指して全速ア
タック。

62,537,666円（21位）

4573 さとう		つばさ

佐藤 翼
Ａ1・埼玉・33歳

10月児島周年で念
願のＧⅠ覇者の仲
間入り。

40,918,000円（51位）

4042 まるおか		まさのり

丸岡 正典
Ａ1・大阪・42歳

今年は正月の全大
阪初制覇プラス特
別戦2優出。

58,693,000円（26位）

4503 うえの		しんのすけ

上野 真之介
Ａ1・佐賀・33歳

年間勝率は8点ペ
ースと実力はハイ
レベル。

39,279,000円（56位）

4266 おさだ		よりむね

長田 頼宗
Ａ1・東京・36歳

今秋の東京開催2
つのＳＧ不出場の
悔しさ晴らす。

55,281,509円（31位）

3942 てらだ		しょう

寺田 祥
Ａ1・山口・43歳

昨年はＧＰ準Ｖ。
今年の不振をここ
で断ち切る。

50,525,000円（36位）

4074 やなぎさわ		はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・40歳

上半期だけでＧⅠ
4優出と流れつか
めば快走。

46,525,000円（41位）

4450 ひらたか		なな

平高 奈菜
Ａ1・香川・34歳

女子屈指の旋回力
あり当地ＳＧで準
優出歴。

42,518,266円（47位）

4468 おおいけ		ゆうき

大池 佑来
Ａ1・東京・34歳

10月江戸川周年を
全2連対で制し
ＧⅠ初Ｖ。

61,281,000円（22位）

4205 やまぐち		つよし

山口 剛
Ａ1・広島・39歳

今年のＳＧは4戦
全て予選突破と堅
実駆け。

40,506,000円（52位）

4061 はぎはら		ひでと

萩原 秀人
Ａ1・福井・42歳

自在ハンドルで年
間最多勝を狙える
ペース。

57,843,000円（27位）

4418 かやはら		ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・34歳

自身初の年間ＧⅠ
Ｖ2と勝負所を見
極める。

39,246,000円（57位）

4148 えだお		まさる

枝尾 賢
Ａ1・福岡・39歳

今年のＳＧは活躍
ないが機力次第で
波乱も。

52,892,000円（32位）

4524 ふかや		ともひろ

深谷 知博
Ａ1・静岡・33歳

2年連続ダービー
優出と高いレベル
を維持。

49,893,500円（37位）

3744 とくます		ひでき

徳増 秀樹
Ａ1・静岡・47歳

展示好時計なら全
速ショットで抜け
出しも。

46,116,000円（42位）

4397 にしむら		たくや

西村 拓也
Ａ1・大阪・35歳

年間優勝ないがコ
ンスタントに優出
重ねる。

42,373,000円（48位）

3623 ふかがわ		しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・47歳

昨年のＧＰシリー
ズを2コース差し
で制す。

61,166,000円（23位）

3557 おおた		かずみ

太田 和美
Ａ1・大阪・48歳

地元はＳＧ3優勝
を含むＶ23と調整
を熟知。

39,910,000円（53位）

4604 いわせ		ゆうすけ

岩瀬 裕亮
Ａ1・愛知・33歳

ＳＧの準優も経験
して次のステップ
に進む。

57,496,000円（28位）

3388 いまがき		こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・52歳

10月にＧⅡＶ、11
月はＧⅠ優出と好
リズム。

39,164,066円（58位）

3780 うおたに		ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・46歳

コーナーワーク的
確で大外戦も苦に
しない。

52,727,000円（33位）

4502 えんどう		えみ

遠藤 エミ
Ａ1・滋賀・33歳

今年のＳＧ2戦は
ともに2コースか
ら白星。

48,834,000円（38位）

4586 いそべ		まこと

磯部 誠
Ａ1・愛知・31歳

コース不問の柔軟
走法でＳＧ初優出
目指す。

45,495,266円（43位）

4787 しいな		ゆたか

椎名 豊
Ａ1・群馬・33歳

今年は強攻が冴え
渡りＧⅡ含むＶ7
と覚醒。

66,235,000円（19位）

4013 なかじま		こうへい

中島 孝平
Ａ1・福井・42歳

2010年の当地ＧＰ
は2コース捲りで
賞金王に。

42,340,000円（49位）

4760 やまざき		ぐん

山崎 郡
Ａ1・大阪・32歳

年間Ｖ7とブレイ
ク中でまずはＳＧ
初1着を。

61,067,000円（24位）

4427 はた		えいご

秦 英悟
Ａ1・大阪・36歳

平和島ダービーで
2度目のＳＧ優出
果たす。

39,458,000円（54位）

4296 おかざき		やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・34歳

今年は低調もテク
ニックは確かで侮
れない。

56,224,266円（29位）

4831 はの		なおや

羽野 直也
Ａ1・福岡・26歳

今年のヤングチャ
ンプがＳＧ初奪取
に意欲。

39,122,066円（59位）

3737 うえひら		しんじ

上平 真二
Ａ1・広島・48歳

近況も3連率70％
超と大崩れしない
堅実派。

52,409,000円（34位）

4028 たむら		たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・43歳

軽快なターンで間
隙突いて好位を確
保する。

48,493,000円（39位）

4688 ながい		ひょうや

永井 彪也
Ａ1・東京・29歳

11月丸亀周年で自
身2度目のＧⅠ制
覇飾る。

44,667,266円（44位）

3996 あきやま		なおゆき

秋山 直之
Ａ1・群馬・42歳

若松オールスター
では10年ぶりの
ＳＧ優出。

64,184,000円（20位）

3959 つぼい		やすはる

坪井 康晴
Ａ1・静岡・44歳

ＧＰ出場逃した悔
しさをシリーズ戦
にぶつける。

41,328,000円（50位）

4052 おきつ		あい

興津 藍
Ａ1・徳島・40歳

モーター整備で上
積み図り好展開逃
さない。

60,461,999円（25位）

4350 しのざき		もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・35歳

6年ぶりＳＧ制覇
で完全復活をアピ
ールだ。

39,453,000円（55位）

4719 かみじょう		のぶたか

上條 暢嵩
Ａ1・大阪・27歳

自己最多の年間Ｖ
6に加えてダービ
ーは節間3勝。

55,539,066円（30位）

4290 いなだ		こうじ

稲田 浩二
Ａ1・兵庫・37歳

今年もＳＧ、ＧⅠ
で優出と速攻戦が
冴える。

39,055,066円（60位）

4512 こうの　さとし

高野　哲史
Ａ1・兵庫・32歳

児島グラチャンは
準優1枠と大舞台
に強い。

51,571,000円（35位）

4075 なかの		じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・40歳

今年は当地でＧⅠ
2優出と好成績を
残す。

47,366,000円（40位）

3946 あかいわ		よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・45歳

下半期に 4 Ｖ 、
ＧⅠ2優出と猛チ
ャージ。

44,266,000円（45位）

4757 やまだ		ゆうや

山田 祐也
Ａ1・徳島・32歳

6月三国ＧⅡで特
別戦初Ｖと飛躍の
1年に。

7.01 5.78

 7.10 7.40  7.10 6.91

 7.83 7.32  7.06 6.89

 7.15 6.47

 6.78 6.35

 7.53 7.58

 6.66 5.50

 7.42 6.38  6.91 7.66

 7.38 7.12  7.06 7.04

 7.19 5.91

 6.97 7.03

 7.31 7.33

 7.38 7.95

 6.98 6.89  7.24 6.83

 7.22 7.44  6.66 6.75

 7.29 6.24

 7.74 7.39

 6.86 5.38

 7.22 6.62  7.69 6.76

 7.63 6.62  6.95 7.03

 7.55 6.06  7.28 －

 7.23 7.59

 6.73 6.93

 6.83 7.56

 7.55 7.41  6.03 6.00

 7.37 7.46  7.38 6.83

 7.13 8.32  6.79 6.79

 7.26 7.52

 7.91 5.80

 6.67 7.12

◎予備選手　①4063	市橋　卓士（徳島）　②4497	桑原　　悠（長崎）　③4174	赤坂　俊輔（長崎）　④4482	守屋　美穂（岡山）
●選出除外選手　3159	江口　晃生（群馬）／3415	松井　　繁（大阪）／3721	守田　俊介（滋賀）／3854	吉川　元浩（兵庫）／4024	井口　佳典（三重）／4044	湯川　浩司（大阪）／4504	前田　将太（福岡）

グランプリシリーズ 歴代優勝者（第12回大会からＳＧ）
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戦いは終わらない。2022年こそトライアル出場の思 いを秘め、必勝を期すシリーズ出場42レーサー!

●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。

｜グ｜ラ｜ン｜プ｜リ｜
峰が連覇、3回目の優勝へ

　グランプリは1年の総決算。好きな選手への
期待、応援、妄想、何でもありだが、客観的に
見れば、峰竜太（佐賀）が最も優勝に近い。グ
ランプリは出れば出るほど経験値が足され、メ

ンタルの余裕が生
まれる大会。既に
2回優勝し、昨年
は住之江よりもイ
ンコースが難しい
平和島で勝った。技術的にも今がピーク。そこ
に、多少なりとも心のゆとりが加われば、凡走
を想像するほうが難しい。しかも、抽選運が結
構良い。案外、6枠を引かない。神様まで味方
につけているとなれば連覇、3回目の優勝へ向
け、死角は少ない。

　今年はベテラン復活がテーマだった。濱野谷
憲吾（東京）、原田幸哉（長崎）のスタート力、
ここ一番の集中力
は軽視できない。
濱野谷は18年、原
田は20年のＧⅠ高
松宮記念を制し、
水面の相性も良い。峰を止めるとすれば、時代
の針を巻き戻した、この両者が1番手になる。
　勢いなら辻栄蔵（広島）だ。ダービー優出でチ
ャレンジカップ出場をつかみ、それだけにとどま

らず、チャレンジ
Cで約16年ぶりの
ＳＧ制覇まで成し
遂げた。的確なレ
ース運びは健在。
　その辻と同じぐらい、桐生順平（埼玉）が不
気味。チャレンジＣの追い上げで、トライアル
2nd発進を手に入れたのは大きい。住之江で好
モーターと組んだ時は常に優勝争いに絡む。伏
兵では終わらないかもしれない。

｜グ｜ラ｜ン｜プ｜リ｜シ｜リ｜ー｜ズ｜
佐藤、秦ら伸びシロある若手に期待
　わずかな差でグランプリ出場を逃した中島孝
平（福井）、坪井康晴（静岡）より、まだ伸びシ
ロがある佐藤翼（埼玉）の活躍に期待したい。
ＳＧ・ＧⅠでも大外から勝てる決定力があり、

攻めの姿勢に好感が持て
る。女子レーサー・土屋
南との間に第1子も誕
生。公私とも充実の1年

を初のＳＧ制覇で締めくくりたい。
　ライバルは秦英悟（大阪）。こちらも昨年末
から存在感が急上昇。地
元初優勝がＳＧならば最
高の結末だ。上野真之介
（佐賀）の成長ぶりも、
この両者に負けない。ダッシュ戦で勝てる決め
手は秀逸。こちらもＶ候補の一角だ。
　また、例年、来年3月のクラシック出場権が
話題になる大会。まだ出場資格を満たしていな
い篠崎元志（福岡）らは目の色が違う。

最近6ヵ月（2021年6
月1日〜11月28日）の
全国勝率

最近3年（2018年12月
1日〜2021年11月25
日）の住之江勝率

2021年獲得賞金額（選出順位）

登録番号 
選手名
級別・支部・年齢（初日現在）
短評

選手
ポート
レート

選手データの見方

グランプリ出場者を除く、2021年1月1日〜11月28日の獲得賞金上位者
ＳＧ第36回グランプリシリーズ選出基準

総展望

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰　　竜太 佐賀 141,630,000円
2 4337 平本　真之 愛知 116,564,640円
3 3590 濱野谷憲吾 東京 112,444,928円
4 3779 原田　幸哉 長崎 110,535,266円
5 4444 桐生　順平 埼玉 101,204,666円
6 3897 白井　英治 山口 95,956,000円
7 3573 前本　泰和 広島 94,112,000円
8 3719 辻　　栄蔵 広島 89,224,166円
9 4238 毒島　　誠 群馬 81,974,481円
10 4168 石野　貴之 大阪 76,747,274円
11 4686 丸野　一樹 滋賀 74,232,000円
12 3783 瓜生　正義 福岡 74,097,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
13 4262 馬場　貴也 滋賀 72,025,449円
14 3960 菊地　孝平 静岡 70,135,000円
15 3941 池田　浩二 愛知 69,807,840円
16 4477 篠崎　仁志 福岡 68,959,000円
17 4344 新田　雄史 三重 68,117,000円
18 4371 西山　貴浩 福岡 67,586,532円
19 4013 中島　孝平 福井 66,235,000円
20 3959 坪井　康晴 静岡 64,184,000円
21 4573 佐藤　　翼 埼玉 62,537,666円
22 4044 湯川　浩司 大阪 61,546,274円
23 4205 山口　　剛 広島 61,281,000円
24 3557 太田　和美 大阪 61,166,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
25 4427 秦　　英悟 大阪 61,067,000円
26 4350 篠崎　元志 福岡 60,461,999円
27 4503 上野真之介 佐賀 58,693,000円
28 4418 茅原　悠紀 岡山 57,843,000円
29 3388 今垣光太郎 福井 57,496,000円
30 4831 羽野　直也 福岡 56,224,266円
31 4290 稲田　浩二 兵庫 55,539,066円
32 3942 寺田　　祥 山口 55,281,509円
33 4524 深谷　知博 静岡 52,892,000円
34 4502 遠藤　エミ 滋賀 52,727,000円
35 4028 田村　隆信 徳島 52,409,000円
36 4075 中野　次郎 東京 51,571,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
37 4074 柳沢　　一 愛知 50,525,000円
38 3744 徳増　秀樹 静岡 49,893,500円
39 4586 磯部　　誠 愛知 48,834,000円
40 4688 永井　彪也 東京 48,493,000円
41 4504 前田　将太 福岡 47,497,266円
42 3946 赤岩　善生 愛知 47,366,000円
43 4450 平高　奈菜 香川 46,525,000円
44 4397 西村　拓也 大阪 46,116,000円
45 4787 椎名　　豊 群馬 45,495,266円
46 3996 秋山　直之 群馬 44,667,266円
47 3415 松井　　繁 大阪 44,378,000円
48 4757 山田　祐也 徳島 44,266,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
49 4459 片岡　雅裕 香川 43,607,000円
50 4468 大池　佑来 東京 42,518,266円
51 3623 深川　真二 佐賀 42,373,000円
52 4760 山崎　　郡 大阪 42,340,000円
53 3854 吉川　元浩 兵庫 41,456,340円
54 4052 興津　　藍 徳島 41,328,000円
55 3721 守田　俊介 滋賀 41,090,666円
56 4042 丸岡　正典 大阪 40,918,000円
57 4061 萩原　秀人 福井 40,506,000円
58 3159 江口　晃生 群馬 40,294,133円
59 4024 井口　佳典 三重 40,219,132円
60 4604 岩瀬　裕亮 愛知 39,910,000円

東　和弘	●『日刊スポーツ』

回 開催年 開催場 優勝者
第1回 1986年 住之江 竹内　知樹
第2回 1987年 住之江 瀬尾　達也
第3回 1988年 住之江 瀬尾　達也
第4回 1989年 住之江 新開　文夫
第5回 1990年 住之江 長岡　茂一
第6回 1991年 平和島 岡本　義則
第7回 1992年 住之江 長岡　茂一
第8回 1993年 住之江 中道　善博
第9回 1994年 住之江 西島　義則
第10回 1995年 住之江 高山　秀則
第11回 1996年 戸　田 市川　哲也
第12回 1997年 住之江 小畑　実成
第13回 1998年 住之江 中道　善博

回 開催年 開催場 優勝者
第14回 1999年 住之江 長岡　茂一
第15回 2000年 平和島 吉田　隆義
第16回 2001年 住之江 濱野谷憲吾
第17回 2002年 住之江 太田　和美
第18回 2003年 住之江 市川　哲也
第19回 2004年 住之江 太田　和美
第20回 2005年 住之江 池田　浩二
第21回 2006年 住之江 赤岩　善生
第22回 2007年 福　岡 山崎　智也
第23回 2008年 住之江 田中信一郎
第24回 2009年 住之江 井口　佳典
第25回 2010年 住之江 山崎　智也
第26回 2011年 住之江 勝野　竜司

回 開催年 開催場 優勝者
第27回 2012年 住之江 篠崎　元志
第28回 2013年 住之江 前本　泰和
第29回 2014年 平和島 平本　真之
第30回 2015年 住之江 長田　頼宗
第31回 2016年 住之江 今垣光太郎
第32回 2017年 住之江 新田　雄史
第33回 2018年 住之江 平尾　崇典
第34回 2019年 住之江 馬場　貴也
第35回 2020年 平和島 深川　真二

第36回大会 住之江
優勝戦

2021年12月19日日・第11レース

シリーズ特別戦  12月14日火（初日）第10レース  出場予定選手

4013

中島　孝平
（Ａ1・福井・42歳）

3959

坪井　康晴
（Ａ1・静岡・44歳）

4573

佐藤　　翼
（Ａ1・埼玉・33歳）

4205

山口　　剛
（Ａ1・広島・39歳）

3557

太田　和美
（Ａ1・大阪・48歳）

4427

秦　　英悟
（Ａ1・大阪・36歳）

1
号艇

2
号艇

3
号艇

4
号艇

5
号艇

6
号艇

ＳＧグランプリシリーズ
出場42選手［選出順位順］

2021年獲得賞金額ベスト60（2021年1月1日〜11月28日）
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「住之江」の現
い　ま

在を知って、グランプリ舟券ゲット!
11月以降レース傾向に微妙な変化

　水面の基本的な構造は２年前のグランプリ時と何ら変化がない。しか
し、今年11月以降、レースの結果に微妙な変化が出てきた。
　住之江は９月下旬から10月いっぱいまで、施設改善のため開催がなか
った。この間に古くなっていたセンターポール（スタートライン上にあ
るポール）を建て替えたが、その影響か、若干ながら、空中線の位置が
以前と変わった模様。走り慣れている地元選手からは「スタートが難し
くなった」という声も聞いた。前半レースの番組の傾向が少し変わった
ことも手伝い、11月の一般戦では、以前ほどイン艇が勝てなかった。温

水パイプを装着したのも11月
から。モーターの変調により
行き足が鈍くなった選手がい
たことも無視できないが、空
中線に対する違和感が、特に
スローからのスタートを難し
くした可能性もある。

　今大会はトップレーサーばかりなので、仕掛けの勘を修正するのも早
いはずだが、序盤はスタート勘をつかむのに苦労する選手がいても不思
議はない。

好配当を狙うならスピード差し選手
　振り返れば、グランプリ初のナ
イター開催だった2019年の初日は
印象的な結果だった。第10レース
まで１号艇が全勝。抜きの決まり
手すら皆無で、全員がイン先マイ
で決着をつけた。ちなみに、シリ
ーズ戦の予選４日間で、捲りの決
まり手は４本だけ。穴党には厳し
い現実だった。
　トライアル２ndについても、ここ２年、イン艇の強さが際立つ。19
年は６戦中５勝、昨年の平和島では６戦全勝。イン以外で勝ったのは19
年３回戦の石野貴之しかいない。この年に石野が優勝したのは偶然では
なく、頂点に立つだけの突破力があったということだ。
　スタート勘をつかむのが微妙に難しくなった今大会でも、誰かが捲っ
て勝つ想定の舟券は非現実的だ。好配当を狙うなら、スピードを持って
差せる若手〜中堅級選手に注目だ。
　グランプリの１、２着の出目で最も多いのは①→❸	。スピード自慢
ばかりが揃う大会なので、落として差す２号艇＝２コースより、スピー
ドを持って回る３号艇＝３コースの方が２着争いを有利に運べる。

対岸総合表示装置・ボートくん

本番ピット

スタート展示
ピット

第2ターン
マーク 第1ターン

マーク

スタンド

75m

51m

67m

63m

85m

70m150m150m120m

45m

N

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、「グランプリ・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「グランプリ特集号」プレゼント係
締　切 2021年12月20日㊊（必着）　●発送をもって発表にかえます。

応
募
方
法

抽選で20名様に ボートレース住之江  ＳＧ第36回グランプリ  オリジナルクオカードをプレゼント!

●	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。

　ボートレース住之江では2連率上位6基を
「オレンジモーター」として、モータープレ
ートの数字とボートのカウリングをオレンジ
色にしています。

2連率ベスト6 
オレンジモーター に注目

オレンジ色のモーター番号は、2連率上位6基。	

集計期間　2021年3月19日〜11月25日
auじぶん銀行賞使用者：第4回auじぶん銀行賞（2021年11月10日〜15日）の使用者
森下仁丹杯使用者：男女Ｗ優勝戦	第14回森下仁丹杯争奪戦（2021年11月20日〜25日）の使用者
1：ドリーム戦・準優勝戦　❶：優勝戦　欠：事前欠場　転：転覆失格　◯落：落水失格　Ⓕ：フライング

扌絶好調　
扌

好調　➡普通　 ➡下降

オレンジナンバーは
パワーの証 !

順位 モーター
番号 2連率 勝率 評価 近況

気配
出

足
伸

び

回
り
足

auじぶん銀行賞使用者および節間成績 東記者のワンポイントチェック森下仁丹杯使用者および節間成績

① 31 45.6％ 6.17 8 扌 ◎○◎
赤羽　克也 A2 ⑥②③②③③②③⑥① 夏場は伸び中心に強め。秋以降は出足、回り足

のムードが良い。初下ろしからパワー安定

② 72 44.7％ 5.86 9 ➡ ◎◎◎
渡邊　哲也 B1 ②④⑥④②⑥④④⑥ 太田和美が高松宮記念Ｖ。スリットも道中も強

めだが、温水パイプ装着後の渡邊哲也は平凡

② 79 44.7％ 5.70 8 ➡ ◎◎○
後藤　陽介 A2 ⑥②⑤④⑤③④①⑤ 調整によって出足か伸びに特徴が出る。成績が

悪い節でも常に着順以上のパワーを見せた

④ 62 44.5％ 5.86 8 扌 ◎◎○
11月に乗った木村光宏は行き足＆伸びが節イチ
級。他艇をねじ伏せるようなパンチ力がある木村　光宏 A2 ①①6⑥①①②4①④①

⑤ 74 43.4％ 5.88 8 扌 ○◎◎
8月のオール大阪で藤山翔大が乗り、それ以降
は伸び強め。回り足も力強さを兼ね備える森安　弘雅 A2 ③①①②⑥②①2❷

⑥ 37 42.5％ 6.19 8 ➡ ◎○◎
初下ろしから実戦足が強力。乗り手によって成
績がばらつくがパワー自体は常に水準以上だ長畑　友輔 B1 ⑤④③②④①③4③③

⑦ 38 41.8％ 5.98 8 扌 ◎◎○
温水パイプが付いてさらに上昇。11月の明石正之、原加
央理と実戦足が良く、優出に成功原　加央理 B1 ③②⑤①②⑤③2❺

⑧ 78 41.5％ 5.76 7 扌 ◎○○
長田　頼宗 A1 ③1①⑤②①⑤②2❺ 11月の長田頼宗が出足、乗り心地を整え、落合直子も出

足中心に軽快。レースはしやすい落合　直子 A2 ①5③①①①①②1❷

⑨ 52 40.7％ 6.05 7 扌 ○◎○
夏場のパワーはNo.1。しかし、下野京香が転覆。部品交
換がなかったのは幸いだったが…下野　京香 B2 ⑥③転④③⑥⑥③

⑩ 58 40.1％ 5.88 7 扌 ◎○○
重木　輝彦 A1 ⑥②③①③④②①4①② 9月に村田修次が一変させた。その後の重木輝彦も全体

に強め。ペラが本体に合ってきた

⑪ 63 40.0％ 5.53 7 扌 ○◎○
オール大阪で濱本優一が優出。11月に五反田忍が地元初
Ｖ。大阪勢向きのモーター？五反田　忍 A2 ①1②④②⑥④①2❶

⑫ 55 39.8％ 6.03 7 扌 ◎○○
土井　祥伍 B1 ④⑤④①③⑥③②⑥ 3優勝で実績首位。Ａ1級が乗ったときは確実に出足を

引き出す。乗り手によっては伸びも桑原　　悠 A1 ④②①1⑥①①②1❶

⑬ 33 39.4％ 5.71 6 ➡ ○○○
乗り手に恵まれて数字を上げた印象拭えず。下がること
はないが、どの足も中堅の域出ず中谷　朋子 A2 ④2④④①①②④4①①

⑬ 64 39.4％ 5.32 5 ➡ △△○
大谷　直弘 A2 ⑥①①④④⑥転（帰郷） 元々大したパワーなかったが11月に大谷直弘が転覆しさ

らに悪化。このモーターを引くと苦しい松下　哲也 B1 ⑤⑥②④④④⑤④⑥

⑮ 81 38.8％ 5.51 4 ➡ △△△
石塚　裕介 B1 ⑥⑤⑤④⑤④③③ 11月の大上卓人は優出したが、全て下位級。正味は2連

率20％台。これを引くと苦戦は必至大上　卓人 A1 ③②4①②③⑤②3❹

⑯ 73 38.5％ 5.62 6 ➡ ○○△
藤川　利文 B1 ④②④④⑤②②③⑤② 調整巧者の松井繁が2度乗って中堅域。その後も上位級

にならず。パワーに限界を感じる

⑰ 12 38.1％ 5.53 7 扌 ○◎○
高松宮記念が西村拓也が整備。これが効いたのか、その
後上昇。11月の富永大一は好気配富永　大一 B1 ⑥③⑤①③⑥①6①②

⑱ 27 37.9％ 5.23 6 ➡ ○◎△
中北　将史 B1 ⑤⑥④④①①④⑥①⑤ 乗り手によってはスリット強め。ターンとの両立が難し

い。調整次第で上昇の余地秘める田中　博子 B1 ⑤⑥⑤②⑥⑥⑥⑤①

⑲ 18 37.2％ 5.25 5 ➡ ○○○
中村　　真 B1 ①⑥⑤②③⑤⑥⑥①⑥ 伸びに寄せれば伸びはつく。しかし、起こしや出足まで

求めると平凡な足になってしまう

⑳ 14 37.1％ 5.49 6 ➡ ◎○○
誰が乗ってもある程度の出足は保証済み。伸びる足はな
く、レース巧者向きのモーター吉田　杏美 B2 ⑤⑤⑤⑥⑤④④②

� 26 37.0％ 5.61 7 ➡ ◎○○
星野　太郎 A2 ①①④③①⑤②1❹ 初下ろしから水準以上のパワーがあり、調整が合えば上

位級にもなる。2連率よりは良い

� 65 36.5％ 5.39 6 ➡ ○○○
数原　　魁 B1 ⑤⑥⑥⑤④②⑥⑥ 乗り手によってターン回りに特徴が出る。特別なパワー

は有しておらず直線系は中堅の域土屋　千明 B1 ③④③③③④⑤6①⑥

� 88 36.5％ 5.37 6 ➡ ○○○
可もなく不可もないモーター。最低限のパワーはある
が、上位級に仕上がったことはない白井　友晴 A2 ②④③③②②⑤5②⑤

� 29 36.3％ 5.53 6 扌 ○◎○
乙津　康志 A2 ⑥③①①③②①6②⑤ 秋に入って上昇気配。展示タイムが出るようになり、実

戦でも伸びは水準より上の雰囲気

� 22 36.2％ 5.33 5 扌 ○○○
素性自体は大したことがないが、近況は上昇中。11月の
小池哲也はノーハンマーで優出した小池　哲也 A2 ②①③①④②⑥3❸

モーター2連率ベスト25 

◦ＳＧ第36回グランプリ使用モーターは
12月11日の最終レース終了後に決定！

◦11月2日から温水パイプが装着されました。 ◦ボートレース住之江はチルト1.5度まで使用できます。

『日刊スポーツ』住之江担当

東和弘記者がチェック！

●『マンスリーBOAT	RACE』データ室

地元で奮起 ! SG第36回
グランプリ＆グランプリシリーズ出場

 大阪支部選手（2021年獲得賞金順）

4168

石野 貴之

グランプリ グランプリシリーズ グランプリシリーズ

グランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズグランプリシリーズ

第34回
グランプリ
覇者
石野貴之

第13回
グランプリ
覇者
太田和美

3557

太田 和美
4427

秦 英悟

4397

西村 拓也
4760

山崎 郡
4042

丸岡 正典
4719

上條 暢嵩

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 8.02 55.6% 17.0% 9.1% 0.16 489回 - - - 16回 1回
2コース 5.75 15.0% 24.6% 20.8% 0.16 - 43回 - 83回 10回 0回
3コース 5.57 13.3% 23.3% 20.5% 0.15 - 52回 35回 17回 17回 0回
4コース 4.88 9.8% 17.3% 18.5% 0.15 - 47回 19回 13回 10回 0回
5コース 4.21 5.4% 12.1% 17.8% 0.16 - 9回 30回 3回 6回 1回
6コース 3.22 1.1% 6.0% 13.8% 0.17 - 0回 8回 1回 1回 0回

最近6ヵ月  進入コース別成績（2021年6月1日〜11月25日／911レース）

the DATA

平均払戻金7,388円

	 最近6ヵ月  コース組み合わせベスト10（2021年6月1日〜11月25日／911レース）
順位 コース組み合わせ 発生回数
① 1－2－3 77回
② 1－3－2 58回
③ 1－2－4 41回
④ 1－3－4 40回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑤ 1－3－5 33回
⑥ 1－4－2 32回
⑦ 1－2－5 29回
⑧ 1－3－6 26回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑧ 1－4－3 26回
⑩ 2－1－3 25回

3連単


