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オープン懸賞クイズ
ＰＧⅠ第11回クイーンズクライマックスの開催地は？

ボートレース〇〇〇
〇〇〇に入る漢字3文字をお答えください。

応募締切   令和4年12月31日㊏ 23時59分まで

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

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。
電話投票
レース場コード 1 2 ＃

第1Ｒスタート展示 11：10 　 開門予定 10：30 　 第12Ｒ発売締切 17：40  

プレミアムＧⅠ第11回クイーンズクライマックス　オフィシャルパンフレット

協賛各社 協賛各社

ＰＧⅠ第11回
クイーンズクライマックス
特設サイト

テレビ中継 開催期間中毎日、全レース実況生中継！　レジャーチャンネル（JLC）　JLC 680

12/28㊌・29㊍  BS11  17：00〜17：54

ボートレース住之江  ホームページ

 ボートレース住之江 検索 ➡

https://www.boatrace-suminoe.jp/

随　時
更新中 スマホ

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「クイーンズクライマックス特集号」プレゼント係
締　切 2023年1月5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、「クイーンズクライマックス・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

ボートレース住之江　ＰＧⅠ第11回クイーンズクライマックス オリジナルクオカードをプレゼント!

来年12月、聖地に1億円バトルがカムバック！
2023年 12/19㊋ 20㊌ 21㊍ 22㊎ 23㊏ 24㊐ 

問

題

応募はキャンペーン
特設サイトから !
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賞 品 ●画像はイメージです　

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。

● 発売時間等は変更となる場合がござ
います。

　 最新の開催情報については住之江公
式ホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、12/30㊎・12/31㊏の住
之江本場への入場は、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

BOAT RACE住之江賞

オリジナル
ベティー
クッション

80
名様
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簡単にいかないからこそ勝てた時の喜びは大き
くなると思うので、これからももっと上を目指
して腐らず頑張っていきたいです」

住之江は手の内に入っている!?
― 舞台は住之江になります。

高田「昔は少し住之江に苦手意識があったんで
すけど、今はあまりないです。今年の4月に走
って良い調整ができているなと最近は思ってい
ます。住之江は水が硬いとか乗りづらいとよく
言われますけど、どんな水面でも乗れるのが自
分の強みだと思っているので、あまりそこは気
になりません」

― 枠番抽選に関して思うことは？

高田「どのコースからでも勝てるのが自分のセ
ールスポイントなので、枠番抽選での不利は人
よりも小さいと思います。
　ちなみに、抽選運はこれまであまり良いほう
ではなかったんですけど、ここ最近は40％超の
エンジンを引くとか、上向きなんですよ。この
年末にかけてドンドン良くなっていってほしい
という願いはあります（笑）。
　好きな枠は1号艇以外だと3、4、6号艇で
すかね。5コースの勝率が悪くて、5コースか
ら攻めて6コースの人に展開を突かれがちとい
うか…。単純に好きな色が赤なので、3号艇を
引きたいです。どの枠を引いても捲って勝ちに
いきますよ」

1号艇から 
王道優勝したい！

― 高田ひかるの見極め方は？

高田「基本的には展示タイムを見てい
ただければ良いと思います。あとは、
スタート展示でスタートしてからの足
を見てほしいなと思います。スリット
後の足がウリなので。以前はスリット
後にすぐに上体を起こしていたんです
けど、今はファンの方にもわかっても
らいやすいようにターンマークぐらい
まで被るようにしてます」

― クイーンズクライマックスへの意
気込みを！

高田「調子自体は上がってきているので、良い
感じで年末に臨めそうです。ここまで来て劇的
に何かが上手くなることもないのであとは神頼
みですね（笑）。大阪の箕面にある必勝祈願で
有名な勝尾寺にお祈りしてきます。
　ベストは王道の1号艇で優勝したい。プレッ
シャーが掛かる状況で優勝できれば、またひと
回り成長できるかなと思うんですよ。優勝でき
ると信じて行きます。優勝してクラシックにも
出たいです。出るからにはＳＧを獲りたいって
なると思うので、どこまでも夢が尽きないのが
ボートレーサーの魅力じゃないですか？ 挑戦
し続けることが私にとっての“ダーヒーチャン
ス”です」

― 改めて夢は何ですか？

高田「結局、たくさんの人の記憶に残るレース
がしたいんですよね。井口さんのように人の心
を動かすレーサーになりたい。それが私の夢な
んだと思います」

ボートレースに一目ぼれ
― 小さい頃の夢は？

高田「人の心を動かしたい。そんな憧れを抱い
たのは中学生の時でした。オールスターで井口
佳典さんがＳＧ優勝された時に当時中学生だっ
た私は、地元の津で見ていたんです。ツッキー
ドーム（津の場内施設）で中継を観戦していて、
井口さんがゴールした瞬間に、そこにいた大勢
のファンがスタンディングオベーションで喜ん
でいたんですよ。私も鳥肌が立ったし、地元の
ファンに愛されている井口さんのように人の心
を動かすような人間になりたいと思うようにな
ったんです。
　小さい頃からボートレーサーになるのが夢で
した。小学3年生の時、親に地元の津に連れて
行ってもらって、ファーストインパクトが凄く
てひと目ぼれでした（笑）。卒業文集もずっと
選手になりたいって書いていましたしね」

甘かった考えからの脱却
― 訓練生時代の思い出は？

高田「最初の印象は周りのハングリー精神が凄
くて驚きました。今まで自分がどれだけ温室で
育ってきたかを実感しました。私もモチベーシ
ョンは高いつもりでしたけど、自分なんて全然
だなと思い知らされました。
　最初はみんなに付いていけなかったけど、良
い意味でも悪い意味でも私は柔軟に対応できる
タイプなので、次第に気持ちの面でも付いてい
けるようになりました」

― デビュー当時考えていたことは？

高田「始めの頃はすぐに1着を獲ってやるとか、
すぐにＡ級になってやるって思っていました。

本部めぐみさんと本部真吾（引退）さんに面倒
を見ていただいて、めぐみさんがその時のレデ
ィースチャンピオン最年少優勝（24歳）の記録
を持っていたんですよ。それを塗り替えたいな
んて思い上がってもいました。でも、全然勝て
へんし、気持ちだけではどうにもならないとい
うことを嫌というほど学びました」

の目覚め
― 伸び仕様にしたキッカケは？

高田「転機はやっぱり2020年
から伸び特化にしたことです
ね。元々伸びには興味があっ
たんですよ。
　蒲郡の地区選で伸び寄りの
エース機を引いたんです。男
女混合戦のＧⅠに初めて出
て、どれだけ自分が通用する
かわからない中で、そこそこ
戦えると思えたんです。
　ちょうどその頃に野添貴裕

（引退）さんや藤山翔大さん
と一緒の節が続いて、いろい
ろ教えてもらいながら今に至
るって感じです。
　私は1着がたくさん欲しい
タイプで、注目されるのが好
きなんですよ。学生時代には
生徒会長をやったり、なんでも一番が好きなん
です（笑）。三吉さんに、ダーヒーチャンス（高
田ひかるが捲りそうなチャンスレース）という
言葉を広めていただいたんです（笑）。ＳＮＳ
とかでも私もよく聞くようになって、そのチャ
ンスには応えたいって思うし、注目されること
は嬉しいですよ」

失敗からの学びもある
― 近況について。

高田「ベースの伸びを大事にするというのは、
2年前から変わってないんですけど、今は一節
間のレース運びも考えています。2年前はガム
シャラに伸びだけ求めて走っていただけですけ
ど、初日に周りへ与える印象も大事だなと思っ
ています。1走目は特に相手に与える印象も大
きいと思います。
　ただ、今年は自分の中ではあまりレース内容

に納得していなんですよ。勝
ち切れていないというのが一
番の理由です。記念もたくさ
ん走らせてもらうようになっ
て、対策をされた時に何もで
きない自分がいます。それを
上回ってやろうと意気込んで
調整を失敗したりとか…。や
ってはいけないことを知れた
のも大きいんですけどね。
　それでも最近は立て直して
きました。自分の良い所を挙
げるとすれば、あんまり腐ら
ない所かなと思っています。
ダメな時もやり続けてこられ
たのが、今に繋がっているの
かと。周りからは頑固と言わ
れますけど（笑）」

― 鳴門レディースチャレンジカップは悔しい
結果に…。

高田「優勝戦は80ｍ近辺のスタートからでも伸
び返す調整ができたし、1番数字の悪いエンジ
ンでＳＧメンバーに負けないくらいのパワー出
しができたことは自信になりました。なかなか

4804
（三重）

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

① 4502 遠藤　エミ 75,637,200円

② 4450 平高　奈菜 45,042,000円

③ 4482 守屋　美穂 42,541,000円

④ 4050 田口　節子 37,631,266円

⑤ 4387 平山　智加 35,397,533円

⑥ 3900 香川　素子 34,796,000円

⑦ 4823 中村　桃佳 34,150,838円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

⑧ 4804 高田ひかる 33,874,500円

⑨ 3435 寺田　千恵 32,674,000円

⑩ 4123 細川　裕子 32,044,000円

⑪ 4190 長嶋　万記 31,604,333円

⑫ 4011 堀之内紀代子 27,151,500円

⑬ 4289 落合　直子 27,135,000円

⑭ 4590 渡邉　優美 27,073,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

⑮ 3188 日高　逸子 26,770,500円

⑯ 3618 海野ゆかり 25,848,333円

⑰ 4456 鎌倉　　涼 25,814,000円

⑱ 4546 浜田亜理沙 25,702,933円

⑲ 4065 金田　幸子 24,968,600円

⑳ 4183 宇野　弥生 24,793,066円

� 4208 三浦　永理 24,733,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4627 藤原　菜希 24,522,933円

� 4885 大山　千広 24,397,000円

� 4399 松本　晶恵 23,508,000円

� 3579 中里　優子 22,856,733円

� 4286 平田さやか 22,108,904円

� 3611 岩崎　芳美 21,026,000円

� 4738 清埜　翔子 20,784,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4825 倉持　莉々 20,605,838円

� 3999 大瀧明日香 20,350,000円

� 4372 原田　佑実 20,112,733円

� 3334 角　ひとみ 20,035,838円

� 3232 山川美由紀 19,908,000円

� 4900 中田　夕貴 19,690,199円

� 4464 山下　友貴 19,199,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4240 今井　裕梨 19,104,000円

� 5088 高憧　四季 18,830,000円

� 4642 松尾　夏海 18,576,000円

� 4845 前田　紗希 18,386,833円

� 4746 大豆生田蒼 18,384,000円

� 4961 西橋　奈未 18,346,000円

� 4998 中村かなえ 18,239,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4433 川野　芽唯 18,036,000円

� 4963 實森　美祐 17,999,000円

� 3801 五反田　忍 17,573,600円

� 4519 清水　沙樹 17,559,000円

� 4478 櫻本あゆみ 17,558,000円

� 4884 勝浦　真帆 17,361,257円

� 4964 土屋　　南 17,248,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4938 小芦るり華 17,163,000円

� 4536 喜井つかさ 17,123,833円

� 4447 深川麻奈美 17,113,066円

� 4499 滝川真由子 16,930,000円

� 3302 谷川　里江 16,480,000円

� 4017 向井　美鈴 16,429,157円

� 4443 津田　裕絵 16,365,200円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 3175 渡辺　千草 16,347,000円

� 4758 富樫　麗加 15,959,000円

� 3932 池田　浩美 15,719,000円

� 4224 大橋栄里佳 15,645,111円

注目レーサー the INTERVIEW

 「心を動かすような人間になりたい」とボートレーサーを目指した少女は、今やインパクト大の超攻
撃的なレースで、ファンの心を大きく揺さぶる女子トップレーサーにまで成長を遂げた。
　しかし、かつて見た地元の大先輩ほど、心を動かす人間にはまだなれていないと言う。夢が尽きな
い彼女にとっては、今大会も通過点だが、目標に少しでも近づくために、これからも勝ちまくる。 
 （インタビュアー／三吉功明 ●ボートライター）

高田ひかる

Profile
たかだ　ひかる
1994年8月5日生まれ。三重支部・113期。
2013年11月、津でデビュー。18年5月、下関・Ｗ
優勝戦で初優勝。21年8月、浜名湖・レディース
チャンピオンでＧⅠ初優出。22年5月、宮島・オ
ールスターでＳＧ初出場。同期には椎名豊、佐藤
博亮、浜先真範らがいる。
◆通算成績 

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 1,742回 34回 6回 35.5％ 50.8％
Ｓ　Ｇ 9回 0回 0回 22.2％ 44.4％
Ｇ　Ⅰ 126回 1回 0回 24.6％ 42.0％

◆全国成績（最近2節）
22年 11月 鳴　門 ＧⅡ・レディースＣＣ 2①③②②①①❹
22年 11月 三　国 ヴィーナスＳ ①⑥②2②②①①①3④①
◆住之江成績（最近2節）
22年 4月 タイトル ②4①①③①⑤①②4①③
21年 7月 ヴィーナスＳ 4①⑤④①①①③5①①

（2022年11月30日現在）

2022年 
女子獲得賞金

ベスト60
（2022年1月1日〜11月27日）

■ はＰＧⅠ第11回クイーンズ 
クライマックス出場予定選手

挑戦し続	 けることこそが
私のダー		 ーチャンス
		人の心を動	 かすレースを目指します！



全　国 女　子 住之江全　国 女　子 住之江 全　国 女　子 住之江全　国 女　子 住之江

全　国 女　子 住之江全　国 女　子 住之江 全　国 女　子 住之江全　国 女　子 住之江

全　国 女　子 住之江 全　国 女　子 住之江全　国 女　子 住之江 全　国 女　子 住之江

54 プレミアムＧⅠ第11回クイーンズクライマックス
オフィシャルパンフレット

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス　勝ち上がり方式
12月29日㊍［2日目］／12月30日㊎［3日目］ 12月31日㊏［最終日］

Ａ組    前日第11レースの1・3・5着と
第12レースの2・4・6着の6名

Ｂ組    前日第12レースの1・3・5着と
第11レースの2・4・6着の6名

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

クライマックス優勝戦 得点率
1位

得点率
2位

得点率
3位

得点率
4位

得点率
5位

得点率
6位

順 位 決 定 戦 得点率
7位

得点率
8位

得点率
9位

得点率
10位

得点率
11位

得点率
12位

女王戴冠にまず必要
なのは相棒の存在

　2022年は女子レーサー初のＳＧ制覇に、他の
ＳＧでも女子選手の活躍が盛りだくさんでした。
そんな年のクイーンズクライマックスとなれば、
アツい戦いになるのは間違いありません。

　女王になるためには、相性がピッタリなモータ
ーを引けるかどうかが大切です。推奨は�で
す。もともと実績のあるモーターですが、近況は
さらに上昇ムード。11月戦では山口裕太選手が伸
び中心に良かったです。底力があるモーターなの
で、握り込みから好感触もあるでしょう。クイー
ンズクライマックスは短期決戦なので、初日から
他艇を圧倒するかもしれません。

今年の枠番抽選は
少し様子が違う？

　枠番抽選も大切です。こればかりは本当に運で

1着を獲っても、モーターを出しても、この抽選
だけは運に頼るしかありません。
　いつもなら真っ白の玉（1号艇）を願う選手ば
かりですが、今年は伸び型で攻める高田ひかる

（三重）選手、堀之内紀代子（岡山）選手の出場に
より、赤（3号艇）や青（4号艇）の玉を願う選手
もいるかもしれませんね！

近況の上昇度から推す
3名の女王候補

　今年の高田ひかる選手はいつもと違います。鳴
門レディースチャレンジカップで優勝した中村桃

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス　歴代優勝者

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2012年 大　村 三浦　永理
第2回 2013年 芦　屋 平山　智加
第3回 2014年 住之江 日高　逸子
第4回 2015年 福　岡 川野　芽唯
第5回 2016年 平和島 松本　晶恵

回 開催年 開催場 優勝者

第6回 2017年 大　村 遠藤　エミ
第7回 2018年 平和島 松本　晶恵
第8回 2019年 徳　山 今井　美亜
第9回 2020年 浜名湖 平高　奈菜
第10回 2021年 福　岡 田口　節子

第11回大会 
住之江  
優勝戦

2022年12月31日㊏
第12レース

佳（香川）選手、細川裕子
（愛知）選手も近況は優出
ラッシュで絶好調です。年
末に向けてギアを上げてき
たこの3選手は注目です
が、他の9名も素晴らしい
レースで盛り上げてくれる
と信じています。
　無事故完走を願いつつ、
1年を締めくくるアツい女
子トップバトルに期待しま
しょう！

　大村クラシックで女子レー
サー初のＳＧ優勝を飾りました。
　遠藤選手は相手や場所を選ばず、いつでも
強い存在。その影には、しっかりとしたプロ
ペラやモーター整備など、努力の裏付けがあ
るからこそだと思います。
　同期や近畿地区の選手からの信頼も厚く、
レースじゃないところで見せる素顔は、男子
顔負けのレースをするような雰囲気はなく、
とても可愛らしいです。しかし同
期の樋口選手にはわりと…（笑）。

　今や香川支部女子レーサー
の筆頭格で、誰が相手でも仁王立ちで迎え撃
つ姿勢です。今年は4月に3場所連続Ｖや、
その後も宮島オールスターで優出など、年間
を通じて活躍しました。最近では可愛い存在
（弟子、愛犬）を明かしＳＮＳも賑わせてい
ますね。
　自らをサイボーグと言っているように、ケ
ガを乗り越えた後もトレーニングを重ねて、
体力面、筋力面ともに日々進化を
遂げています。どこまで進化する
のか、見届けたいですね！

　昨年の当大会覇者です。今
の女子ボートレース界に絶対必要であると同
時に、初のクイーンズＣ連覇を狙える唯一無
二の存在です。
　レーサー時代は、田口さんの客観的かつ冷
静なアドバイスに何度も助けられ、励まされ
ました。レーサーとして強いだけでなく、人
としても絆を大事にされる方です。
　少ない口数のなかでも、しっかりと大事な
こと、必要なことが伝わってくる
田口さんの言葉にはパワーがあり
ます！

　攻守を兼ね備え、どんな状
況でも大崩れしないオールラウンダーです。
今年もＶ5とコンスタントに成績を残してい
ます。レース以外で見せる愛らしさや、少し
天然っぽい立ち居振る舞いからは想像し難い
ですが、もともとはウェイトリフティングと
いう力技勝負のスポーツをしていた影響か、
レースになると思い切りの良い走りを見せて
くれます。このギャップもGOOD！
　それに選手紹介で「見ててくだ
さい」とアピールされると見守り
たくなりますよね！

　常に冷静に虎視眈々と上位
を狙います。置かれた状況により、やるべき
ことを見据えて、スタイルも柔軟に変えられ
るのが強みです。
　今年の丸亀レディースチャンピオンでも、
6号艇から果敢なコース取りで準優勝と結果
を残したのは流石ですよね！
　周囲に対しても視野がとても広く、気遣い
も素晴らしいです。それが活かされているの
か、選手のいろいろなクセを見つ
けるのが得意な気がします（笑）。

　今年丸亀で行われたレディ
ースチャンピオンの覇者です。姉御肌で支部
も関係なく、後輩からも頼られる存在。もち
ろん、先輩に対しても義を尽くします。その
分け隔てない性格に加えて、しっかりと自分
の中に核を持つ、メンタルの強い先輩です。
　プライベートでは、保護猫の活動なども取
り組んでいるとのことです。Twitterもされ
ていて、最近はＳＮＳからもその人柄が伝わ
ってきますよね。応援したくなり
ます！

　モーターやプロペラを伸び
仕様に調整して、スタートからワクワクさせ
てくれる選手です。型にハマれば破壊力はト
ップ級！ これからの彼女の成長に関しては
伸びシロしかありません。穴党ファンも大注
目のレーサーですよね。
　伸びを求める情熱や、攻撃力に定評がある
高田選手ですが、人を笑わせる“口撃力”も
高いんですよ（笑）
　いつも明るさを忘れず、クイー
ンズクライマックスも、らしさ全
開で活躍して欲しいです！

　新世代を担っていくニュー
スターです。トライアル組では登番最若手と
経験値こそこれからも、そこは持ち前の度胸
やスピードでカバー可能です。その威力を発
揮したレディースチャレンジカップでの6コ
ースＶは記憶に新しいですよね！
　名前に桃が入っていることで、「ピーチ姫」
と言われたり、過去には少林寺拳法で香川県
トップ級の成績を残したり、選手になる前に
は准看護師をしていたり。麗しい
姫、武人、ナースと変幻自在な中
村選手から目が離せません！

　プロペラを緻密に仕上げる
繊細さやこだわりがあり、レースではスピー
ドを活かした大胆な攻めで勝ち上がるハイブ
リッド型レーサーです。
　また細川選手といえば、レース場で着用す
る服などに付ける登録番号のシールを、お洒
落に作ってくれたことを思い出します。お世
話になっている女子レーサーは多いのでは？
　オフの日を利用して作ってくれているんで
すが、恩着せがましくない感じで
サラッと渡してくれるところが、
またカッコイイのです！

　経験と戦略を駆使した走り
で、長きに渡りボート界を支えています。そ
してこれからも引っ張ってくれるのは間違い
ありません。選手時代には、寺田選手のほう
からプロペラを持って来ていただき、情報を
教えてもらいました。支部が違っても後輩に
目をかけてくれる優しさに、いろんな選手が
助けられていると思います。
　その人にとって必要なタイミングで、そっ
と声をかけてくれる。誰もができ
るわけではないことを、自然にで
きてしまう凄い先輩です！

　私の1期下ということで訓
練時代からよく見てきましたが、本当に長嶋
選手はいろいろなことへの好奇心や、自分に
関わっている全ての人や物事への感謝を常に
持っています。その形にできないものを、一
生懸命に形へ残そうとする努力や行動には、
本当に頭が下がりますね。
　他の選手へのリスペクトを忘れず、ボート
レースを愛し、ファンの期待に応えようとす
る姿勢は、これからの若手レーサ
ーに見習って欲しいです。

　今年の蒲郡でチルト3度に
目覚め、近況は強烈なアウト戦で1着を量産
中です。それまでは状況に応じた柔軟なレー
ススタイルで、どんなコースからでも安定し
た成績を残しているイメージでした。ただこ
れまでもスタート一撃のレースは多く、近況
のアウト戦での活躍にも納得ですね。
　私が現役の時は、「激辛でも行ける派」と豪
語されていたのですが、実際のところは…
（笑）。何年か経った今は激辛好き
になっているのか、個人的に気に
なっています。

トライアル出場選手元ボートレーサー・西坂香松が

75,637,200円 （1位）45,042,000円 （2位） 37,631,266円 （4位）42,541,000円 （3位）

35,397,533円 （5位）34,796,000円 （6位） 33,874,500円 （8位）34,150,838円 （7位）

32,044,000円 （10位） 32,674,000円 （9位）31,604,333円 （11位） 27,151,500円 （12位）

言わずと知れた最強女子レーサー進化し続けるサイボーグ パワーワードに何度励まされたか常に「見ててください！」と決意

レーススタイルが柔軟で視野も広い強くて優しい姉さんレーサー 猪突猛進の攻撃がハマれば爆発登番最若手らしく思い切り良く

繊細さを意外なところでも発揮 ボート界をリードし続ける大ベテラン超一流の姿勢が結果に繋がる ニュースタイルを手に入れ爆発中

4502 えんどう  えみ

遠藤 エミ
4450 ひらたか  なな

平高 奈菜
4050 たぐち  せつこ

田口 節子
4482 もりや  みほ

守屋 美穂

4387 ひらやま  ちか

平山 智加
3900 かがわ  もとこ

香川 素子
4804 たかだ  ひかる

高田 ひかる
4823 なかむら  ももか

中村 桃佳

4123 ほそかわ  ゆうこ

細川 裕子
3435 てらだ  ちえ

寺田 千恵
4190 ながしま  まき

長嶋 万記
4011 ほりのうち  きよこ

堀之内 紀代子

Ａ1 
滋賀 
34歳

Ａ1 
香川 
35歳

Ａ1 
岡山 
41歳

Ａ1 
岡山 
33歳

Ａ1 
香川 
37歳

Ａ2 
滋賀 
45歳

Ａ1 
三重 
28歳

Ａ1 
香川 
29歳

Ａ1 
愛知 
41歳

Ａ1 
岡山 
53歳

Ａ1 
静岡 
41歳

Ａ1 
岡山 
43歳

西坂チェック西坂チェック 西坂チェック西坂チェック

西坂チェック西坂チェック 西坂チェック西坂チェック
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 6.83 7.68 6.18 6.32 7.67 7.93  6.99 7.73 7.09 6.42 7.51 6.00

 6.77 7.23 7.40 6.64 6.58 7.00  6.91 7.17 6.37 6.73 6.82 4.42

 7.44 7.22 7.03  7.27 7.14 6.35 6.80 6.72 5.61  7.08 6.70 4.58

元ボートレーサー 西坂 香松の

を

ズバリ! 読む

トライアル初日　12月28日水　第12レーストライアル初日　12月28日水　第11レース

     選手データの見方 　選手名の上は艇番・2022年獲得賞金＆順位（11月27日終了時）・登録番号、右は級別・支部・年齢（12月26日現在）。　 全　国  2022年6月1日〜　11月27日・最近6ヵ月の全国勝率　 女　子  2020年12月1日〜2022年11月27日・最近2年の女子戦勝率　 住之江  2019年12月1日〜2022年11月23日・最近3年の住之江勝率

チェック! チェック!
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4289 おちあい  なおこ

落合	 直子
Ａ1・大阪・38歳

4590 わたなべ  ゆみ

渡邉	 優美
Ａ1・福岡・30歳

3188 ひだか  いつこ

日高	 逸子
Ａ1・福岡・61歳

3618 うんの  ゆかり

海野	ゆかり
Ａ1・広島・49歳

4456 かまくら  りょう

鎌倉	 涼
Ａ2・大阪・33歳

4065 かなだ  ゆきこ

金田	 幸子
Ａ2・岡山・43歳

27,135,000円（13位） 27,073,000円（14位） 26,770,500円（15位） 25,848,333円（16位） 25,814,000円（17位） 24,968,600円（18位）

あと一歩でＱＣ
出場を逃した悔
しさ晴らす。

10月戦で準Ｖな
ど前期末の追い
込みは圧巻。

当 地 は 1 4 年 に 
ＱＣ初Ｖを飾っ
た思い出あり。

当地はＶ3に最
近3年も3優出
と好相性だ。

6月Ａレディー
スＶで当地への
自信深める。

1月からは4期
ぶりＡ1級復帰
と流れが良い。

 6.16 
 6.67 
 6.96

 6.71 
 7.32 
 7.44

 6.12 
 6.28 
 5.67

 6.72 
 6.78 
 6.71

 7.11 
 7.30 
 7.01

 6.16 
 6.28 
 3.88

3334 すみ  ひとみ

角	 ひとみ

4499 たきかわ  まゆこ

滝川	真由子

4286 ひらた  さやか

平田	さやか

4845 まえだ  さき

前田	 紗希

4183 うの  やよい

宇野	 弥生

4900 なかだ  ゆき

中田	 夕貴

3302 たにかわ  りえ

谷川	 里江

4738 せいの  しょうこ

清埜	 翔子

4963 さねもり  みゆ

實森	 美祐

4208 みうら  えり

三浦	 永理

4464 やました  ゆうき

山下	 友貴

3175 わたなべ  ちぐさ

渡辺	 千草

4825 くらもち  りり

倉持	 莉々

4519 しみず  さき

清水	 沙樹

4627 ふじわら  なつき

藤原	 菜希

4240 いまい  ゆり

今井	 裕梨

4758 とがし  れいか

富樫	 麗加

3999 おおたき  あすか

大瀧	明日香

4884 かつうら  まほ

勝浦	 真帆

4399 まつもと  あきえ

松本	 晶恵

5088 たかはた  しき

高憧	 四季

5056 にしおか  なるみ

西岡	 成美

4372 はらだ  ゆみ

原田	 佑実

4938 おあし  るりか

小芦	るり華

Ｂ1 
広島 
54歳

Ａ2 
長崎 
35歳

Ａ2 
東京 
38歳

Ａ2 
埼玉 
29歳

Ａ2 
愛知 
36歳

Ａ2 
埼玉 
30歳

Ａ1 
愛知 
55歳

Ｂ1 
埼玉 
31歳

Ｂ1 
広島 
26歳

Ａ2 
静岡 
39歳

Ａ1 
静岡 
36歳

Ａ2 
東京 
59歳

Ａ1 
東京 
29歳

Ａ2 
東京 
35歳

Ａ2 
東京 
36歳

Ａ2 
群馬 
38歳

Ａ2 
東京 
33歳

Ａ1 
愛知 
43歳

Ｂ1 
岡山 
26歳

Ａ2 
群馬 
35歳

Ａ2 
大阪 
23歳

Ｂ1 
徳島 
26歳

Ａ1 
大阪 
35歳

Ａ2 
佐賀 
25歳

粘り強い走
りは健在で
1月からＡ
級復帰だ。

実戦に復帰
して1年以
上が経ち完
全に復調。

5月戦は当
地3年ぶり
でインとカ
ドで3勝。

着実に地力
をつけ近況
は豪快な攻
めが光る。

不変のスタ
ート力で勢
いがつけば
1着量産。

鋭いスター
トから好位
置を確保し
上位進出。

Ｆ2休み明
け初戦の11
月津でいき
なり優出。

10月ヴィー
ナスＳで悲
願のデビュ
ー初Ｖ。

前期Ｆ2の
影響は不安
もポテンシ
ャル確か。

6月戦は5
コースから
捲り差しで
2勝記録。

10月ヴィー
ナスＳでは
手堅くまと
めて優出。

水面問わず
的確に仕上
げ好不調の
波小さい。

新勝率は初
の7点超で
女子レーサ
ートップ。

Ｆ禍に苦し
むが強気な
レースを取
り戻せば。

今年Ｖ4は
全てイン戦
以外からと
勝負強い。

前期は初Ｖ
も決めてＡ
1級初昇級
にも成功。

10月ヴィー
ナスＳは豪
快戦を連発
して優出。

前期は全て
混合戦なが
ら6点勝率
を残した。

Ｆ少なく平
均ＳＴ優秀
とスタート
力確か。

11月にＦは
痛恨だがコ
ーナーでカ
バー可能。

地元の当地
は3連続優
出中で全て
が混合戦。

まだ不発多
いがチルト
3度を選択
する時も。

2期連続Ａ
1級キープ
と決め手強
化に成功。

当地1年半
ぶりもその
間に成長を
遂げた。

20,035,838円（28位）

16,930,000円（38位）

22,108,904円（23位）

18,386,833円（33位）

24,793,066円（19位）

19,690,199円（29位）

16,480,000円（39位）

20,784,000円（24位）

17,999,000円（34位）

24,733,000円（20位）

19,199,000円（30位）

16,347,000円（40位）

20,605,838円（25位）

17,559,000円（35位）

24,522,933円（21位）

19,104,000円（31位）

15,959,000円（41位）

20,350,000円（26位）

17,361,257円（36位）

23,508,000円（22位）

18,830,000円（32位）

15,444,000円（42位）

20,112,733円（27位）

17,163,000円（37位）
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 6.16 
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 5.71 
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 5.03 
 6.01 
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 6.57 
 6.64 
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 5.74 
 6.12 
 5.87

 5.54 
 5.72 
 6.25

 7.47 
 6.56 
 6.24

 4.82 
 5.71 
 出走なし

 7.04 
 7.00 
 6.00

 6.37 
 5.91 
 5.71

 6.11 
 5.95 
 7.20

 6.22 
 6.55 
 6.21

 4.99 
 5.09 
 6.00

 6.64 
 6.77 
 6.67

 5.85 
 5.21 
 5.13

 5.68 
 5.54 
 出走なし

 6.12 
 6.24 
 5.86

 5.93 
 5.90 
 5.81

5163 しみず  あみ

清水	 愛海

5057 うえだ  さな

上田	 紗奈

4897 ふかみ  あゆみ

深見	亜由美

4349 いんどう  ちあき

犬童	 千秋

4014 かたおか  えり

片岡	 恵里

3604 むとう  あやこ

武藤	 綾子

4373 わかさ  なみこ

若狭	奈美子

4313 にしむら  みちこ

西村	美智子

4694 たかだ  あや

高田	 綾

4117 ひろなか  ちさえ

廣中	智紗衣

4045 ささき  ひろみ

佐々木	裕美

3994 ちゃたに  さくら

茶谷	 桜

Ｂ1 
山口 
23歳

Ｂ1 
大阪 
26歳

Ｂ1 
愛知 
31歳

Ａ2 
福岡 
37歳

Ｂ1 
山口 
43歳

Ｂ1 
福岡 
52歳

Ａ2 
岡山 
34歳

Ａ1 
香川 
38歳

Ｂ1 
福岡 
37歳

Ａ1 
東京 
41歳

Ｂ1 
山口 
43歳

Ｂ1 
滋賀 
43歳

9月蒲郡は
田口節子を
脅かすレー
スで準Ｖ。

1月からの
Ａ級初昇級
はポテンシ
ャル通り。

決め手に甘
さも中間着
でしのいで
道中奮闘。

機力の後押
しあれば強
気な走りが
飛び出す。

当地前回は
捲りで6万
舟提供と持
ち味発揮。

1着よりも
しぶとい道
中戦で舟券
に貢献だ。

スタートよ
りもターン
勝負で上位
進出図る。

前期事故禍
の影響もよ
そに11月下
関で優出。

4コースま
では意表を
突く走りで
高配当も。

勝率下降は
気になるも
のの底力確
かで警戒。

自信を持つ
インを軸に
スロー水域
で手堅い。

コーナー勝
負を重視し
てＦは4年
以上なし。

15,377,200円（43位）

13,713,000円（53位）

14,220,000円（48位）

15,126,319円（44位）

13,537,519円（54位）

14,186,000円（49位）

14,718,000円（45位）

13,979,900円（50位）

14,684,999円（46位）

13,861,733円（51位）

14,610,000円（47位）

13,788,200円（52位）

 5.87 
 4.17 
 4.39

 5.39 
 4.48 
 4.98

 4.44 
 4.71 
 2.67

 5.66 
 5.69 
 4.56

 5.08 
 5.36 
 5.05

 4.93 
 4.84 
 4.04

 5.80 
 6.03 
 6.75

 5.76 
 6.38 
 5.78

 4.55 
 5.14 
 4.23

 5.36 
 6.36 
 3.89

 4.82 
 5.46 
 2.89

 5.32 
 5.30 
 5.04
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ＧⅢ第11回クイーンズクライマックスシリーズ出場選手  ［選出順位順］　●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。

地元落合、鎌倉が憂さを晴らす !
　クイーンズクライマックス本戦に注目が集ま
りがちですが、前回住之江大会で優勝した日高
逸子（福岡）選手に、歴代クイーンズクライマ
ックス覇者である三浦永理（静岡）選手、松本
晶恵（群馬）選手とシリーズ戦もかなり豪華な
メンバーが揃っており見応えは十分です。歴代
シリーズ戦覇者では海野ゆかり（広島）選手、

山下友貴（静岡）選手、平田さやか（東京）選
手もいます。
　鳴門レディースチャレンジカップでは、最終
日まで地元クイーンズクライマックス出場へ執
念を見せた落合直子（大阪）選手、鎌倉涼（大
阪）選手も優勝争いを引っ張ります。悔しい気
持ちを起爆剤に大暴れしてほしいですね。

地元期待の若手がアピール狙う
　地元勢では、成長著しい上田紗奈（大阪）選

手と高憧四季（大阪）選手の若手も上位進出に
期待できます。特に高憧は今年の当地で3戦し
て全て優出と素晴らしい活躍です。昨年の福岡
大会で優出した点もプラス材料でしょう。
　シリーズ戦で使用されそうなモーターでは、
10月ヴィーナスＳで清埜翔子（埼玉）選手が優
勝を飾った�に注目です。2連率は40％に届
かないものの、全ての足が抜けている旬の1基
で、破壊力は抜群。このモーターを誰が手にす
るのか、楽しみですね！

1号艇 3号艇 4号艇2号艇 5号艇 6号艇

クイーンズクライマックスシリーズも豪華メンバー！

第11回大会 
住之江  
優勝戦

2022年12月31日㊏
第11レース

●選出除外選手　  3232 山川美由紀（香川）／3579 中里　優子（埼玉）／3801 五反田　忍（大阪）／3993 永井　聖美（東京）／4224 大橋栄里佳（福岡）／4443 津田　裕絵（山口）／4478 櫻本あゆみ（群馬）／4536 喜井つかさ（岡山）／4569 中澤　宏奈（東京） 
4642 松尾　夏海（香川）／4714 喜多須杏奈（徳島）／4746 大豆生田蒼（埼玉）／4791 黒澤めぐみ（東京）／4961 西橋　奈未（福井）／4964 土屋　　南（岡山）／4998 中村かなえ（東京）

●辞 退 選 手　  3611 岩崎　芳美（徳島）／3674 岸　　恵子（徳島）／3871 池田　紫乃（長崎）／3932 池田　浩美（静岡）／4017 向井　美鈴（山口）／4304 藤崎小百合（福岡）／4347 魚谷　香織（福岡）／4433 川野　芽唯（福岡）／4447 深川麻奈美（福岡） 
4546 浜田亜理沙（埼玉）／4680 後藤　美翼（東京）／4764 小池　礼乃（福岡）／4773 中川　りな（福岡）／4885 大山　千広（福岡）

●予備選手　  3357 福島　陽子（岡山）／3474 松瀬　弘美（静岡）／4678 水野　望美（愛知）／4730 土屋実沙希（静岡） 
4854 大橋　由珠（東京）

ドリーム戦出場予定選手　12月26日月（初日）第12レース

ＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ　歴代優勝者　●シリーズは第4回大会からＧⅢ

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2012年 大　村 池田　浩美
第2回 2013年 芦　屋 山下　友貴
第3回 2014年 住之江 中谷　朋子
第4回 2015年 福　岡 平山　智加
第5回 2016年 平和島 川野　芽唯

回 開催年 開催場 優勝者

第6回 2017年 大　村 廣中智紗衣
第7回 2018年 平和島 塩崎　桐加
第8回 2019年 徳　山 平田さやか
第9回 2020年 浜名湖 海野ゆかり
第10回 2021年 福　岡 松尾　夏海

登録番号

選手名
級別・支部・年齢 
（12月26日現在）

短評
2022年獲得賞金＆選出順位（11月27日現在）

全　国    2022年6月1日〜11月27日・
最近6ヵ月の全国勝率

女　子    2020年12月1日〜2022年11月
27日・最近2年の女子戦勝率

住之江    2019年12月1日〜2022年11月
23日・最近3年の住之江勝率

選手データの見方

ＰＧⅠクイーンズクライマックス出場者を除く、
2022年1月1日から11月27日の女子獲得賞金上位者

ＧⅢ第11回クイーンズ
クライマックスシリーズ選出基準

元ボートレーサー 西坂 香松のＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ 見どころ＆狙いどころ
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住之江ＰＧⅠクイーンズクライマックスは真冬の昼間開催。　レース傾向とモーター相場の完全チェックで舟券ゲット!
2連率ベスト6 オレンジモーター に注目

　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。

● 集計期間　2022年3月22日〜11月23日
● ＰＧⅠ第11回クイーンズクライマックス

使用のモーターは12月13日頃に発表の予
定です。

● 住之江はチルト1.5度まで使用できます。

モーター2連率
ベスト30

� 評価 Ｓ　近況 ➡
絶好調時に比べて伸びが下降気味。

2連率48.3%　勝率6.32　優出6回　優勝0回

� 評価 ＳＳ　近況 ➡
好調長い。2度のＧⅠは両方優出。

2連率42.6%　勝率5.98　優出5回　優勝1回

� 評価 Ａ　近況 ➡
上位機が出場していない節で強め。

2連率41.7%　勝率5.79　優出2回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
バランスが取れた上で少し伸びる。

2連率40.4%　勝率5.79　優出4回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
2連率にはほど遠く、至って平凡。

2連率39.7%　勝率5.31　優出2回　優勝0回

� 評価 Ｓ　近況 ➡
伸びは常にトップ級。潜在能力◎。

2連率38.3%　勝率5.73　優出4回　優勝1回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
中堅以下にはならないが特徴なし。

2連率37.5%　勝率5.45　優出2回　優勝0回

� 評価 ＳＳ　近況
扌

良機。2連率以上のお宝モーター。
2連率37.0%　勝率5.33　優出3回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
行き足が少し良くバランス型の機。

2連率35.9%　勝率5.42　優出3回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
大した機力なく調整巧者でないと。

2連率35.0%　勝率5.46　優出5回　優勝0回

� 評価 Ａ　近況 ➡
乗り手はＡ級ばかり。数字ほどは。

2連率43.7%　勝率6.11　優出4回　優勝2回

� 評価 ＳＳ　近況 ➡
スリット前後のパワーはトップ級。

2連率42.3%　勝率5.90　優出0回　優勝0回

� 評価 Ａ　近況 ➡
調整の幅が狭く乗り手の手腕次第。

2連率41.2%　勝率5.66　優出3回　優勝2回

� 評価 Ｓ　近況 ➡
ポテンシャルは相当。化ける余地。

2連率40.2%　勝率5.79　優出1回　優勝0回

� 評価 Ａ　近況
扌

谷野錬志が優勝しパワー回復傾向。
2連率39.1%　勝率5.51　優出3回　優勝2回

� 評価 Ａ　近況
扌

夏場は普通。気温下がって上向き。
2連率38.3%　勝率5.43　優出4回　優勝0回

� 評価 Ａ　近況 ➡
4優出は7月以降。行き足が安定。

2連率37.4%　勝率5.27　優出4回　優勝1回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
9月峰竜太がＶも11月転覆で下降。

2連率36.6%　勝率5.68　優出6回　優勝1回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
整備を繰り返しても上昇気配なく。

2連率35.4%　勝率5.00　優出1回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
Ａ1級が乗ってもずっと平凡な足。

2連率35.0%　勝率5.33　優出0回　優勝0回

� 評価 ＳＳ　近況 ➡
中間速は一番。調整合わせやすい。

2連率42.7%　勝率5.83　優出3回　優勝0回

� 評価 ＳＳ　近況 ➡
行き足＆伸びは選手間で評判集め。

2連率42.2%　勝率5.60　優出4回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
普通には動くがパンチ力に乏しい。

2連率40.8%　勝率5.65　優出3回　優勝2回

� 評価 Ａ　近況
扌

9月以降に上昇。まだ伸びシロも。
2連率39.8%　勝率5.57　優出3回　優勝0回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
良かった節でも中堅上位がやっと。

2連率38.9%　勝率5.57　優出1回　優勝0回

� 評価 ＳＳ　近況
扌

2節連続Ｖを含め10月以降絶好調。
2連率38.1%　勝率5.72　優出4回　優勝2回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
平凡。11月ペラ交換で変化あれば。

2連率37.2%　勝率5.36　優出3回　優勝1回

� 評価 Ｂ　近況 ➡
乗り手の腕で優勝2回。機力中堅。

2連率36.3%　勝率5.50　優出3回　優勝2回

� 評価 Ａ　近況
扌

うまく合わせられれば中堅上位級。
2連率35.2%　勝率5.32　優出4回　優勝0回

� 評価 Ａ　近況
扌

出足の安定感は十分。近況上向き。
2連率34.4%　勝率5.15　優出1回　優勝0回

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 松田　竜馬 A2 ③③③①③④①5⑥①
 11月 3日〜 8日 枝尾　　賢 A1 ④③③③④③③①⑥

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 渡部　　悟 A2 ③②②④②③④3①②
 11月 3日〜 8日 太田　和美 A1 ⑥①2①①⑥1❶

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 谷村　一哉 A1 ②⑤①④⑥②⑥⑥④
 10月 19日〜 23日 重野　哲之 A1 ③1①②③③1❹

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 山崎　裕司 A2 ⑤③⑥①③②④①③⑤
 11月 3日〜 8日 上條　暢嵩 A1 ①①③④②⑤2❺

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 永嶋　裕一 B1 欠欠（途中帰郷）
 11月 3日〜 8日 山田　哲也 A1 ②②①（途中帰郷）

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 佐々木　巌 B1 ⑤④④②⑥④⑥③
 11月 3日〜 8日 吉川　貴仁 A1 ③④⑤⑥①⑤⑤④

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 中田　竜太 A1 ③④④④⑤⑤⑥②
 10月 19日〜 23日 三浦洋次朗 A1 ⑤④①②①③3①⑤

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 須藤　博倫 A1 ⑤⑥⑥①②①④④①
 10月 19日〜 23日 谷川　祐一 A2 ①⑤④②①①①①

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 松尾　　拓 A2 ⑤①②③①③②2❹
 11月 3日〜 8日 中岡　正彦 A1 ⑤②③②④①④⑥⑤

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 吉田　拡郎 A1 ⑥③⑤③⑥①④①①
 10月 19日〜 23日 金子　拓矢 A1 ⑤③①②③①5②⑤

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 山口　裕太 B1 ②②①⑥②⑥④6①⑤
 11月 3日〜 8日 船岡洋一郎 A1 ③④④①⑥③④①⑥

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 秋元　　誠 B1 ①④⑥⑤③③③①⑥
 11月 3日〜 8日 石野　貴之 A1 ③②6②②⑥6②④

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 切田　潤二 B1 ③②⑤②⑥④③⑥④
 11月 3日〜 8日 丸野　一樹 A1 ②①5⑥⑥④⑥①⑤

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 森永　　隆 A2 ④②④①④③①5③②
 11月 3日〜 8日 田中信一郎 A1 ⑤①②②④⑥②⑥①

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 谷野　錬志 A1 ①5②③②①②①1❶
 11月 3日〜 8日 吉川　喜継 A1 ⑥②⑤④③⑥③⑤

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 松井　友汰 B1 ①①⑤④①⑤④3③①
 11月 3日〜 8日 濱野谷憲吾 A1 3①①③③①1❹

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 竹間　隆晟 B1 ④①④⑤③⑤⑥⑤
 11月 3日〜 8日 椎名　　豊 A1 ③①3③④②2❻

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 金子　拓矢 A1 ②2④③①④①⑥2❸
 11月 3日〜 8日 高倉　和士 A1 ④③②転①③◯落（途中帰郷）

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 永井　　源 A1 ③①④④⑤②①⑤②⑥③
 11月 3日〜 8日 古賀　繁輝 A1 ⑤⑥⑥③⑤④②②

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 中井　俊祐 B1 ②⑥④③⑤⑥②②②
 11月 3日〜 8日 原田　幸哉 A1 2⑤⑥⑤①⑤⑤④③

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 稲田　浩二 A1 ③②⑤④①4②⑥
 10月 19日〜 23日 坂口　貴彦 B1 ④①⑥⑤⑥⑤⑥

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 深水慎一郎 A2 ①⑤⑥①⑥①①5①③
 11月 3日〜 8日 藤原啓史朗 A1 ②⑥①③②5③②

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 山口　裕二 A1 ⑥⑥④転（途中帰郷）
 10月 11日〜 16日 島田なぎさ A2 ⑥⑤①⑤①②③②6①③

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 谷口　知優 B1 ④④④⑥①⑤③⑤⑤
 11月 3日〜 8日 丸岡　正典 A1 ④①④②④②2❷

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 松尾　　祭 B1 ④⑥②③②②②4②⑤
 11月 3日〜 8日 岡村　　仁 A1 ③⑤①②③③3③②

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 田中　辰彦 A2 ②①③⑤①①②⑤6①④
 11月 3日〜 8日 岡　　祐臣 A1 ②⑤③①①3⑤①

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 山来　和人 B1 ⑤⑥②②⑥②④④
 11月 3日〜 8日 下條雄太郎 A1 ⑥⑥③①②②4①⑤

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 佐藤　博亮 A1 ②⑥③②③②⑤③②③①
 11月 3日〜 8日 小池　修平 A1 ⑥③⑥①①6①⑥

■最近2節成績
 11月 18日〜 23日 山田　雄太 A2 ①⑥②①①②④③1❺
 11月 3日〜 8日 松井　　繁 A1 1③④①②④1❸

■最近2節成績
 11月 3日〜 8日 前田　将太 A1 ⑤②②②⑥③①⑤①
 10月 19日〜 23日 松尾　昂明 A1 ①6④②①⑥4③②

気温が下がればイン有利 
前日より暑ければ 

スタート巧者の出番 !
　住之江の真冬の昼間開催となれば、正月恒例
の全大阪王将戦が参考になるが、選手を最も困
らせるのは気温差だ。前日と比較して、気温が
上がった時に調整の難しさが生じる。行き足に
影響が出やすく、スタート勘が狂い、スリット
隊形がばらけやすい。本場に足を運んで、「昨
日より暑いな…」と感じた日は“スタート巧者
の出番あり！”と覚えておきたい。
　また、気温が下がれば下がるほど、行き足が
安定し、インが強くなる。この時期は追い風も
あまり強くないので水面状況が良い。人気薄レ
ーサーの台頭で大きく荒れるか、インから内寄
りの決着で終わるか、3連単の配当は両極端の
結果になりやすい。

技術差大きい女子レーサー 
2、4、6コースの周回 

展示をしっかりチェック !
　冬場になると、選手のコメントで「回り過
ぎ」という言葉が多くなる。基本的に寒い時期
のほうがモーターの出力は高くなり、回転を抑
える調整が必要になるが、その微妙なさじ加減

が難しい。
　住之江は全国で
も屈指の硬い水面
だ。海水面では可
能な軽快なターン

が、淡水の住之江では、わずかに回転が合って
いないだけで不可能になる。周回展示を見てい
ると、その良し悪しは顕著。女子レーサーはハ
ンドル操作、レバー操作の技術差が大きく、特
に差しが多くなる2、4、6コースの選手の周
回展示の動きを確認しておきたい。また、整備
で気配一変があるとすれば、ギヤケー
ス交換が最も効果を生みやすい。

ＳＧ覇者・遠藤エミに 
歴代女王＆新興勢力が 

どこまで迫るか !?
　クイーンズクライマックスは遠藤エ
ミ（滋賀）が断然の主役だ。ただ1人
のＳＧ覇者、さらには、賞金トップで
1号艇スタートの利点も大きい。
　平高奈菜（香川）、守屋美穂（岡山）

が 実 力 で 次 ぐ 存
在。特に守屋は17
年以降の住之江勝
率は7点を超え、
優勝も2度と相性が抜群だ。昨年覇者の田口節
子（岡山）も近況のリズムは悪くない。
　これらの既存勢力に対し、高田ひかる（三
重）が風穴をあけるか。鳴門レディースチャレ
ンジカップは優勝こそ逃したが、人一倍の存在
感を見せた。伸びを引き出す調整にかけてはア
ドバンテージがあり、一気に女王まで上り詰め
ても不思議はない。

　クイーンズクラ
イマックスシリー
ズは落合直子（大
阪）、鎌倉涼（大

阪）の地元勢が中心。11月三国ヴィーナスＳで
優勝した藤原菜希（東京）も好調。来年の女王
争いに弾みをつけたい。

の
レースを読み解く！
 東　和弘 ●『日刊スポーツ』

クライマックス出場選手 住之江勝率 クライマックス出場選手 住之江3連率
順位 選手名 勝率
① 平高　奈菜 7.93
② 平山　智加 7.40
③ 田口　節子 7.09
④ 細川　裕子 7.03
⑤ 香川　素子 7.00
⑥ 高田ひかる 6.37
⑦ 寺田　千恵 6.35
⑧ 遠藤　エミ 6.18
⑨ 守屋　美穂 6.00
⑩ 長嶋　万記 5.61
⑪ 堀之内紀代子 4.58
⑫ 中村　桃佳 4.42

順位 選手名 3連率
① 平山　智加 75.0%
② 細川　裕子 73.7%
③ 田口　節子 72.7%
④ 平高　奈菜 70.3%
⑤ 寺田　千恵 61.2%
⑥ 高田ひかる 60.0%
⑦ 香川　素子 55.5%
⑧ 遠藤　エミ 51.1%
⑨ 長嶋　万記 47.2%
⑩ 中村　桃佳 42.1%
⑪ 堀之内紀代子 41.6%
⑫ 守屋　美穂 38.4%

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 好調　➡普通　 ➡下降　ＳＳ上々　Ｓ上　Ａ普通　Ｂ可

かまくら　りょう
1989年4月30日生まれ。大阪支部・100期。
2007年5月、住之江でデビュー。11年5月、芦屋・一般競走
で初優勝。10年3月、下関・レディースチャンピオンでＧⅠ
初出場。13年5月、福岡・オールスターでＳＧ初出場。同期
には桐生順平、平高奈菜らがいる。

Profile

大阪支部 鎌倉　涼
住之江・冬場の水面と
モーター整備を語る

 「住之江は回転を合わせるのが本当に難しいレー
ス場だと思います。特に冬場はそれが顕著です。
どうやって回転を抑えるかが重要ですが、抑える
だけだと進まなくなってしまう。スタートもバラ

つく時があるので難しいで
す。風がないのが唯一の救い
ですね。

　水面は硬くて乗りづらいので、私は乗りやすさ
を第一に調整するようにしています。乗りにくい
ままだと、道中の競りとかにも影響が出て、全く
レースになりません。
　1周2マークは結構波が残っているので、そこ
も難しい。1マークがベタ水面なので、そこで抜
け出せれば良いんですけど。地元選手も結構苦労
していると思います。私自身も6月オールレディ
ースで初めて住之江で優勝できたくらいなので。
あの時は小池礼乃選手の�、大橋栄里佳選手の
�が出ていたのが印象に残っています。
　住之江で大事なのは、とにかく乗り心地。回転
を合わせられたら乗り心地がきます。勝つにはそ
こがポイントになってきます」

住之江で大事なのは、とにかく乗り心地 !

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

シリーズ出場選手 住之江勝率 シリーズ出場選手 住之江3連率
順位 選手名 勝率
① 渡邉　優美 7.44
② 實森　美祐 7.22
③ 鎌倉　　涼 7.01
④ 落合　直子 6.96
⑤ 三浦　永理 6.77
⑥ 若狭奈美子 6.75
⑦ 海野ゆかり 6.71
⑧ 松本　晶恵 6.67
⑨ 宇野　弥生 6.45
⑩ 渡辺　千草 6.25

順位 選手名 3連率
① 渡邉　優美 88.8%

② 若狭奈美子 81.2%

③ 三浦　永理 78.6%

④ 實森　美祐 77.7%

⑤ 倉持　莉々 76.1%

⑥ 落合　直子 74.2%

⑦ 鎌倉　　涼 73.6%

⑧ 大瀧明日香 71.4%

⑨ 海野ゆかり 68.2%

⑩ 宇野　弥生 63.8%

※2019年12月1日〜2022年11月23日 ※2019年12月1日〜2022年11月23日／15走以上
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最近3年 クイーンズクライマックス＆シリーズ出場選手　住之江相性度ランキング

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 8.13 60.9% 12.9% 8.6% 0.15 217回 - - - 8回 1回

2コース 5.39 12.7% 24.0% 19.4% 0.16 - 13回 - 26回 7回 1回

3コース 5.37 11.0% 25.3% 21.0% 0.16 - 16回 18回 4回 3回 0回

4コース 4.95 8.9% 19.4% 19.7% 0.15 - 18回 11回 1回 3回 0回

5コース 4.37 5.7% 14.1% 19.5% 0.16 - 3回 14回 0回 3回 1回

6コース 2.92 1.0% 4.5% 12.1% 0.18 - 0回 2回 0回 0回 2回

｜真｜冬｜の｜昼｜間｜開｜催｜ 
｜レ｜ー｜ス｜

全大阪王将戦
 最近5大会  

進入コース別成績
（2018年〜2022年／372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 8.11 58.4% 16.5% 7.3% 0.15 1158回 - - - 43回 2回

2コース 5.68 14.2% 25.9% 18.3% 0.16 - 65回 - 189回 33回 6回

3コース 5.50 10.9% 24.5% 21.3% 0.15 - 88回 83回 26回 27回 2回

4コース 5.03 10.6% 16.6% 21.1% 0.15 - 110回 54回 32回 20回 3回

5コース 4.12 4.5% 11.6% 17.9% 0.16 - 28回 48回 4回 9回 4回

6コース 3.08 1.2% 4.9% 14.3% 0.17 - 10回 10回 3回 3回 0回

｜ナ｜イ｜タ｜ー｜レ｜ー｜ス｜
住之江 最近10ヵ月  
進入コース別成績

（ ）2022年2月1日〜11月23日 
2,060レース



1110 プレミアムＧⅠ第11回クイーンズクライマックス
オフィシャルパンフレット

現金 10万円   5名様

現金 5万円   10名様

現金 3万円   17名様

現金 1万円   28名様

現金 5千円   50名様

オリジナルパーカー   100名様

オリジナルマフラー   100名様

12/26㊊  中央ホールで公開配信 12/27㊋  中央ホールで公開配信

12/29㊍

12/28㊌  中央ホールで公開配信

12/30㊎

クイーンズクライマックス特別番組! 住之江ウルトラライブ!!
12/31㊏

住之江
ゼミナール
野添貴裕

益田あゆみ

イベント＆
ファンサービス

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、12/30金（5日目）・31土（最終日）のボートレース住之江
への入場は、事前抽選による入場制限を行っております（※応募は終了しております）。

● 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。

● 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。
● 詳細についてはボートレース住之江公式ウェブサイトをご確認下さい。

12/26㊊ オープニングセレモニー
選手紹介・シリーズ戦ドリーム 
出場選手インタビュー
9：30頃〜　 場所  中央ホール
●当選招待ハガキをお持ちの方のみ参加できます。

12/29㊍

坂上忍の やっぱ!ドカーンと 
いかなきゃダメでしょう!

〜クイーンズクライマックス編〜
第5Ｒ発売開始（13：21頃）〜第10Ｒ発売締切（16：30頃）　 場所  中央ホール

12/30㊎

12/31㊏  クイーンズクライマックス＆シリーズ優勝戦 
出場選手インタビュー
10：50頃〜　 場所  北スタンドコンコース特設ステージ

シリーズ優勝者表彰セレモニー
第12Ｒ発売開始（17：13頃）〜　 場所  北スタンドコンコース特設ステージ

優勝者表彰セレモニー　
第12Ｒ終了後　 場所  中央ホール

スクラッチカード配布　

有料入場先着順でスクラッチカードを配布。当たりカードと住之
江未確定舟券1,000円分の提示でマフラータオルをプレゼント！
開門（10：30頃）〜　 場所  南入場門

12/27㊋ クイーンズクライマックス
オリジナルカレンダープレゼント

入場時に引換券を配布し、第3Ｒ発売開始（12：17頃）
からカレンダーと引換券の交換をいたします。
開門（10：30頃）〜　 場所  南入場門

12/28㊌  
トライアル出場選手インタビュー
10：50頃〜　
場所    北スタンドコンコース特設ステージ

12/26㊊〜30㊎ 公開勝利者インタビュー　
場所  北スタンドコンコース特設ステージ

BOAT girl DAY　
ボートレース女子を対象にノベルティ
をプレゼント（先着300名様）！
場所  総合インフォメーション

12/26㊊
～

31㊏

公式 配信 配信時間 第1〜12R

永島知洋

永島知洋

永島知洋イッチー 永島知洋白河雪菜CYBERJAPAN DANCERS
KANAE・KAZUE

梅沢富美男日乃陽菜美日乃陽菜美 平井佳織

藤村椿 日乃陽菜美

前検日から
最終日まで

開講!

ファイナルチャンス1st
ＰＧⅠ第11回クイーンズクライマックス／ＧⅢクイーン
ズクライマックスシリーズ（令和4年12月26日〜31日）
で節間に10,000円以上購入した方が対象。10,000
円を1口とし、購入口数に応じて当選確率がアップ！

ファイナルチャンス2nd
ＰＧⅠ第11回クイーンズクライマックス／ＧⅢクイーンズク
ライマックスシリーズ（令和4年12月26日〜31日）で節間に
5,000円以上購入した方が対象。5,000円を1口とし、購
入口数に応じて当選確率がアップ！

詳細は特設 
サイトから

ファイナルチャンス1st  賞品
ファイナルチャンス2nd 賞品

クイーンズクライマックス抽選会
当日のボートレース住之江第7Ｒ以降の未確定舟
券1,000円分につき1回ご参加いただける抽選会を
実施します。
※お一人様1度の整列につき最大5回まで抽選にご参加いただけます。
※賞品なくなり次第終了とさせていただきます。

第7Ｒ発売開始（14：27頃）〜　 場所  中央ホール西側

12/26㊊
～

29㊍

2022BOAT RACE CMイメージキャラクター

神尾楓珠 トークショー
第8Ｒ発売開始（15：00頃）〜　 場所  中央ホール

●当日、ボートレース住之江場内で配布する 
　整理券をお持ちの方のみ参加できます（先着300名）。

開門（10：30頃）〜　
場所  2階休憩所内

420名様にチャンス!

金箔入り 
スパークリング 
ワイン 

『Felistas』
※優勝選手オリジナルラベル入り

堂島ミックスナッツ　
中瓶2本セット

上方ビール　6本セット

大阪ぐるめすうぷ 
「肉すい」　4袋セット

●画像はイメージです。

※ ファイナルチャンスにご参加いただくには、
「電投チャンス」「万舟券バトル」へのエント
リーが必要です。

50
名様

20
名様

10
名様

30
名様

「電投バトル」の特別編として、特定の開催限定で「3連単
万舟券バトル」を実施！
対象期間中、もっとも高配当の3連単舟券を的中させた方
に、現金5万円をプレゼント。的中者数によっては、賞金
5万円を最大10人で山分けor参加者全員の中から抽選で
当たるチャンスも！ いざ、挑戦者求ム！

2022.4-2023.3
スミノエ12＃

特定の開催限定！
最高配当を狙って、現金5万円ゲット!

※ 必ず事前に電話投票キャンペーンのエントリーをお済ませください。電話投票だけでは電投チャンスの参加の対
象になりませんのでご注意ください。

※ 当選者は、電投チャンスサイト内で発表いたします。（エントリーの際に入力いただいたニックネームを発表）
※ 一度登録をされると、2023年3月31日までの電投チャンス・万舟券バトルに自動エントリーされます。
※ 各レース最終日までにご登録いただくと、その節の参加が対象となります。

※ 必ず事前に電話投票キャンペーンのエントリーをお済ませください。電話投票だけでは万
舟券バトルの参加の対象になりませんのでご注意ください。

※ 結果は対象開催の翌月に万舟券バトルサイト内で発表します。（エントリーの際に入力い
ただいたニックネームを掲載。）

※ 一度登録をされると、2023年3月31日までの電投チャンス・万舟券バトルに自動エントリ
ーされます。

※各対象開催の最終日までにご登録いただくと、当該開催のバトルが参加対象となります。

2022年4月〜2023年3月までの全レースを対象に、
開催ごとに抽選で 

合計40万円以上をプレゼントします。
買えば買うほどチャンスは増える！

いますぐエントリーしよう！

全レースが対象！毎節ごとの
キャッシュバックキャンペーン!

▲
まずは

エントリー

まずはエントリー▶

公開LIVE

配信 
予定

12/25㊐  19：00頃〜 
12/26㊊〜31㊏  12Ｒ終了後

開門（10：30頃）〜　
場所  北広場

総
額204万円！ キャッシュバック


