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電話投票
レース場コード

1 4 ＃

イベント＆
ファンサービス

●�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。

●�イベント参加人数を制限させていただきます。入場開始時間や整理券の配布
方法等の詳細につきましては、決定次第ウェブサイト等にてお知らせします。

11/27㊐

芋生　悠
 トークショー 

時間 ���第9レース発売中�
（14：10頃〜）

場所 �ウズホール
入場 �先着100名様

11/22㊋
オープニングセレモニー
選手紹介＆ドリーム戦出場選手インタビュー
時間 �9：20頃〜　 場所 �ウズホール
入場 �整理券をお持ちの100名様

11/27㊐
優勝戦出場選手インタビュー
ＧⅡレディースチャレンジカップ・
ＳＧチャレンジカップ
時間 �11：45頃〜・12：45頃〜　 場所 �ウズホール
入場 �整理券をお持ちの各100名様

表彰セレモニー
ＧⅡレディースチャレンジカップ・
ＳＧチャレンジカップ
時間 �第12レース終了後　 場所 �ウズホール
入場 �整理券をお持ちの100名様

11/27㊐ 
マフラータオルが
当たるスクラッチ
カード配布！
先着1,000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、またはキ
ャッシュレスカード確定前
投票明細（1,000円以上）
を一緒にお持ちいただいた
方に、ＳＧチャレンジカッ
プオリジナルマフラータオ
ルをプレゼント!!
引換
時間 ���第1レース発売開始

（10：25頃）〜第10レース
発売締切（14：59頃）

場所 �なるちゃんホール

ボートレースなると公式チャンネル 生配信
配信時間  10：00頃〜17：00頃

節間のボートレースなるとYouTube公式チャンネル新規登録者数が3,000名を超えたら、専
用フォームからご応募いただいた方の中から抽選で20名様に、3,000名未満でも10名様に「特
産品セット」をプレゼント！� ●詳細はボートレースなるとYouTube公式チャンネルの概要欄にてご確認ください。

公式チャンネル

登録キャンペーン

●詳細はボートレース鳴門公式ウェブサイトにてご確認ください。

11/22㊋ 11/23㊌ 11/24㊍

11/25㊎ 11/27㊐11/26㊏

パーソナリティ

益田あゆみ
パーソナリティ

益田あゆみ
パーソナリティ

益田あゆみ

パーソナリティ

益田あゆみ
パーソナリティ

永島　知洋
パーソナリティ

永島　知洋

ゲスト

島田　玲奈
ゲスト

日野　麻衣
ゲスト

渡辺　将司
ゲスト

渡辺　将司

ゲスト

吉野七宝実

ゲスト

松村　香織

ゲスト

野添　貴裕
ゲスト

野添　貴裕

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。

協賛各社

ＳＧ第25回チャレンジカップ／ＧⅡ第9回レディースチャレンジカップ　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、11/22㊋（初日）〜
11/27㊐（優勝戦日）の鳴門本場への入場は、先着2,000名の
入場制限を実施します。
最新の情報、詳細につきましてはボートレース鳴門公式ウェ
ブサイトをご確認ください。

第1レース・スタート展示　10：20　 モーニング開催ではありません 　　開門予定　初日　9：00　2日目以降　9：30
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

11
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

電話投票
レース場コード 1 4 ＃
●電話投票は朝7時から発売します。

特設サイトＣＳ中継

全日程 
JLC
680



全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

全 国
鳴 門

32 ＳＧ第25回チャレンジカップ／ＧⅡ第9回レディースチャレンジカップ
オフィシャルパンフレット

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
① 4502 遠藤　エミ 72,438,200円
② 4450 平高　奈菜 42,438,000円
③ 4482 守屋　美穂 36,624,000円
④ 4050 田口　節子 34,848,266円
⑤ 3900 香川　素子 32,924,000円
⑥ 4387 平山　智加 31,597,533円
⑦ 4804 高田ひかる 30,341,500円
⑧ 3435 寺田　千恵 28,747,000円
⑨ 4190 長嶋　万記 28,513,333円
⑩ 4823 中村　桃佳 28,513,000円
⑪ 4123 細川　裕子 28,014,000円
⑫ 4011 堀之内紀代子 25,621,500円
⑬ 4289 落合　直子 25,465,000円
⑭ 3188 日高　逸子 24,622,500円
⑮ 4590 渡邉　優美 24,460,000円
⑯ 4885 大山　千広 24,397,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
⑰ 3618 海野ゆかり 23,690,333円
⑱ 4065 金田　幸子 23,197,600円
⑲ 4456 鎌倉　　涼 23,057,000円
⑳ 4208 三浦　永理 22,777,000円
� 4627 藤原　菜希 22,657,933円
� 4546 浜田亜理沙 22,614,933円
� 4183 宇野　弥生 22,464,066円
� 3579 中里　優子 21,781,733円
� 4286 平田さやか 21,637,066円
� 4399 松本　晶恵 21,272,000円
� 4738 清埜　翔子 20,379,000円
� 4825 倉持　莉々 20,122,000円
� 3611 岩崎　芳美 19,169,000円
� 3334 角　ひとみ 18,889,000円
� 4372 原田　佑実 18,800,733円
� 3999 大瀧明日香 18,376,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4900 中田　夕貴 18,338,199円
� 4998 中村かなえ 18,239,000円
� 3232 山川美由紀 18,052,000円
� 4433 川野　芽唯 18,036,000円
� 4963 實森　美祐 17,545,000円
� 4240 今井　裕梨 17,297,000円
� 4884 勝浦　真帆 16,779,257円
� 4447 深川麻奈美 16,728,066円
� 4464 山下　友貴 16,708,000円
� 4519 清水　沙樹 16,624,000円
� 4746 大豆生田蒼 16,599,000円
� 4845 前田　紗希 16,573,833円
� 4642 松尾　夏海 16,469,000円
� 5088 高憧　四季 16,404,000円
� 3175 渡辺　千草 16,347,000円
� 4478 櫻本あゆみ 16,075,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4499 滝川真由子 16,013,000円
� 4017 向井　美鈴 15,978,319円
� 4964 土屋　　南 15,682,000円
� 4961 西橋　奈未 15,592,000円
� 4938 小芦るり華 15,367,000円
� 3302 谷川　里江 15,224,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4758 富樫　麗加 15,121,000円
� 3801 五反田　忍 15,065,600円
� 4443 津田　裕絵 14,982,200円
� 4347 魚谷　香織 14,972,600円
� 3674 岸　　恵子 14,763,000円
� 4773 中川　りな 14,685,000円

11月22日㊋（初日）11月22日㊋（初日）

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
① 4262 馬場　貴也 123,239,000円
② 4205 山口　　剛 103,999,457円
③ 3779 原田　幸哉 86,706,000円
④ 3960 菊地　孝平 86,000,000円
⑤ 3897 白井　英治 78,808,457円
⑥ 3941 池田　浩二 78,450,000円
⑦ 4459 片岡　雅裕 77,757,485円
⑧ 4238 毒島　　誠 75,858,000円
⑨ 4444 桐生　順平 73,108,133円
⑩ 4502 遠藤　エミ 72,438,200円
⑪ 4787 椎名　　豊 72,199,133円
⑫ 4168 石野　貴之 66,102,000円
⑬ 4831 羽野　直也 63,655,833円
⑭ 3783 瓜生　正義 60,999,000円
⑮ 3737 上平　真二 59,896,000円
⑯ 4719 上條　暢嵩 58,393,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
⑰ 4586 磯部　　誠 58,253,000円
⑱ 4013 中島　孝平 57,827,000円
⑲ 4686 丸野　一樹 56,952,000円
⑳ 4851 関　　浩哉 56,871,000円
� 4290 稲田　浩二 56,836,066円
� 4024 井口　佳典 56,027,500円
� 4504 前田　将太 51,661,200円
� 4477 篠崎　仁志 50,823,000円
� 4524 深谷　知博 50,145,000円
� 4337 平本　真之 49,970,000円
� 3942 寺田　　祥 49,178,000円
� 4418 茅原　悠紀 48,994,266円
� 4028 田村　隆信 48,886,177円
� 3557 太田　和美 48,817,500円
� 4350 篠崎　元志 48,628,000円
� 4344 新田　雄史 48,333,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 3573 前本　泰和 47,914,666円
� 3946 赤岩　善生 47,859,485円
� 4391 松田　祐季 47,783,333円
� 3623 深川　真二 47,732,319円
� 3719 辻　　栄蔵 47,655,500円
� 3415 松井　　繁 47,421,000円
� 4074 柳沢　　一 47,384,000円
� 4494 河合　佑樹 47,384,000円
� 4362 土屋　智則 46,881,399円
� 4682 大上　卓人 44,652,500円
� 4075 中野　次郎 44,000,799円
� 4061 萩原　秀人 43,863,000円
� 4932 新開　　航 43,467,000円
� 4398 船岡洋一郎 43,416,457円
� 4643 近江　翔吾 42,479,000円
� 4450 平高　奈菜 42,438,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 4095 福来　　剛 41,740,202円
� 4760 山崎　　郡 41,540,111円
� 4445 宮地　元輝 41,491,000円
� 4503 上野真之介 41,448,000円
� 4297 山田　哲也 41,099,069円
� 4296 岡崎　恭裕 40,475,066円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額
� 3780 魚谷　智之 39,741,000円
� 3744 徳増　秀樹 39,526,500円
� 3590 濱野谷憲吾 39,439,266円
� 3854 吉川　元浩 39,040,000円
� 4311 岡村　　仁 38,934,000円
� 4685 島村　隆幸 38,376,666円

ＳＧ
第25回

チャレンジ
カップ

選手賞金
（単位：千円）

ＧⅡ
第9回レディース
チャレンジカップ

選手賞金

着順
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 33,000 12,000 8,500 7,000 6,500 6,000 
特別選抜Ａ戦 3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 850 
特別選抜Ｂ戦 2,100 1,500 1,100 800 700 600 
なるちゃん選抜 550 410 300 255 220 195 
準 優 勝 戦 550 410 300 255 220 195 
ド リ ー ム 戦 550 410 300 255 220 195 
予選・一般戦 210 170 130 110 100 90 
●�優勝戦1着賞金には、日本財団会長賞の副賞金500万円を含む。

着順
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 4,500 2,400 1,600 1,200 1,000 850 
特 別 選 抜 戦 680 470 370 310 280 250 
ド リ ー ム 戦 250 176 116 78 58 44 
予選・一般戦 125 88 58 39 29 22 

（単位：千円）

 女子  2022年獲得賞金ベスト60（2022年1月1日〜10月31日。� はＧⅡレディースチャレンジカップ出場選手）2022年獲得賞金ベスト60（2022年1月1日〜10月31日。� はＳＧチャレンジカップ出場選手）

｜ド｜リ｜ー｜ム｜戦｜｜ド｜リ｜ー｜ム｜戦｜

　今年は滋賀支部の活躍度が凄い。遠藤エミ
の女子ＳＧ初制覇、香川素子のレディースＣ
優勝、そして支部長の馬場が「ダービー王」
となった。この優勝でトライアル2nd1枠は
当確、賞金1位でグランプリ出場を狙う。

　今年は宮島オールスターでＳＧ初優出。そ
の後も9月尼崎周年、10月平和島周年で2節
連続予選突破と、男子トップクラスを相手に
しっかり結果を出してきた。記念級のスピー
ド旋回で、主役の座を譲らない。

　賞金トップに立った時は「不思議な感じ」
と話したが、トライアル2nd1枠が現実味を
帯びてくるにつれ本気度が増してきた。10月
ダービーで優出2着に食い込み、賞金1億円
突破。ＴＲ2nd1枠死守へ全力投球だ。

　2月桐生レディースＡＳを制して好スター
トを切ったが、前期はＧⅠ転戦が響いてＡ1
級勝率確保に苦労した。今年2度目のＧⅡ優
勝、そしてクイーンズＣトライアルに1つで
も良い枠で出るため、全力で挑む。

　今年は宮島オールスターで優勝し、早々に
地元グランプリ出場を決めた。10月大村で優
勝も、賞金ではダービー出場組に差をつけら
れた形に。トライアル2nd1枠獲得へ、何と
しても優勝賞金3300万円が欲しい。

　10月児島周年は得点率上位も予選最終日
にＦに散った。しかし続く常滑ダービーでド
リーム戦発進から予選突破を果たし、賞金上
積みと軌道修正に成功した。クイーンズＣ連
覇へ向け、攻撃の手を緩めない。

　グランプリ常連の底力を感じさせる。ＧⅠ
優勝戦Ｆのペナルティーで、4月蒲郡周年を
最後にＧⅠ・ＧⅡに出場していない。それで
も唐津グラチャン含む年間Ｖ6で賞金6位。
トライアル2nd発進へ、最後の勝負だ。

　8月丸亀レディースＣでＧⅠ初優勝を飾っ
た。展開の隙や、相手の嫌がるポイントを的
確に突いてくる策士だ。10月に地元びわこ女
子戦でＦ。Ｆ休みを控えているが、頭脳戦で
勝ち抜く香川なら問題はない。

　7月尼崎オーシャンＣで2度目のＳＧ優
出、続く浜名湖メモリアルでは大外から最内
を差し、念願のＳＧタイトルを手にした。枠
番、コースに関係なく展開を突いて差し抜け
るので、ＳＧでは高配当を出すことも多い。

　梅雨の頃は「調子が悪い。エンジンも全然
出せない」と苦しんでいたが、8月の地元レ
ディースＣで準Ｖ、9月児島一般戦で優勝と
立て直してきた。最近は1着数が増えてきて
おり、2連勝、3連勝も増えている。

　今年はＧⅠで7優出して優勝1回、2着3
回、3着〜5着が各1回。ＳＧ優出は尼崎オ
ーシャンＣのみだが、ＧⅠ戦線で獲得賞金を
上積みした。頂上決戦を前に、17年のグラン
プリ以来5年ぶりのＳＧ優勝となるか。

　菅章哉、藤山翔大ら強伸びブームもピーク
を過ぎたが、高田だけは別だ。10月平和島周
年では磯部誠、深谷知博らＳＧレーサーを大
外から捲りで沈め1着。続く丸亀女子戦でも
捲りで節間3勝を挙げて優勝した。

　当地では目立った活躍はなか
ったが、20年の一般戦で当地初制覇。今年5
月の69周年でも優出と克服した様子。

　準地元水面の当地は、6連勝
で優出したこともあるが優勝は1回だけ。最
近は特別戦の出走が続き、大敗が目立つ。

　当地初優勝は3コース捲り差
しと、うねりにも負けず攻めの姿勢を貫く。
ＧⅠ優出はないが20年オーシャンＣで優出。

　前回ＢＢＣＴは未勝利も、そ
の前の混合戦は優出1枠でＶ。準優、優勝は
0台スタートでスタート勘もバッチリ。

　当地のＳＧ・ＧⅠでは、準優
までは行くが優出はない。一般戦はＶ2で、
いずれも圧倒的な強さで勝っている。

　当地は9優出Ｖ4と特別良く
も悪くもない。瀬戸内の干満差にも慣れてい
る。低調機さえ引かなければ…。

　当地はＳＧ優出1回、ＧⅠ優
勝2回と文句なし。昨年の68周年はインから
コンマ01のドッキリスタートで優勝だ。

　当地は女子戦で3回優勝して
いる。初のＧⅠドリーム戦に選出されたのも
当地レディースＣだ。自信を持って挑む。

　今年4回目の当地出走と走り
慣れている。5月69周年は予選落ちしたが、
2月の地区選では準Ｖと実績も問題なし。

　地元丸亀と同じ四国地区で走
る機会も多いが、意外なことに優勝はない。
地区選も予選突破はするが優出が壁に。

　64周年で優勝歴がある。準
優、優勝戦ともインからトップスタートを決
めて圧勝した。前回戦も全3連対で優勝だ。

　前回7月戦は5コース捲りで
優勝した。「コース不問の自在水面・鳴門」
は、高田の走りに合っている。

�7.83
�7.93

�6.74
�6.42

�7.76
�7.19

�6.38
�6.45

�7.35
�5.63

�7.07
�7.13

�8.37
�8.24

�6.61
�6.16

�6.95
�6.30

�6.62
�3.83

�7.72
�8.56

�6.63
�8.00

4262	 ばば��よしや

馬場	 貴也
4450	 ひらたか��なな

平高	 奈菜
4205	 やまぐち��つよし

山口	 剛
4482	 もりや��みほ

守屋	 美穂
3779	 はらだ��ゆきや

原田	 幸哉
4050	 たぐち��せつこ

田口	 節子

3941	 いけだ��こうじ

池田	 浩二
3900	 かがわ��もとこ

香川	 素子
4459	 かたおか��まさひろ

片岡	 雅裕
4387	 ひらやま��ちか

平山	 智加
4444	 きりゅう��じゅんぺい

桐生	 順平
4804	 たかだ��ひかる

高田	ひかる

Ａ1・滋賀・38歳 Ａ1・香川・35歳Ａ1・広島・40歳 Ａ1・岡山・33歳Ａ1・長崎・47歳 Ａ1・岡山・41歳

Ａ1・愛知・44歳 Ａ2・滋賀・45歳Ａ1・香川・36歳 Ａ1・香川・37歳Ａ1・埼玉・36歳 Ａ1・三重・28歳

123,239,000円 42,438,000円103,999,457円 36,624,000円86,706,000円 34,848,266円

78,450,000円 32,924,000円77,757,485円 31,597,533円73,108,133円 30,341,500円

鳴門実績 鳴門実績鳴門実績 鳴門実績鳴門実績 鳴門実績

鳴門実績 鳴門実績鳴門実績 鳴門実績鳴門実績 鳴門実績

第12レース 第11レース

1号艇 1号艇3号艇 3号艇2号艇 2号艇

5号艇 5号艇4号艇 4号艇6号艇 6号艇
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�7.12� 7.53

�7.13� 5.81

�7.84� 6.65

�6.94� 7.26

�6.75� 8.42

�7.41� 6.81

�7.37� 7.05

�7.60� 6.82

�7.32� 7.24

�7.02� 7.18

�7.72� 7.63

�7.50� 7.44

�7.09� 7.45

�7.46� 7.67

�7.98� 7.00

�7.42� 7.07

�7.45� 9.14

�7.11� 7.29

�7.56� 5.50

�7.39� 7.04

�7.91� 6.60

�7.14� 7.74

�7.21� 8.56

�7.46� 7.25

�6.97� 6.23

�7.12� 7.30

�7.82� 3.50

�7.01� 5.78

4504	 まえだ��しょうた

前田	 将太

3573	 まえもと��やすかず

前本	 泰和

4168	 いしの��たかゆき

石野	 貴之

3942	 てらだ��しよう

寺田	 祥

4686	 まるの��かずき

丸野	 一樹

3719	 つじ��えいぞう

辻	 栄蔵

4477	 しのざき��ひとし

篠崎	 仁志

3946	 あかいわ��よしお

赤岩	 善生

4831	 はの��なおや

羽野	 直也

4028	 たむら��たかのぶ

田村	 隆信

4851	 せき��ひろや

関	 浩哉

3415	 まつい��しげる

松井	 繁

4502	 えんどう��えみ

遠藤	 エミ

4524	 ふかや��ともひろ

深谷	 知博

4586	 いそべ��まこと

磯部	 誠

4391	 まつだ��ゆうき

松田	 祐季

3783	 うりゅう��まさよし

瓜生	 正義

3557	 おおた��かずみ

太田	 和美

4290	 いなだ��こうじ

稲田	 浩二

4074	 やなぎさわ��はじめ

柳沢	 一

4787	 しいな��ゆたか

椎名	 豊

4337	 ひらもと��まさゆき

平本	 真之

4013	 なかじま��こうへい

中島	 孝平

3623	 ふかがわ��しんじ

深川	 真二

4719	かみじょう��のぶたか

上條	 暢嵩

4350	 しのざき��もとし

篠崎	 元志

4024	 いぐち��よしのり

井口	 佳典

4494	 かわい��ゆうき

河合	 佑樹

年間Ｖ8とキャリアハ
イのＶ回数を更新中。

ボート界トップ級の調
整力で機力引き出す。

当地ＳＧでは2連覇の
輝かしい実績を残す。

69周年ではモーターを
節イチに仕上げ準Ｖ。

当地はＧⅠ2連覇中と
水面攻略に自信あり。

昨年大会は道中逆転Ｖ
で16年ぶりＳＧ制覇。

9月にＧⅠ2優出と年
末へ向け調子上げる。

初日から機力の一変が
あり直前気配に注目。

平和島周年を制しＧＰ
初出場に大きく前進。

常滑ダービー優出で地
元ＳＧ出場を決めた。

ターン力もあるがスタ
ート後の攻めも果敢。

ＧⅠＶ4の実績水面で
ＧＰ出場へ勝負駆け。

女子初のＳＧ覇者が狙
うはＴＲ2nd発進。

勝負所ではスピード満
点の捲り差しが炸裂。

自身初のＳＧ優出で念
願のＧＰ出場決める。

9月当地から優出続き
で10月児島周年優勝。

ＧＰ連覇へ優勝で獲得
賞金ランク上げたい。

コース不問のコーナー
技術で上位着を奪う。

9月に地元の尼崎ＧⅠ
タイトル獲得と上昇。

トップスタートの多い
イン戦は信頼度高い。

登録番号の最も大きい
ＳＧ覇者は調整巧者。

ＳＧは7年連続優出中
と大レースで存在感。

当地は57周年覇者で前
回戦もＶと相性良好。

10月びわこでは7年ぶ
りのＧⅠ優勝を飾る。

自身初となるＧＰ出場
へラストスパートだ。

ＳＧは2年連続優出中
と久々のＶも視野に。

今年はＧⅡを含む6優
勝と調子を取り戻す。

ＧⅠ覇者となり次のス
テージで活躍期する。

Ａ1・福岡・34歳

Ａ1・広島・50歳

Ａ1・大阪・40歳

Ａ1・山口・44歳

Ａ1・滋賀・31歳

Ａ1・広島・47歳

Ａ1・福岡・34歳

Ａ1・愛知・46歳

Ａ1・福岡・27歳

Ａ1・徳島・44歳

Ａ1・群馬・28歳

Ａ1・大阪・53歳

Ａ1・滋賀・34歳

Ａ1・静岡・34歳

Ａ1・愛知・32歳

Ａ1・福井・36歳

Ａ1・福岡・46歳

Ａ1・大阪・49歳

Ａ1・兵庫・37歳

Ａ1・愛知・41歳

Ａ1・群馬・34歳

Ａ1・愛知・38歳

Ａ1・福井・43歳

Ａ1・佐賀・48歳

Ａ1・大阪・28歳

Ａ1・福岡・36歳

Ａ1・三重・45歳

Ａ1・静岡・35歳

51,661,200円

47,914,666円

66,102,000円

49,178,000円

56,952,000円

47,655,500円

50,823,000円

47,859,485円

63,655,833円

48,886,177円

56,871,000円

47,421,000円

72,438,200円

50,145,000円

58,253,000円

47,783,333円

60,999,000円

48,817,500円

56,836,066円

47,384,000円

72,199,133円

49,970,000円

57,827,000円

47,732,319円

58,393,000円

48,628,000円

56,027,500円

47,384,000円

54 ＳＧ第25回チャレンジカップ／ＧⅡ第9回レディースチャレンジカップ
オフィシャルパンフレット

　年末大決戦の大村グランプリ出場へ最終関門
となるチャレンジカップ。グランプリ出場ベス
ト18への進出はもちろん、モーター面を含めて
アドバンテージのある2ndステージから出場
できる上位6人を目指す戦いもあって、強豪レ
ーサーが激しい火花を散らす戦いは見どころが
多い。
　注目度ナンバーワンは田村隆信（徳島）。10
月の常滑ダービーでは気迫前面の戦いを続けて

優出。賞金ジャン
プアップに成功し
て地元不在のＳＧ
を見事に回避し
た。狙いを定めて

いた地元の大一番で、「渦潮エース」が主役の
座を務める。
　ダービーを2コ
ースから鋭い差し
ハンドルで優勝の
馬場貴也（滋賀）
は、準優勝の山口
剛（広島）ととも
に賞金ロードを先
行。原田幸哉（長
崎）は宮島オール
スターを制してス
ピードを見せつけた。大村クラシックで女子初
のＳＧウイナーとなった遠藤エミ（滋賀）に、
6月の唐津グラチャンを制してＳＧ10冠の池田

浩二（愛知）はと
もに10月の鳴門一
般戦を走ってお
り、調整面で優位
に立てる。
　そして、冬場の鳴門水面はホーム追い風が多
い。その強弱が1マークの分かれ目となる。弱
めだと内有利だが、5ｍを超えて強めに吹くと
横流れ防止のためインはより慎重なハンドルワ
ークを要求され、センター強襲がヒットして波
乱となる。さらに、鳴門海峡へ強風が吹き込
み、荒れ水面では、アウト差しのチャンス到来
で高配当が発生する。舟券攻略はインを絶対視
せず、水面次第で臨機応変に立ち回ることをお
すすめしたい。

ホーム追い風が強い日は
差し、捲り差しが決まる !

　小鳴門海峡に面した海水面で、1マーク前方
から潮の出入りがあります。満潮時に向かう時
は、1マークから
2マークの方向へ
流れる「向い潮」
になるため、ホー
ム追い風が吹くと
1マークにうねり
が発生します。
　インの1着率は50％に満たず、全国平均より
低めです。この時期は北寄りのホーム追い風の
日が大半を占め、季節風が強く吹くと差し、捲
り差しが決まりやすくなります。

鳴門のエースは�!　
�、�、�は苦戦しそう

　現行モーターは4月に使用を開始し、約7ヵ
月が経過。10月26日からは温水パイプが装着さ
れています。
　エース機の座に君臨している�は8月に鈴
谷一平が自身初Ｖを決めると、9月には新開航
がハイパワーに仕上げて今年8回目の優勝を飾
りました。調整ゾーンの広さが特長で、2連率
は50％を大きく超えています。
　�はコンスタントに結果を出しており、出

足、行き足はエース機を凌ぐポテンシャルを持
っています。
　一時エース機候補に挙げられていた�は夏
場に苦戦も、涼しくなって復調ムード。10月に
菅章哉がチルトを0度と3度を使い分けて優勝
しており、再浮上のきっかけとなりました。
�、�も動きが活発で、好成績が期待でき
そうです。
　一方で、お盆戦で大掛かりな整備を施したも
のの結果を出していない�や、秋以降結果が
思わしくない�や�を引いた選手は苦戦が
予想されます。

「渦潮エース」田村が地元鳴門のＳＧタイトル獲得へ！
総展望�田代　一郎�●『スポーツ報知』

のコース＆モーター
稲井　　誠�●鳴門ＨＰ予想担当者

｜出｜場｜選｜手｜
［ドリーム出場選手除く・獲得賞金額順］

ＳＧチャレンジカップ　歴代優勝者
回 開催年 開催場 優勝者

第1回 1998年 平和島 江口　晃生
第2回 1999年 平和島 今垣光太郎
第3回 2000年 住之江 濱野谷憲吾
第4回 2001年 児　島 西島　義則
第5回 2002年 津 植木　通彦
第6回 2003年 びわこ 烏野　賢太
第7回 2004年 児　島 田村　隆信

回 開催年 開催場 優勝者

第8回 2005年 芦　屋 上瀧　和則
第9回 2006年 丸　亀 三嶌　誠司
第10回 2007年 浜名湖 湯川　浩司
第11回 2008年 浜名湖 坪井　康晴
第12回 2009年 常　滑 原田　幸哉
第13回 2010年 唐　津 今垣光太郎
第14回 2011年 大　村 田村　隆信

回 開催年 開催場 優勝者

第15回 2012年 児　島 平尾　崇典
第16回 2013年 津 森高　一真
第17回 2014年 下　関 太田　和美
第18回 2015年 芦　屋 笠原　　亮
第19回 2016年 大　村 石野　貴之
第20回 2017年 下　関 毒島　　誠
第21回 2018年 芦　屋 馬場　貴也

回 開催年 開催場 優勝者

第22回 2019年 桐　生 石野　貴之
第23回 2020年 蒲　郡 毒島　　誠
第24回 2021年 多摩川 辻　　栄蔵

◎予備選手　①4362�土屋　智則（群馬）　②4682�大上　卓人（広島）　③4061�萩原　秀人（福井）　④4932�新開　　航（福岡）　⑤4398�船岡洋一郎（広島）　� ●選出除外選手　3737�上平　真二（広島）／3897�白井　英治（山口）／3960�菊地　孝平（静岡）／4075�中野　次郎（東京）／4238�毒島　　誠（群馬）／4344�新田　雄史（三重）／4418�茅原　悠紀（岡山）

登録番号

選手名
全国 �最近6ヵ月（2022年5月1日〜10月31日）の全国勝率

鳴門 �最近3年（2019年11月1日〜2022年10月30日）の鳴門勝率級別・支部・年齢（初日現在）

2022年獲得賞金額（10月31日現在）

●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。

選手
データの
見方

第25回大会 鳴　門  
優勝戦

2022年11月27日㊐・第12レース

最近6ヵ月  進入コース別成績（2022年5月1日〜10月30日／1,056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 7.58 49.0% 18.0% 10.8% 0.15 497回 - - - 17回 2回
2コース 5.85 16.0% 25.5% 19.1% 0.16 - 39回 - 109回 20回 1回
3コース 5.42 13.5% 20.8% 20.5% 0.15 - 59回 51回 15回 16回 2回
4コース 4.91 11.1% 16.2% 18.5% 0.15 - 55回 35回 16回 8回 3回
5コース 4.50 8.4% 13.3% 16.1% 0.16 - 23回 49回 6回 8回 2回
6コース 3.34 2.2% 6.4% 15.6% 0.18 - 6回 6回 3回 4回 4回

モーター2連率ベスト9（2022年4月・使用開始〜10月30日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

① � 54.2％ 6.59 4 ❷
② � 48.3％ 6.28 3 ❶
③ � 44.3％ 6.09 3 ❶
④ � 43.3％ 5.94 4 ❶
⑤ � 42.6％ 5.71 0 0

順位 モーター
番号 2連率 勝率 優出 優勝

⑥ � 42.0％ 6.06 4 ❶
⑦ � 41.7％ 5.72 4 0
⑧ � 40.8％ 5.82 3 0
⑨ � 40.5％ 5.52 2 0
⑨ � 40.5％ 5.40 1 0
●鳴門はチルト3度まで使用できます。

開催期間中の潮汐表
開催日 潮 満潮 干潮

11月22日㊋ 大潮 17：47 11：47
23日㊌ 大潮 18：11 12：18
24日㊍ 大潮 18：35 12：47
25日㊎ 大潮 8：24 13：15
26日㊏ 中潮 9：10 13：42
27日㊐ 中潮 10：02 14：10

the DATA
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�6.34� 6.84

�7.23� 6.59

�6.41� 8.70

�7.13� 6.93

�6.59� 7.28

�7.08� 6.48

�6.65� 5.09

�6.85� 7.26

�6.58� 6.90

�6.24� 5.36

�6.04� 6.33

�6.74� 5.88

�6.81� 7.22

�6.23� 6.47

4590	 わたなべ��ゆみ

渡邉	 優美

4123	 ほそかわ��ゆうこ

細川	 裕子

4208	 みうら��えり

三浦	 永理

3435	 てらだ��ちえ

寺田	 千恵

3618	 うんの��ゆかり

海野	ゆかり

4011	 ほりのうち��きよこ

堀之内	紀代子

4546	 はまだ��ありさ

浜田	亜理沙

4190	 ながしま��まき

長嶋	 万記

4065	 かなだ��ゆきこ

金田	 幸子

4289	 おちあい��なおこ

落合	 直子

4183	 うの��やよい

宇野	 弥生

4823	 なかむら��ももか

中村	 桃佳

4456	 かまくら��りょう

鎌倉	 涼

3188	 ひだか��いつこ

日高	 逸子

昨年当地で準パーフェ
クトＶと水面好印象。

切れ抜群のハンドルさ
ばきでＶ引き寄せる。

3月宮島で約4年半ぶ
りＶと勝負勘を戻す。

10月宮島で今年初優勝
と年末へペースＵＰ。

モーター調整にレース
運びと安定感は抜群。

近況はチルト3度にも
挑戦し攻撃力を磨く。

6月多摩川Ｖで優勝戦
連敗を32でストップ。

尼崎周年では5コース
捲り差しで9万舟券。

当地では4コース捲り
でＧⅠ制した思い出。

自身初のクイーンズＣ
出場へ攻めあるのみ。

Ａ1級復帰ならずも大
敗減って勝率6点台。

今年は混合戦Ｖ2とス
ピードに磨きかかる。

優出した2015年以来の
クイーンズＣへ勝負。

当地前回はＦ3の復帰
戦でいきなりの優出。

Ａ1・福岡・30歳

Ａ1・愛知・40歳

Ａ2・静岡・39歳

Ａ1・岡山・53歳

Ａ1・広島・48歳

Ａ1・岡山・43歳

Ａ2・埼玉・34歳

Ａ1・静岡・41歳

Ａ2・岡山・42歳

Ａ1・大阪・38歳

Ａ2・愛知・36歳

Ａ1・香川・29歳

Ａ2・大阪・33歳

Ａ1・福岡・61歳

24,460,000円

28,014,000円

22,777,000円

28,747,000円

23,690,333円

25,621,500円

22,614,933円

28,513,333円

23,197,600円

25,465,000円

22,464,066円

28,513,000円

23,057,000円

24,622,500円

76 ＳＧ第25回チャレンジカップ／ＧⅡ第9回レディースチャレンジカップ
オフィシャルパンフレット

勝ち上がり方式 ₁₁月22日㊋
初　日

₁₁月2₃日㊌
2日目

₁₁月2₄日㊍
3日目

₁₁月2₅日㊎
4日目

₁₁月2₆日㊏
5日目

₁₁月2₇日㊐
最終日

SG第25回
チャレンジカップ
出場選手34名
準優勝戦制

4日間（32個レース）の予選を実施。 4日目までの得点率上位18名で
「準優勝戦」3個レースを実施。

準優勝戦
第10・11・12レース

各準優勝戦上位2名の合計6名で
「優勝戦」を実施。

優勝戦
第12レース

ＧⅡ第9回レディース
チャレンジカップ
出場選手20名

得点率制

5日間（21個レース）の予選を実施。 5日目までの得点率上位6名で
「優勝戦」を実施。

優勝戦
第11レース

第1・4・5・8・9Ｒ第1・5・9・11Ｒ 第1・5・9・11Ｒ

第2・3・6・7・10・11・12Ｒ第2・3・4・6・7・8・10・12Ｒ 第2・3・4・6・7・8・10・12Ｒ

　ＧⅡレディースＣＣを過去8大会中4回優勝し、
今年は女子初のＳＧ覇者となった遠藤エミはＳＧチ
ャレンジＣに出場。今大会のＶ争いは、例年以上に
混沌とした6日間になりそうだ。

　初日のドリームメンバーの内
枠で、Ｖ争いの主軸となる平高
奈菜（香川）と守屋美穂（岡
山）。ただ、不安要素がないわ

けではない。平高は、準地元である鳴門を走る回数
が多い割に、トータルで優出4回に優勝1回と肝心
の結果が残せていない。また守屋は、鳴門がデビュ
ー初Ｖを飾った相性も良い水面なのだが、今年は夏
場からの苦戦が影響し、あわや来期Ａ2級落ちの危
機に遭遇するなど、試練を味わっている。

　それでも、最近の男女混合ＧⅠで戦う機会が増え
た面を加味すると、実力的に前述の2人の優位は変
わらない。さらに、常滑ダービ
ー準優進出の田口節子（岡山）
が着実にリズムアップ！　クイ
ーンズＣ連覇に照準を絞り、初
日トライアル1枠獲得を狙ってくる。
　他のドリームメンバーに目を移すと、香川素子
（滋賀）と平山智加（香川）は、Ｖ候補としては疑問
符がつく。香川はＦ休みを抱えてい
るし、平山は自身が公言するほど鳴
門との相性が良くない。逆に、ドリ

ーム戦6号艇・
高田ひかる（三
重）の動きが脅
威だ。当地は7

月の一般戦を捲って優勝した実績もあり、鳴門水面
にマッチした走りで、Ｖ戦線に十分入ってくる。
　最後に、ドリームメンバー以
外の注目は、チルトを上げる戦
いをする堀之内紀代子（岡山）、
秋口に入って好調モードに入っ
た渡邉優美（福岡）は、ともにツボにはまると一気
に首位争いに持ち込む可能性もあるので、必ずチェ
ックして欲しい。

賞金トップ・遠藤エミ不在で、全員にＶチャンスあり！？
総展望 小林　習之�●実況アナウンサー

｜出｜場｜選｜手｜［ドリーム出場選手除く・獲得賞金額順］

◎予備選手　��①3579�中里　優子（埼玉）　�
②4286�平田さやか（東京）　�
③4399�松本　晶恵（群馬）　�
④4738�清埜　翔子（埼玉）　�
⑤4825�倉持　莉 （々東京）

●選出除外選手　��4627�藤原　菜希（東京）�
4885�大山　千広（福岡）

選手データの見方

●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。

2022年獲得賞金額（10月31日現在）
選手名の上は登録番号、写真下は級別・支
部・年齢（初日現在）
全国 ���最近6ヵ月（2022年5月1日〜10月31

日）の全国勝率
鳴門 ���最近3年（2019年11月1日〜2022年10

月30日）の鳴門勝率

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「チャレンジカップ特集号」プレゼント係
締　切 2022年11月28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、「チャレンジカップ・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（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

ボートレース鳴門　ＳＧ第25回チャレンジカップオリジナルクオカードをプレゼント!

●�ＧⅢ以上のグレードレースは�
キャンペーンの対象外となります。

月間5万円以上の購入で
キャッシュバックのチャンス

チャンスは
毎月

あるな～る月間5万円以上の購入で
キャッシュバックのチャンス

チャンスは
毎月

あるな～る

ボートレース鳴門公式ウェブサイトよりご登録ください。ボートレース鳴門 検 索

キャンペーンに参加するには登録が必要です。

●ご登録いただいた個人情報は当該電話投票キャンペーン以外の目的には一切使用いたしません。 ●20歳未満の方の登録はご遠慮ください。
●月末までにご登録いただきますと、当該月のキャンペーンへの参加資格が発生します。 ●賞品の抽選は、毎月毎の１ヶ月単位で行います。 ●現金は電話投票口座にお振込いたします。
●お客様のご都合によりお振込が完了できなかった場合、権利を放棄したものとみなしますので、あらかじめご了承ください。

※2016年4月以降に鳴門の電話投票キャンペーンに登録された方は、
自動的に登録を継続しますので再登録の必要はございません。

� 詳細・注意事項等はボートレース鳴門公式ウェブサイトをご覧ください。

電話投票キャンペーン
電話・ネット投票にて「ＳＧ第25
回チャレンジカップ」の舟券を購
入された方の中から、抽選で現金
キャッシュバックや賞品をプレゼント!!

公式Twitterフォロー＆ＲＴキャンペーン
ＳＧ第25回チャレンジカップ（11月22
日〜27日）開催期間中の対象の投稿へ
のＲＴ数に応じて、抽選でオリジナル
クオカード（500円分）をプレゼント！

応募方法 � �@boatrace_narutoをフォロー＆対象の投稿
をＲＴ

応募締切 � 11月27日㊐・17：00
当選発表 � ��当選者のTwitterアカウントへ、ボートレース

鳴門公式TwitterアカウントからＤＭにて当選
通知を送付いたします。

詳細・注意事項等は
ボートレース鳴門公
式Twitterにてご
確認ください。 500ＲＴ   10名様

 1,000ＲＴ   20名様

 3,000ＲＴ   30名様

 5,000ＲＴ以上   50名様

節間購入金額上位20名様の中から、抽選
で5名様に現金をキャッシュバック!

節間購入金額3万円以上の方の中から、
抽選で84名様に現金をキャッシュバック!

なるちゃんコースチャレンジコース

鳴門コース

節間毎日3,000円以上購入された方の中から、抽選で賞品をプレゼント!

●画像はイメージです。●賞品は予告なく変更となる場合がございます。

Panasonic
43型4Ｋ液晶テレビ

デンタルプロ
歯ブラシセット

（2種×6本の12本セット）

サッポロビール
ギフトセット

ＳＧチャレンジカップ＆ＧⅡレディースチャレンジカップ
優勝選手オリジナルクオカード

特産品セット

CASIO
G-SHOCK

（GST-W300G-1A1JF）

ダンロップ
ゴルフバッグ

（GGC-X142）

A賞

Ｅ賞

Ｄ賞

Ｇ賞

Ｆ賞

Ｂ賞 Ｃ賞

1
名様

20
名様

10
名様

100
名様

20
名様

1
名様

1
名様

現金

10万円

1名様

現金

10万円

1名様

現金

5,000円

20名様

現金

5万円

1名様

現金

5万円

3名様

現金

1,000円

50名様

現金

3万円

3名様

現金

1万円

10名様

応募締切
11/27㊐
23：59まで

ＧⅡレディースチャレンジカップ　歴代優勝者
回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2014年 下　関 岸　　恵子
第2回 2015年 芦　屋 寺田　千恵
第3回 2016年 大　村 遠藤　エミ
第4回 2017年 下　関 遠藤　エミ
第5回 2018年 芦　屋 守屋　美穂

回 開催年 開催場 優勝者
第6回 2019年 桐　生 遠藤　エミ
第7回 2020年 蒲　郡 寺田　千恵
第8回 2021年 多摩川 遠藤　エミ

第9回大会 鳴　門  優勝戦
2022年11月27日㊐・第11レース


