
協賛各社

先着入場1,100名様に「マフラータオルが当たるスクラッチカード」を配
布します。「あたり」のカードと確定前舟券1,000円分と一緒にお持ちいた
だいた方に、ＳＧボートレースダービーオリジナル
マフラータオルをプレゼント!!
配布時間  開門〜なくなり次第終了　
配布場所  エントランス
引換時間  第1レース発売開始（10：16頃）

 　〜第10レース発売締切（15：08頃）
引換場所  インフォメーション前 

マフラータオルが当たるスクラッチカード配布！

10/25㊋ 26㊌ 28㊎

抽選で 

20名様に

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	 2022年10月31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。

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、「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」）・Webを明記して、右記の宛先までお送りください。

応
募
方
法

ボートレースとこなめ　ＳＧ第69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!

開催期間中毎日

場所  トコタンホール
● タレント・選手への接触（花束やプレゼント・サイン等）はご遠慮ください。
● 新型コロナウイルス対策により、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、予めご了承ください。また、イベント参加人数を制限させていただきます。
● 開門後、東スタンドにて整理券を配布いたします。
● 詳細等につきましては、特設サイトをご確認の上、ご来場ください。

ライブステージ イベント＆
ファンサービス

人気のキッチンカーが 
大集合！

キッチンカー祭り
時間   開門〜
場所   トコタンホール水面側

● 詳しくはスプラッシュバトル公式 W E B
サイトをご覧ください。

● 新型コロナウイルス感染予防に充分に配慮
して実施いたします。

日時   10/25㊋［予選］ 　　 11：30〜16：00
     26㊌〜29㊏［予選］10：00〜16：00
     30㊐［準優勝戦／優勝戦］
場所  東スタンド「池田浩二メモリアルコーナー」前

電話投票
レース場コード 0 8 ＃

オープニングセレモニー
　9：20〜／トコタンホール
　● 事前抽選入場で、オープニングセレモニー観覧当選者のみが

参加いただけます。

10/25㊋

優勝戦出場選手インタビュー
　10：00〜／トコタンホール

表彰セレモニー
　ウイニングラン終了後／トコタンホール

公開勝利者インタビュー
　予選48レース・準優勝戦3レース
　東スタンド特設ステージ

公開展開解説
　第7〜12レース／東スタンド特設ステージ

10/30㊐

25㊋〜29㊏

25㊋〜30㊐

30㊐

松平　健
時間  【1回目】 第4レース発売中（11：49頃〜）
  【2回目】 第8レース発売中（14：01頃〜）

森口　博子
時間  【1回目】 第4レース発売中（11：49頃〜）
  【2回目】 第8レース発売中（14：01頃〜）

丘　みどり
時間  【1回目】 第4レース発売中（11：49頃〜）
  【2回目】 第8レース発売中（14：01頃〜）

はなわ
時間  【1回目】 第4レース発売中（11：41頃〜）
  【2回目】 第8レース発売中（13：39頃〜）

土屋アンナ
トークショー  時間  第8レース発売中（13：39頃〜）

29㊏ 30㊐

ＳＧ第69回ボートレースダービー　オフィシャルパンフレット

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、10/25㊋（初日）・10/29㊏（準優勝戦日）・
10/30㊐（優勝戦日）のボートレースとこなめ（本場）への入場は、事前抽選による入場
制限を行います。　応募は終了しております
● 当選ハガキは13：00までに入場受付されない場合は無効となります。
●詳細につきましては、ボートレースとこなめ公式ウェブサイトにてご確認ください。

開門　9：50　　第1レース・スタート展示開始　10：10

特設サイト とこなめ公式サイトＣＳ中継

全日程	
JLC
680

電話投票
レース場コード 0 8 ＃

●電話投票は朝7時から発売します。

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。

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

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

Ｓ Ｇ 特 集 号
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ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝 ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝 ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝 ＳＧ・ＧⅠ 
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝

この後Ｆ休みで、今節がグランプ
リ好枠獲得へ最後の勝負駆けだ。

当地は6月の周年Ｖを含め2節連
続優勝中と久々ＳＧＶへ好舞台。

ＧＣで8年半ぶりＳＧＶ。常滑の
大スターが悲願の地元ＳＧＶへ。

昨年トップの女子年間勝率は今年
も首位を快走中と安定感が光る。

尼崎オーシャンＣで優出とグラン
プリ出場へ着々とペースアップ。

今年の東海チャンプが地元水面で
ＳＧ初制覇の大願成就となるか。

4238 ぶすじま  まこと

毒島 誠
Ａ1・群馬・38歳

4205 やまぐち  つよし

山口 剛
Ａ1・広島・40歳

3941 いけだ  こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・44歳

4050 たぐち  せつこ

田口 節子
Ａ1・岡山・41歳

4444 きりゅう  じゅんぺい

桐生 順平
Ａ1・埼玉・36歳

4586 いそべ  まこと

磯部 誠
Ａ1・愛知・32歳

21年 7月 丸　亀 ＧⅡＢＲ甲子園
21年11月 三　国 ＧⅠ68周年
22年 1月 芦　屋 ＧⅠ69周年

22年 6月 常　滑 ＧⅠ69周年21年 9月 鳴　門 ＧⅠ68周年
22年 6月 唐　津 ＳＧグラチャン

21年 12月 福　岡 ＰＧⅠクイーンズＣ21年 9月 桐　生 ＧⅠ65周年
22年 1月 戸　田 ＧⅠ65周年

22年 2月 常　滑 ＧⅠ地区選選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

選出期間中の 
ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ 

優勝レース

 7.26 44.4％ 60.4％ 77 21  7.05 39.7％ 58.9％ 56 10 7.45 44.4％ 62.4％ 114 23  6.34 30.5％ 48.3％ 10 3 7.60 45.3％ 65.5％ 65 17  6.77 38.4％ 55.6％ 11 2

 8.09 －  8.08 8.76 8.22 8.69  7.43 7.43 7.74 －  7.79 7.86

勝率8.24　グランプリ優出者 勝率7.83勝率8.21 勝率7.70勝率8.04 勝率7.62

43 ＳＧ第69回ボートレースダービー
オフィシャルパンフレット

1年間活躍した選手だけが出られる大会
 　「ダービーは、本当に実力がある選手しか出られないＳＧです。僕が選手
になった1981年は鳳凰賞（クラシック）、笹川賞（オールスター）、ＭＢ記念

（メモリアル）、全日本選手権（ダービー）の4大競走の時代でした。「大」が
つくので、「ビッグレース」と呼んでいました。中でも、全日本選手権はそ
の年の集大成のようなもので、僕は「選手権」という響きが好きでした。

1年間活躍しないと出場できない大会です。フロックでは出場できません」

ボートレースを変えた、多摩川大会のＶ
 　「私はダービーに30回出場し、3回優勝していますが、印象に残っている
のは初めて優勝した平和島（34回大会）です。優勝戦当日に、広島支部の半
田幸男さんが『いつも通りのレースをしたら、お前が優勝できる』と声をかけ
てくれました。優勝インタビューでその言葉を思い出して…、涙が出ました。

　多摩川（35回大会）は、私がＳＧで唯一、捲りで勝ったレ
ースです。あれを契機に、全速ターンが浸透しました。誰も
がターンスピードを競うようになり、レース形態も変わりま
した」

年間通じて成績安定の池田、山口に期待
 　「今年のダービーは常滑ですね。年間を通じて勝率を残し

ている選手が強いと思います。池田浩二（愛知）はテクニッ
クだけでなく、プロペラの悩みが解消した感じがします。同
県の磯部誠（愛知）の存在が、良い意味で刺激になっている
のではないでしょうか。
　山口剛（広島）も調子が良いですね。彼は思い切りが良い
選手です。大きな舞台で力を出してきます。毒島誠（群馬）、
桐生順平（埼玉）はグランプリ出場を目指して負けられない
立場です」

“最強”選手を決めるＳＧは、グランプ　リではなく「ダービー」だ！

3号艇2号艇 5号艇4号艇 6号艇1号艇

今村　豊
通算成績

勝率 2連率 3連率 優出 優勝 ＳＧ優勝 ＧⅠ優勝
7.76 55.9％ 71.1％ 410 142 7 48

ドリーム戦　10月25日火（初日）第12　レース　出場選手　●選出勝率上位5名と施行者推薦1名

ＳＧ第69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
　○2021年グランプリ優出者

② ＳＧ第68回ボートレースメ
モリアル（浜名湖）優勝者

③ 過去1年間（2021年8月1
日〜2022年7月31日）勝率
上位者（Ａ1級・出場回数
160回以上）。

ダービー3冠
今村豊氏からのエール!

●「全国」は最近6ヵ月、「常滑」は最近3年の勝率。いずれも2022年8月31日終了時現在。  ●「ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ成績」は2022年9月18日・徳山ＧⅠ開設69周年終了時現在

ダービー
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3623 ふかがわ  しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・48歳

3159 えぐち  あきお

江口 晃生
Ａ1・群馬・57歳

4760 やまざき  ぐん

山崎 郡
Ａ1・大阪・32歳

4418 かやはら  ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・35歳

4296 おかざき  やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・35歳

4524 ふかや  ともひろ

深谷 知博
Ａ1・静岡・34歳

4028 たむら  たかのぶ

田村 隆信
Ａ1・徳島・44歳

4477 しのざき  ひとし

篠崎 仁志
Ａ1・福岡・34歳

4831 はの  なおや

羽野 直也
Ａ1・福岡・27歳

4787 しいな  ゆたか

椎名 豊
Ａ1・群馬・34歳

3719 つじ  えいぞう

辻 栄蔵
Ａ1・広島・47歳

4236 まつむら  さとし

松村 敏
Ａ1・福岡・39歳

3737 うえひら  しんじ

上平 真二
Ａ1・広島・48歳

3996 あきやま  なおゆき

秋山 直之
Ａ1・群馬・43歳

4337 ひらもと  まさゆき

平本 真之
Ａ1・愛知・38歳

4545 おかむら  けいた

岡村 慶太
Ａ1・福岡・34歳

3946 あかいわ  よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・46歳

3960 きくち  こうへい

菊地 孝平
Ａ1・静岡・44歳

4095 ふくらい  つよし

福来 剛
Ａ1・東京・41歳

4503 うえの  しんのすけ

上野 真之介
Ａ1・佐賀・34歳

4361 やぎゅう  たいじ

柳生 泰二
Ａ1・山口・37歳

4492 ほんだ  ひろかず

本多 宏和
Ａ1・愛知・35歳

3783 うりゅう  まさよし

瓜生 正義
Ａ1・福岡・46歳

4566 しおた  ほくと

塩田 北斗
Ａ1・福岡・34歳

4262 ばば  よしや

馬場 貴也
Ａ1・滋賀・38歳

3590 はまのや  けんご

濱野谷 憲吾
Ａ1・東京・48歳

3415 まつい  しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・52歳

4719 かみじょう  のぶたか

上條 暢嵩
Ａ1・大阪・28歳

4362 つちや  とものり

土屋 智則
Ａ1・群馬・37歳

4939 みやのはら  こうき

宮之原 輝紀
Ａ1・東京・24歳

4686 まるの  かずき

丸野 一樹
Ａ1・滋賀・31歳

4504 まえだ  しょうた

前田 将太
Ａ1・福岡・34歳

3573 まえもと  やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・50歳

4042 まるおか  まさのり

丸岡 正典
Ａ1・大阪・43歳

3721 もりた  しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・47歳

4350 しのざき  もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・36歳

4024 いぐち  よしのり

井口 佳典
Ａ1・三重・45歳

4682 おおうえ  たくと

大上 卓人
Ａ1・広島・32歳

4459 かたおか  まさひろ

片岡 雅裕
Ａ1・香川・36歳

4494 かわい  ゆうき

河合 佑樹
Ａ1・静岡・35歳

4851 せき  ひろや

関 浩哉
Ａ1・群馬・27歳

3854 よしかわ  もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・50歳

3388 いまがき  こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・53歳

3780 うおたに  ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・46歳

4075 なかの  じろう

中野 次郎
Ａ1・東京・41歳

4013 なかじま  こうへい

中島 孝平
Ａ1・福井・42歳

ＳＧ初Ｖの17年大会は
優勝戦6枠から2コー
ス奪取し差し切りＶ。

進入はほぼ2コース以
内と徹底した前付け策
で高勝率を維持する。

ＳＧデビューの昨年に
続いて連続出場。気迫
溢れる走りで魅せる。

当地はＳＧ、ＧⅠで優
出歴。自慢のハイテク
ターンで水面を攻略。

技巧派レーサーも、モ
ーター仕上がったとき
の攻めは破壊力あり。

前々回のダービー王は
前回もベスト6入りと
当大会は相性抜群だ。

地元開催となる鳴門チ
ャレンジＣ出場はノル
マで集中力を高める。

ビッグレースでも立ち
回り安定。兄・元志と
ＳＧ同時優出に期待。

ヤング世代の実力者が
意外にもＳＧ出場26回
目でダービー初出場。

尼崎オーシャンＣの優
勝で登録番号の一番大
きいＳＧウイナーに。

昨年はモーターの底上
げに成功してファイナ
ル進出と調整も巧み。

スタート攻勢冴える近
況で、5年ぶりのＳＧ
舞台も攻め貫く。

唐津グラチャンで自身
2度目のＳＧ優出と好
機がくれば逃さない。

握って回る迫力のコー
ナー戦が持ち味で最後
の最後まで前を追う。

前回は予選4位でＶ戦
1枠とツキも味方にＶ。
地元で連覇に挑戦。

過去2度のＳＧは予選
敗退ながら、ともに節
間2勝と見せ場十分。

グラチャンで3年半ぶ
りＳＧ優出。ＧＰへ地
元で賞金アップ図る。

スタートは神業の域。
当地はＧⅠ8優出Ｖ2
と実績は申し分なし。

コース問わない決め手
が魅力でＳＧでも良機
を手にすれば面白い。

アウトから突き抜ける
テクニックは秀逸で、
穴党ファンを喜ばす。

選手生活17年でＳＧデ
ビュー果たす。今年は
春先に3節連続Ｖも。

デビュー15年目に念願
の初ＳＧ戦とじっくり
磨いてきた技を披露。

当大会は今村豊氏と並
び最多Ｖ3。ＳＧＶあ
る水面で記録更新へ。

20年ＧＰシリーズ以来
の大舞台で、まずは初
1着を目指して奮闘。

スピードを意のままに
操るボート界最速の男
が優勝狙い突っ走る。

東都のエースは98年福
岡大会でＳＧ初Ｖ。昨
年ＳＧＶと豪腕健在。

今年は19年以来のＶ4
に、優勝は逃したが3
月下関周年で1枠優出。

初のグランプリ出場も
視野に入り一走一走気
の抜けない戦い続く。

当地はデビュー初Ｖの
水面で、3月の68周年
を全3連対の王道Ｖ。

東都のニューウェーブ
がＳＧに初出場。レー
スセンスは若手屈指。

ＧⅠＶ6は同世代で断
トツ。トレーニングに
力入れＳＧ制覇狙う。

今年は大村クラシック
を含めコンスタントに
優出と堅実戦を展開。

高いレベルのモーター
出しと沈着冷静なコー
ナーワークで上位に。

自身2度のＳＧ制覇は
ダービーと、思い出の
大会に9年ぶり出場。

ダービーはＶ2。パワ
ー負けなければ水面を
縦横無尽に駆け回る。

宮島オールスターで優
出と、久々のＳＧタイ
トルも掴める状態に。

7月戸田ＧⅡ優勝とリ
ズム上々。1年半ぶり
のＳＧで気合入る。

宮島オールスターでは
優出逃したが、準優2
枠と全国にアピール。

Ｆ艇に惑わされず大外
からコンマ05のスター
ト決めてＳＧ初優勝。

ＧⅠ、ＧⅡで優勝歴が
あり。初のＳＧでも力
まず冷静に立ち回る。

近況は勝率大幅ＵＰと
充実一途。ターンスピ
ードはここでも通用。

昨年Ｆ2で調子崩すも
的確なコーナー戦は変
わらず巻き返し十分。

尼崎オーシャンＣでは
代名詞の3カド捲りを
炸裂させ波乱を演出。

3コースからの捲り差
しで制した06年福岡ダ
ービーがＳＧ初制覇。

唐津グラチャンの優出
以降は一般戦で連続Ｖ
と上昇ムードが漂う。

ＳＧ・ＧⅠで大崩れな
く着をまとめてグラン
プリ出場圏につける。
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勝率7.63 勝率7.29

勝率7.54 勝率7.23

勝率7.44 勝率7.20

勝率7.35

勝率7.61 勝率7.29

勝率7.52 勝率7.23

勝率7.44 勝率7.19

前年度優勝者 勝率7.35

勝率7.59 勝率7.28

勝率7.51 勝率7.23

勝率7.44 勝率7.19

グランプリ優出者 勝率7.34

勝率7.59 勝率7.27

勝率7.48 勝率7.20

勝率7.43 勝率7.19

グランプリ優出者 勝率7.32

勝率7.55 勝率7.26

勝率7.46 勝率7.20

勝率7.40 勝率7.18

ＳＧメモリアル優勝者 勝率7.29

勝率7.54 勝率7.24

勝率7.45 勝率7.20

勝率7.39 勝率7.17
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予備選手　①3743 林　　美憲（徳島）　②4311 岡村　　仁（大阪）　③4288 永田　啓二（福岡）　④4614 石倉　洋行（福岡）　⑤3557 太田　和美（大阪）　⑥4450 平高　奈菜（香川）　⑦4502 遠藤　エミ（滋賀）　⑧4174 赤坂　俊輔（長崎）　　選出除外選手　 3744 徳増　秀樹（静岡）／3897 白井　英治（山口）／4019 笠原　　亮（静岡）／4166 吉田　拡郎（岡山）／4320 峰　　竜太（佐賀）／4344 新田　雄史（三重）／4364 池永　　太（福岡）／4397 西村　拓也（大阪）／4427 秦　　英悟（大阪）／4500 山田　康二（佐賀）／4932 新開　　航（福岡）

出・場・選・手

● 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。

選出順位順・
ドリーム戦出
場予定選手を
除く

選出理由

登録番号 

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

最近6ヵ月
（2022年3月
1日〜2022年
8月31日）の
全国勝率

最近3年
（2019年9月
1日〜2022年
8月31日）の
常滑勝率

選手
データの

見方
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賞金総額

222万円!!

スタート揃う日は絶好のイン水面
　「風向きは向かい風
のイメージが強いんで
すが、防風ネットがあ
るのでよほど強風でな
ければ、そこまで影響
はありません。それよ

りもたまに追い風が吹く日があって、そうなると一気
に水面が荒れるし、スタートも早くなるので気をつけ
ないと…と思って走っています。海水場なので回転の
上がりは良くないので、スタートは内の方が決めづら
いですね。
　ただ、スタートさえ揃えば絶好のイン水面だと思い
ます。そんな時は乗りやすいし、ある程度握ってもグ
リップが効くので気持ちよく回れます。自分でもたま
にイン全速したりするぐらいですから」

4コースは差しよりも捲りが決まる
　「4コースは差しよりも捲りが決まるシーンが多い
ですね。回転の上がりが悪い分、スロー勢のスタート
が遅れがちになりやすいから、4カドからダッシュを
乗せた一撃が決まるんだと思います。
　あと、本番ピットは両側が他のボート場よりも長い
ので、ピットアウトが結構難しいという声は聞きま
す。ピットから小回り防止ブイまでの距離は短いけ
ど、回転を回
す選手は“飛
ぶ"時がある
のでコース取
りも気が抜け
ません」

2022年獲得賞金ベスト50（2022年1月1日〜9月18日・徳山ＧⅠ終了日。 はダービー出場選手）

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
① 4205 山口　　剛 81,937,457円
② 3779 原田　幸哉 77,231,000円
③ 3897 白井　英治 74,112,457円
④ 4262 馬場　貴也 72,426,000円
⑤ 4459 片岡　雅裕 72,000,485円
⑥ 4238 毒島　　誠 71,974,000円
⑦ 3941 池田　浩二 70,057,000円
⑧ 3960 菊地　孝平 66,894,706円
⑨ 4502 遠藤　エミ 66,833,000円
⑩ 4787 椎名　　豊 63,808,133円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
⑪ 4444 桐生　順平 60,246,133円
⑫ 4168 石野　貴之 58,477,000円
⑬ 4686 丸野　一樹 55,622,000円
⑭ 4013 中島　孝平 52,879,000円
⑮ 4586 磯部　　誠 51,881,000円
⑯ 4719 上條　暢嵩 48,744,000円
⑰ 3783 瓜生　正義 48,416,000円
⑱ 4337 平本　真之 47,838,000円
⑲ 3737 上平　真二 47,710,000円
⑳ 4024 井口　佳典 46,636,500円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4831 羽野　直也 46,526,833円
� 4344 新田　雄史 46,008,000円
� 4851 関　　浩哉 45,612,000円
� 4362 土屋　智則 45,491,399円
� 4524 深谷　知博 45,433,266円
� 3557 太田　和美 44,042,500円
� 4504 前田　将太 44,028,000円
� 3942 寺田　　祥 43,669,000円
� 4477 篠崎　仁志 43,017,000円
� 3415 松井　　繁 42,989,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 3573 前本　泰和 42,517,000円
� 3719 辻　　栄蔵 42,415,500円
� 4350 篠崎　元志 42,197,000円
� 3946 赤岩　善生 41,884,485円
� 4074 柳沢　　一 41,339,000円
� 4418 茅原　悠紀 41,210,266円
� 4494 河合　佑樹 40,757,266円
� 4290 稲田　浩二 39,573,066円
� 4445 宮地　元輝 39,084,000円
� 4682 大上　卓人 38,776,166円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4297 山田　哲也 38,624,069円
� 4398 船岡洋一郎 38,620,457円
� 4075 中野　次郎 38,321,133円
� 4061 萩原　秀人 38,084,000円
� 3744 徳増　秀樹 37,685,206円
� 4095 福来　　剛 37,353,602円
� 3780 魚谷　智之 37,138,000円
� 4450 平高　奈菜 37,086,000円
� 4932 新開　　航 36,340,000円
� 4503 上野真之介 34,485,000円

SG 
ボート	
レース	
ダービー
歴代	
優勝者

回 開催場 優勝者
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
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

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
第11回 平和島 北原　友次
第12回 住之江 長瀬　忠義

回 開催場 優勝者
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
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

回 開催場 優勝者
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
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

回 開催場 優勝者
第49回 平和島 原田　幸哉
第50回 戸　田 山崎　智也
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 児　島 毒島　　誠
第67回 大　村 深谷　知博
第68回 平和島 平本　真之

第69回大会	 常滑 	優勝戦
2022年10月30日㊐

第12レース

地元フレッシュルーキー 前田滉　　		が語る
ダービーの舞台・ 水面

賞 品

プレミアムキャンペーン

問
　
題

山分け賞金

50万円!       ［問1］優勝者予想
優勝する選手を予想し名前をフル
ネームでお答えください。
回答締切  10月25日㊋（初日）23：00まで

山分け賞金

50万円!
      ［問2］優勝戦メンバー予想

優勝戦出場選手の6名を予想し名前
をフルネームでお答えください。
回答締切  10月28日㊎（4日目）23：00まで

山分け賞金

122万円
      ［問3］売上総額予想

節間の売上総額（下6ケタは0）を予想
しお答えください。
回答締切  10月29日㊏（5日目）23：00まで

ＭＣ

土屋幸宏 池上裕次 加藤峻二今村　豊
解説

ダービーの見どころ＆狙いどころ
　白鳥　幹太 ●『中京スポーツ』

■8 出足◎	伸び◎	回り足○
　初下ろしからパワーは桁違いで2
月の東海地区選で磯部誠がＶ。その
後もエース機として君臨しており、
通算11優出（2Ｖ）は最多。大舞台で

〝有終の美〟に期待したい。

■� 出足◎	伸び◎	回り足○
　6月のＧⅠ69周年で上田龍星がコ
ース不問の活躍で優出3着と大健闘。
スリット近辺の足を中心に強力で、
センター、アウト発進でも一撃を見
舞えるだけの快パワー。

■9 出足◎	伸び◎	回り足◎
　初夏に入ってから急上昇の快速
機。9月の一般戦では今大会にも参
戦する関浩哉が伸びを中心に仕上げ
て2コースから差し切りＶ。引いた
選手はニンマリの好素性機だ。

気合入る愛知勢＆ 
ＳＧデビュー組

　今年で69回目となるボ
ートレースダービーは、
年間8つあるＳＧの中で

も最も歴史がある大会だ。出場選手は選考期
間内の勝率上位者で決定し、年間を通して高
いレベルで走り続けた強豪が集結する。引退
した今村豊さんが、「ダービーは本当に実力
のある選手しか出られないＳＧ」と話してい
るのを聞いたこともある。
　初日第12レースのドリーム戦には、勝率上
位5人と施行者推薦枠で地元の磯部誠（愛知）
が選出されている。勝率1位で1号艇に構え
る毒島誠（群馬）は3年前の覇者。近況は桐
生ＧⅠを制するなど好調だ。
　舞台がとこなめとあれば、純地元の池田浩
二（愛知）、平本真之（愛知）、磯部らが、今
年一番の勝負どころと位置付けて気迫の攻勢
を仕掛けてくるはずだ。
また、ドリーム戦から登
場する女子レーサー・田
口節子（岡山）の奮闘にも期待は高まる。
　歴代覇者が多数参戦する。瓜生正義（福
岡）は57、60、63回と3回制覇。守田俊介

（滋賀）、丸岡正典（大阪）も2回制している。
また、当地巧者の観点でみれば、3月のＧⅠ
68周年を制した土屋智則（群馬）、6月の69周

年覇者・山口剛（広島）
の両者に注目だ。
　今大会でＳＧデビュー
となるのが、宮之原輝紀（東京）、柳生泰二

（山口）、本多宏和（愛知）。今大会最年少となる
宮之原がどこまで大暴れできるかが見ものだ。

狙えるモーターは 
上昇9、堅調�

　モーターは昨年12月から使用しており、相
場はほぼ固まっている。初下ろしからエース
機として大活躍した8が2連率50％でトッ
プだが、秋口に入りペラ交換などもあり、好
調時の勢いにやや陰りも見られる。重視した
いのは9、�だ。9は夏場に入って乗
り手不問で連続優出している上昇機。�は
ＧⅠ69周年で上田龍星がトップ級に仕上げ、
その後も堅調だ。他では、6、�、�
も素性は秀逸。
　とこなめは比
較的広大な海水
の水面で、直近
1年間の1コース
の勝率は56.7％。
全国平均の55.2％
を上回っており、
イン主体の流れ
になることが多
いだろう。

毒島、瓜生など歴代覇者が多数参戦。
モーターは使用10ヵ月目で相場安定！

この3モーターダントツ! 【参加方法】  
特設サイトの申込フォー
ムよりエントリーの上、
ご参加ください。

【応募締切】  
2022年10月30日㊐・ダービー最終日 
第12レース・優勝戦終了まで

【当選発表】  
厳正な抽選の上、賞品の発送をもって発
表にかえさせていただきます。

【注意事項】
賞品は、テレボートにご登録の住所へ送
付させていただきます。郵送物の受け取
りを拒否でご登録されている方は、抽選
対象外となりますのでご注意ください。

電話・インターネット投票会員の方で、「ＳＧ第69回ボートレースダービー」の
舟券を節間10,000円以上購入された方の中から抽選で賞品をプレゼント！
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名様
SONY		
4Ｋ液晶テレビ

SHARP		
加湿空気清浄機
提供：日本トーター株式会社

盛田		
子乃日松		
超特選	
大吟醸1.8ℓ
提供：盛田株式会社

JCB	
ギフトカード1万円分
提供：株式会社JPF

サッポロ	
黒ラベル	
350㎖缶	1ケース
提供：サッポロビール株式会社

かねふく		
からし明太子450g
提供： 株式会社かねふく 

（めんたいパークとこなめ）

ココテラス		
たまごのお菓子	
ギフトセット
提供：株式会社デイリーファーム（ココテラス）

フランス菓子	
「カヌレ・ド・ボルドー」5個入り
提供：株式会社Gattevil le（ビフテカ）

まるは食堂		
エビフライ＆キスフライ	
詰め合わせセット
提供：株式会社まるは

エプロント		
ポケミニボトル
提供：名鉄エリアパートナーズ株式会社

ホテルルートイン常滑駅前		
宿泊優待券
提供：ルートインジャパン株式会社

VJAギフトカード	
5万円分
提供：株式会社ヤマト

三菱電機		
炊飯器「炭炊釜」

DAIKIN		
ストリーマ	
空気清浄機
提供：日本空調システム株式会社

四代山田常山作		
朱泥ティーポット
提供：合資会社誠進社

ボートレース公式
チャンネル

開催期間中毎日公開!

応募方法など、詳し
くはキャンペーンサ
イトをご覧ください。

豪華出演者が生配信!

賞金山分けキャンペーン レース展望クイズ
ＳＧ第69回ボートレースダービーに関する問題を予想してください。

キャンペーンサイトで必要事項を入力し、期間中、ボートレースとこな
めのツイートに「#SGとこなめ222」をつけて引用リツイートすると、
抽選で222名様にオリジナルクオカード（500円分）プレゼント！

Twitter#タグキャンペーン 期　間
2022年10月3日月～30日日

売上総額下6桁は切り捨て
いたします。
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最近6ヵ月 	進入コース別成績（2022年3月1日〜8月30日／1,248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 59.3% 15.7% 9.3% 0.15 703回 - - - 37回 0回

2コース 11.1% 25.7% 19.3% 0.16 - 28回 - 94回 11回 6回

3コース 10.7% 20.3% 19.6% 0.16 - 37回 64回 22回 9回 2回

4コース 10.2% 16.9% 19.6% 0.17 - 67回 25回 23回 10回 1回

5コース 6.6% 14.5% 18.4% 0.17 - 26回 43回 1回 9回 4回

6コース 2.1% 6.9% 13.8% 0.18 - 11回 10回 2回 2回 1回

モーター2連率ベスト9
（2021年12月・使用開始〜2022年8月30日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

① 8 50.7％ 6.55 � ❷
② � 44.4％ 6.20 3 0
② 6 44.4％ 5.82 5 0
④ 9 43.7％ 5.90 4 ❶
⑤ � 43.4％ 6.31 4 ❶
⑥ � 42.8％ 5.75 4 ❷
⑦ � 42.0％ 5.80 6 ❸
⑦ � 42.0％ 5.65 8 ❷
⑨ � 41.9％ 5.98 7 0
⑨ � 41.9％ 5.87 7 ❷

●常滑はチルト3度まで使用できます。


