
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「ボートレースクラシック特集号」プレゼント係
締　切	 2023年3月22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、「ボートレースクラシック・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・Webを明記して、右記の宛先までお送りください。
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ボートレース平和島		ＳＧ第58回ボートレースクラシック		オリジナルクオカードをプレゼント!

■開門予定　3月16日㊍  8：30　3月17日㊎〜21日㊋  9：00
■第1レース・スタート展示　10：15

特設サイト
全日程
JLC
680

ＣＳ中継

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。

国及び東京都の新型コロナウイルス感染症対策に関する各種制限の緩和等を受け、ＳＧクラシック最終日3月21
日㊋は事前抽選による入場制限を中止し、一般入場とさせていただきます。なお、ＳＧ開催期間中、本場及びボ
ートレース平和島劇場ともに、場内の混雑状況により入場制限を行う場合はございます。ご承知おきください。

筑豊イズムを胸に秘め
いざGRANDE5初挑戦！

新開　航
the INTERVIEW

BOAT RACE
2023

3
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

0 4 ＃

ＳＧ2023 スタート！ 開幕を彩るドリームレーサー

4262 （滋賀）
馬場	 貴也

4445 （佐賀）
宮地	 元輝

4524 （静岡）
深谷	 知博

3941 （愛知）
池田	 浩二

4787 （群馬）
椎名	 豊

4502 （滋賀）
遠藤	 エミ

ドリーム
1号艇

ドリーム
2号艇

ドリーム
3号艇

ドリーム
4号艇

ドリーム
5号艇

ドリーム
6号艇



32 ＳＧ第58回ボートレースクラシック特集号

小学生の時に野球で全国大会優勝 
メンタルはあの時に鍛えられた！
―ボートレースとの出会いは？

新開　小学生の時ですね。ボートレーサーにな
りたいと言う知り合いがいて、そんな職業があ
るんだなと。本気でなりたいと思うようになっ
たのは、高校生になって将来を考えた時です。
体を動かすのが好きだったし、自分の体型にも
ピッタリだなと思いました。
　ただ高校生の時は両親に反対されました。と
りあえず大学に進学してから考えてほしいとの
ことでした。それならと思って大学に進学しま
したが、レーサーになりたいという意思は変わ
らなかったので、すぐに養成所の試験を受けま
した。1回で合格しました。もう合格となった
ら両親も応援してくれました。

―いざ養成所に入ってみてどうでしたか？

新開　プロとしてやっていける手応えは全くな
かったですね。同期でも上のほうは凄すぎて。
特に宮之原輝紀、栗城匠、板橋侑我が強烈でし
た。既にレベルが違うなと思いました。今、そ
れぞれが結果を出しているのを見ても全く驚か
ないですよ。
　養成所がハードだという人もいるけど、自分
的にそれよりも大変だったのは小学生の時の野
球チームですね。全国大会で優勝するようなチ
ームに所属していたので、その時の練習がとに
かく厳しくて。練習の30分前には自主練してい
るなど、周りの意識も高かったです。
　そこでメンタルが鍛えられました。レーサー
になって辛い時があっても「あの頃を頑張れた
んだから」とすぐに気持ちを切り替えることが
できます。自分でもメンタルが強いと思えるの
は、その時を乗り越えられたお陰ですね。

―陸でも水面でも冷静なイメージです。

新開　生まれ育った飯塚という環境もメンタル
が強くなれた要因かもしれません。当時は思わ
なかったけど、今思うと周りもハングリーな人
が多かったですね。負けず嫌いというか。自分

も野球は大変だったのに、辞めようと思ったこ
とはありませんでした。プロ野球選手になりた
いとかそういうのではなく、友達が続けている
からという理由だけで続けられましたね。

記念では瓜生正義からアドバイス 
同郷の大先輩は全てが異次元！
―2016年5月にデビューしました。

新開　デビューしてからは中村真さん、瓜生正
義さんら筑豊軍団の方々に面倒を見ていただい
ています。何でも相談しやすい先輩がたくさん
いるという環境が、自分にとっては凄く良いで
すね。先輩方には練習にも付き合っていただき
ました。特に当時は石倉洋行さんに多く付き合
っていただきましたね。石倉さんはＦ休みも多
かったので（笑）。自分にしてもらったことを
後輩にじゃないけど、今は自分も後輩の練習に
はなるべく付き合うようにしてます。
　Ａ級になれた時期にはプロとして何とかやっ
ていけるなと思いました。とりあえずクビには
ならなそうだぞと。デビューして最初の目標は
クビにならないことでしたから。それは先輩に
も言われていました。

―最近はどの場でもモーターを仕上げている
イメージがあります。

新開　確かに調整力はついたと思いますが、記
念になると目立ちませんね。記念では瓜生さん
と同じ斡旋になることも多く、たくさんアドバ
イスをいただいています。瓜生さんと話をでき
ることが自分の成長に繋がっています。
　瓜生さんのプロペラは凄い形をしています。
表現が難しいのですが、他の人よりも強いバラ
ンスで仕上げられているというか…。自分も真
似をして叩き変えると良くなることのほうが多
いのですが、乗りづらくなりますね。瓜生さん
はそれでもキレイに差して勝っています。乗り
方ですね。全てにおいてレベルが違います。

―その乗り方に関しては？

新開　ここ半年ぐらいでウイリーを意識しはじ

めました。上手い人たちを見ていて、自分もで
きたらなあ、という感じで。まだ見様見真似で
そこまでの手応えはないけど、悪影響にもなっ
てないので続けています。
　とにかくウイリーはボートが安定しなければ
意味がないんです。安定したうえでスピード、
そこを意識しています。まだ改善の余地が多く
ありますね。

インコースなら絶対に勝てる！ 
家族の支えもパワーに大躍進
―それでも昨年はＶ10に年間最多勝利です。

新開　今は「インコースの時は自分がミスをし
なければ絶対に勝てる」というイメージができ
ています。全コースから勝てる選手を目指して
いますが、インは絶対に勝てる、期待に応えら
れる選手になりたいと意識が変わりました。昨
年の成績を残せた要因で一番大きいのはそこで
しょうね。
　それに一昨年は結婚もしました。それから成
績が良くなったので、結婚したことも今の結果
に凄く関係していると思います。仕事に取り組

みやすい環境にしてくれています。家族の存在
がパワーの源になっていますね。

―平和島についてはどうですか？

新開　平和島のイメージも良いですよ。今回と
同じ時期だった昨年の3月ルーキーシリーズで
は、モーターをちゃんと仕上げられて優勝でき
ました。何となく淡水のレース場が得意かなと

かは思うけど、どのレース場が苦手とかは全く
ないです。とにかくクラシックまでは事故をす
ることなく、万全の状態で行きたいですね。

―最後に意気込みをお願いします。

新開　もちろん出るからには優勝しか考えてい
ません。自分は調整もレースも、考える→試す
→反省というサイクルを繰り返していて、現状
に満足することはありません。テーマは『点滴
穿石』です。簡単に言うと塵も積もれば山とな
るですね。少しずつ努力を積み重ねて、いつか
大きな結果を出したいです。自分には伸びシロ
しかないとも思っています。
　それに気持ちは『人間万事塞翁が馬』。結果
に対して一喜一憂せずに頑張ります！

ＳＧボートレースクラシック　歴代優勝者
回 開催年 開催場 優勝者

第1回 1966年 平和島 長瀬　忠義
第2回 1967年 住之江 竹内　虎次
第3回 1967年 住之江 石川　　洋
第4回 1968年 戸　田 岡本　義則
第5回 1970年 住之江 加藤　峻二
第6回 1971年 蒲　郡 松尾　幸長
第7回 1972年 福　岡 石黒　広行
第8回 1973年 浜名湖 鈴木　文雄
第9回 1974年 常　滑 彦坂　郁雄
第10回 1975年 下　関 石原　　洋
第11回 1976年 住之江 常松　拓支
第12回 1977年 下　関 山本　泰照
第13回 1978年 丸　亀 北原　友次

回 開催年 開催場 優勝者

第14回 1979年 浜名湖 松尾　泰宏
第15回 1980年 蒲　郡 中本　逸郎
第16回 1981年 児　島 平尾　修二
第17回 1982年 下　関 彦坂　郁雄
第18回 1983年 平和島 高峰　孝三
第19回 1984年 常　滑 増沢　良二
第20回 1985年 平和島 黒明　良光
第21回 1986年 平和島 古川　文雄
第22回 1987年 蒲　郡 国光　秀雄
第23回 1988年 戸　田 彦坂　郁雄
第24回 1989年 戸　田 高橋　博文
第25回 1990年 平和島 岩口　昭三
第26回 1991年 平和島 野中　和夫

回 開催年 開催場 優勝者

第27回 1992年 蒲　郡 鈴木　幸夫
第28回 1993年 戸　田 植木　通彦
第29回 1994年 平和島 大森　健二
第30回 1995年 平和島 服部　幸男
第31回 1996年 平和島 中道　善博
第32回 1997年 住之江 西島　義則
第33回 1998年 丸　亀 西島　義則
第34回 1999年 児　島 今垣光太郎
第35回 2000年 浜名湖 矢後　　剛
第36回 2001年 尼　崎 烏野　賢太
第37回 2002年 平和島 野澤　大二
第38回 2003年 戸　田 西村　　勝
第39回 2004年 福　岡 今村　　豊

回 開催年 開催場 優勝者

第40回 2005年 多摩川 笠原　　亮
第41回 2006年 平和島 中澤　和志
第42回 2007年 平和島 濱野谷憲吾
第43回 2008年 児　島 松井　　繁
第44回 2009年 多摩川 池田　浩二
第45回 2010年 平和島 山口　　剛
第46回 2011年 戸　田 震災のため中止
第47回 2012年 戸　田 馬袋　義則
第48回 2013年 平和島 池田　浩二
第49回 2014年 尼　崎 松井　　繁
第50回 2015年 尼　崎 桐生　順平
第51回 2016年 平和島 坪井　康晴
第52回 2017年 児　島 桐生　順平

回 開催年 開催場 優勝者

第53回 2018年 浜名湖 井口　佳典
第54回 2019年 戸　田 吉川　元浩
第55回 2020年 平和島 吉川　元浩
第56回 2021年 福　岡 石野　貴之
第57回 2022年 大　村 遠藤　エミ

●	第46回大会は「ＳＧ東日本復興支援競走」とし
て2011年8月に代替開催（優勝者・重野哲之）

Profile
しんかい　わたる
1996年2月12日生まれ。福岡支部・118期。
2016年5月、芦屋でデビュー。18年1月、芦屋・一般
競走で初優勝。22年7月、芦屋・ＭＢ大賞でＧⅡ初優
勝。22年12月、大村・ＧＰシリーズでＳＧ初出場。同
期には栗城匠、板橋侑我、宮之原輝紀らがいる。

◆通算成績	

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 1,587回 44回 15回 42.8％ 58.7％
Ｓ　Ｇ 8回 0回 0回 37.5％ 37.5％
Ｇ　Ⅰ 124回 0回 0回 28.2％ 41.9％

◆全国成績（最近2節）
23年	 2月	 若　松	 ＧⅠ・地区選	 3④⑥⑤①⑤②⑥⑥⑥
23年	 1月	 戸　田	 ルーキーＳ	 ②①①③②①②③1❶
◆平和島成績（直近2節）
22年	 3月	 ルーキーＳ	 ①①①①②①①②1❶
19年	12月	 ルーキーＳ	 ①④③④②②②③3①1

（2023年2月17日現在）

　「最近の平和島は『1マークがウネっている』と言う選手が増
えました。ベタ水面に見えても、1マークで流れたりするん
で、自分の中では全国でも1、2を争うぐらい、インが難しい
レース場だと思っています。それにバックでは差した艇が伸び
るイメージもあって、差されないように落として回ると、セン
ターから全速戦で攻め込まれたり。いずれにしてもインはしっ
かりと舟足がないと逃げられない感じです。
　その分、イン以外でも勝負になります。4カドが捲って5コ
ースが捲り差しのイメージもありますね。6コースも江戸川の
次にチャンスがあるんじゃないかなと思っています。
　冬は基本的に向い風で、その他の季節は追い風。ただ、時期
によっては午前と午後で風向きが変わることが結構あります。

以前は対岸のビルの隙間からの
突風により、直線で煽られたり
することがあったけど、今年の
正月戦の時は建物が取り壊され
てていて、吹き込む風が弱くなっていました。もし、まだ建物
が建っていなければ、突風は気にせずに行けそうです。
　地元で走り慣れているし、個人的には調整がしやすく乗りや
すい。スタートも難しいと思ったことはありません。地元の 
ＳＧなので、優勝を目指して走りたいと思います！」

第58回大会	 平和島
優勝戦

2023年3月21日㊋
第12レース

注目レーサー 　the INTERVIEW

4297	山田		哲也（東京）

地元水面に
絶対的自信！

Profileやまだ　てつや
1982年10月14日生まれ。東京支部・95期。
2004年4月、多摩川でデビュー。09年5月、唐津・一般競走で初優勝。
11年1月、宮島・ヤングダービーでＧⅠ初優勝。12年10月、福岡・ダ
ービーでＳＧ初優出。同期には岡村仁、峰竜太、海野康志郎らがいる。

新たな時代	 の幕開けだ
昨年Ｖ10は全レ ーサーでトップ！

4932新開� 航（福岡）
　一昨年までは通算5年でＶ4も、昨年は1 年間だけでＧⅡ含むＶ10。このブレイクの背
景には、失敗を怖れないメンタル、そして失 敗を次に活かせる自己分析力があった。「ま
だ自分には伸びシロしかない」も大げさでは ない。今年はさらなる高みを目指すチャレン
ジャーに意気込みを聞いた。  （インタビュー・構成／重松伸生）
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Ａ1・香川・37歳Ａ1・長崎・47歳

昨年は4優出Ｖ1とＳＧ
戦線で大ブレイク。

未だなしえぬ賞金王へ今
年も全力投球だ。

グランプリ優出者 2年ぶり3回目

4459	 かたおか		まさひろ

片岡	 雅裕
グランプリ優出者 6年連続16回目

3779	 はらだ		ゆきや

原田	 幸哉
	7.29	 6.86	7.07	 6.47

Ａ1・愛知・32歳

着実に実力を伸ばして	
ＧＰ優出まで到達だ。

グランプリ優出者 5年連続5回目

4586	 いそべ		まこと

磯部	 誠
	7.59	 7.38

Ａ1・群馬・39歳

当大会は2年連続優出中
とこの時期も強い。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 11年連続11回目

4238	 ぶすじま		まこと

毒島	 誠
	7.99	 7.47

Ａ1・埼玉・36歳

今年は早くも1月若松で
3年連続のＧⅠＶ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 10年連続10回目

4444	 きりゅう		じゅんぺい

桐生	 順平
	7.81	 7.47

Ａ1・福岡・27歳

昨年以上となればＳＧ初
Ｖはかなり近そう。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年連続3回目

4831	 はの		なおや

羽野	 直也
	7.60	 7.76

Ａ1・佐賀・35歳

ＧⅠとＧⅡで優勝して3
年ぶりにＳＧ復帰。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 4年ぶり2回目

4500	 やまだ		こうじ

山田	 康二
	7.63	 7.33

Ａ1・群馬・28歳

ＳＧでも4節連続予選突
破中と力負けなし。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 4年ぶり2回目

4851	 せき		ひろや

関	 浩哉
	7.60	 7.46

Ａ1・佐賀・48歳

ＳＧＶ2はともに当地と
水面攻略は好印象。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 5年連続13回目

3623	 ふかがわ		しんじ

深川	 真二
	7.44	 8.63

Ａ1・香川・30歳

ヤングダービーＶでＳＧ
戦線挑戦権ゲット。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 初出場

4643	 おおみ		しょうご

近江	 翔吾
	6.77	 8.00

Ａ1・静岡・44歳

悔いを残した昨年の巻き
返しを今年は誓う。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年ぶり10回目

3960	 きくち		こうへい

菊地	 孝平
	7.81	 6.56

Ａ1・福岡・36歳

昨年11月福岡ＤＣは真骨
頂の捲り差しでＶ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年ぶり6回目

4296	 おかざき		やすひろ

岡崎	 恭裕
	7.59	 6.57

Ａ1・福井・36歳

10月児島周年Ｖ以降は低
調も切れ味戻れば。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 7年ぶり2回目

4391	 まつだ		ゆうき

松田	 祐季
	6.99	 ―

Ａ1・福井・53歳

11月浜名湖周年は捲りで
Ｖと気迫攻め健在。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 3年ぶり18回目

3388	 いまがき		こうたろう

今垣	光太郎
	7.99	 7.24

Ａ1・群馬・38歳

昨年はＳＧで予選突破な
しも常滑周年でＶ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 5年ぶり2回目

4362	 つちや		とものり

土屋	 智則
	6.84	 7.44

Ａ1・岡山・33歳

昨年はＶ6で出場し今年
はＧⅠＶで出場だ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年連続2回目

4537	 わたなべ		かずまさ

渡邉	 和将
	6.53	 ―

Ａ1・大阪・40歳

波あるが好調期突入なら
誰も止められず。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 4年連続11回目

4168	 いしの		たかゆき

石野	 貴之
	7.52	 6.77

Ａ1・岡山・42歳

昨年のダービーでは9年
半ぶりにＳＧ予選突破。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 11年ぶり3回目

4050	 たぐち		せつこ

田口	 節子
	6.65	 8.18

Ａ1・静岡・36歳

ＳＧデビューの昨年ダー
ビーで優出に迫る。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 初出場

4494	 かわい		ゆうき

河合	 佑樹
	6.61	 6.25

Ａ1・大阪・50歳

ＳＧＶ遠ざかるが今期初
戦の住之江ＧⅠＶ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年連続19回目

3557	 おおた		かずみ

太田	 和美
	6.73	 5.88

Ａ1・兵庫・38歳

ＳＧにも定着し今や兵庫
を引っ張る存在に。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年ぶり4回目

4290	 いなだ		こうじ

稲田	 浩二
	6.97	 6.55

Ａ1・東京・40歳

今期はまさかのスランプ
も地元の意地あり。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年連続4回目

4297	 やまだ		てつや

山田	 哲也
	5.42	 6.77

Ａ1・広島・49歳

ＧⅠＶにＳＧ3優出とベ
テランになり覚醒。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 3年ぶり6回目

3737	 うえひら		しんじ

上平	 真二
	6.26	 6.90

Ａ1・広島・36歳

ＳＧ4戦してまだ予選突
破がなく今度こそ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年連続2回目

4398	 ふなおか		よういちろう

船岡	洋一郎
	7.00	 6.69

Ａ1・滋賀・46歳

昨年悲願のＧⅠ初Ｖ飾り
当大会に初挑戦だ。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 初出場

3900	 かがわ		もとこ

香川	 素子
	6.52	 5.82

Ａ1・福岡・27歳

昨年は芦屋ＧⅡを含むＶ
10と大きく弾けた。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 初出場

4932	 しんかい		わたる

新開	 航
	7.41	 9.70

Ａ1・三重・45歳

5年ぶりのＳＧＶを狙っ
て集中力を高める。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年ぶり14回目

4024	 いぐち		よしのり

井口	 佳典
	7.25	 7.55

Ａ1・大阪・50歳

昨年児島ＧⅡで優勝し4
年ぶりにＳＧ挑戦。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 5年ぶり18回目

3556	 たなか		しんいちろう

田中	信一郎
	7.58	 7.00

Ａ1・山口・26歳

ＳＧデビューだがＧⅡＶ
実績を自信に挑戦。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 ＳＧ初出場

4980	 ささき		かんた

佐々木	完太
	6.24	 6.73

Ａ1・福岡・34歳

昨年大会で5度目のＳＧ
優出と実績は十分。

優勝8回 2年連続3回目

4504	 まえだ		しょうた

前田	 将太
	7.74	 8.39

Ａ1・福岡・35歳

昨年のダービーで予選突
破と力は十分通用。

優勝8回 初出場

4566	 しおた		ほくと

塩田	 北斗
	7.19	 4.00

Ａ1・埼玉・39歳

昨年にＶ6をマークし念
願のＳＧデビュー。

優勝6回 ＳＧ初出場

4230	 はまさき		なおや

濱崎	 直矢
	6.92	 6.61

Ａ1・大阪・53歳

ＳＧでの覇権奪還へＢＢ
ＣＴ優勝で好発進。

優勝5回 2年ぶり26回目

3415	 まつい		しげる

松井	 繁
	6.91	 6.63

Ａ1・岡山・40歳

20年当地ＧＰシリーズ以
来のＳＧ参戦で気合。

優勝5回 5年ぶり6回目

4166	 よしだ		かくろう

吉田	 拡郎
	7.24	 6.78

Ａ1・大阪・36歳

今年こそ記念で初Ｖとチ
ャンスは逃さない。

優勝5回 2年ぶり2回目

4397	 にしむら		たくや

西村	 拓也
	7.12	 6.03

Ａ1・福岡・37歳

15年メモリアル以来の	
ＳＧＶを今年こそだ。

優勝5回 3年ぶり7回目

4350	 しのざき		もとし

篠崎	 元志
	7.14	 6.74

Ａ1・群馬・41歳

記念タイトルまだなしも
実力はハイレベル。

優勝5回 4年ぶり2回目

4188	 ひさだ		としゆき

久田	 敏之
	7.50	 7.83

Ａ1・山口・39歳

出場経験が多い大会で20
年には準優3着も。

優勝5回 2年ぶり5回目

4237	 おおみね		ゆたか

大峯	 豊
	7.37	 6.03

Ａ1・兵庫・44歳

一時の不振を乗り越え再
びＳＧ戦線に挑戦。

優勝5回 9年ぶり4回目

4055	 よしだ		としひこ

吉田	 俊彦
	7.40	 6.69

Ａ1・福岡・28歳

2年ぶり大会出場を機に
ＳＧ戦線再定着へ。

優勝5回 2年ぶり3回目

4848	 なかたに		はやと

仲谷	 颯仁
	7.21	 5.44

Ａ1・佐賀・24歳

昨年最優秀新人が地区選
ＶでＳＧデビュー。	

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 ＳＧ初出場

5084	 すえなが		かずや

末永	 和也
	7.08	 6.00

Ａ1・岡山・35歳

地区選Ｖで滑り込みは不
本意も底力さすが。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 3年連続8回目

4418	 かやはら		ゆうき

茅原	 悠紀
	7.79	 6.47

Ａ1・香川・24歳

登録番号5000番台初の	
ＧⅠ覇者となり挑戦。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 ＳＧ初出場

5043	 なかむら		ひゅうが

中村	 日向
	7.17	 7.00

Ａ1・兵庫・45歳

13年ぶりにＶ5クリアし
大会出場権ゲット。

優勝5回 13年ぶり2回目

4002	 こげつ		ひろし

古結	 宏
	6.75	 7.52

Ａ1・東京・48歳

江戸川地区選で優勝して
地元大会滑り込み。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 4年ぶり5回目

3716	 いしわた		てっぺい

石渡	 鉄兵
	7.54	 7.05

Ａ1・静岡・48歳

ＳＧ復帰を浜名湖地区選
Ｖでつかみ取った。

ＧⅠ・ＧⅡ優勝者 2年ぶり9回目

3744	 とくます		ひでき

徳増	 秀樹
	7.13	 7.88
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◎予備選手　①4482 守屋　美穂（岡山）　②4760 山崎　　郡（大阪）　③4095 福来　　剛（東京）　④4075 中野　次郎（東京）　⑤4685 島村　隆幸（徳島）　⑥3721 守田　俊介（滋賀）　⑦4074 柳沢　　一（愛知）　　　●選出除外選手　3897 白井　英治（山口）／4205 山口　　剛（広島）／4320 峰　　竜太（佐賀）／4344 新田　雄史（三重）／4686 丸野　一樹（滋賀）

ドリーム戦　3月16日㊍　（初日）第12レース

全　国
平和島

全　国
平和島

全　国
平和島

全　国
平和島

全　国
平和島

全　国
平和島

2年ぶり4回目 2年ぶり2回目 2年ぶり4回目 2年連続14回目 2年連続2回目 2年連続5回目

昨年はＧⅠ10優出Ｖ2にＳＧ2優出	
Ｖ1と、1年を通じて大活躍だ。

福岡周年と大村ＧＰシリーズはどち
らもインコース以外からＶゲット。

ＳＧ戦線は3年連続優出中で、昨年は
鳴門チャレンジＣで2度目のＳＧＶ。

昨年は唐津グラチャンで2013年グラ
ンプリ以来となるＳＧＶを飾る。

一昨年のＧⅡ初ＶでＳＧ戦線への扉
を開き、昨年は早くもＳＧ初Ｖだ。

昨年大会でＶゴールを決め、ボート
レースの歴史を塗り替えた。

	7.99	
	7.57

	7.39	
	6.95

	7.09	
	6.40

	8.25	
	7.74

	7.03	
	6.73

	6.77	
	6.57

4262 4445 4524 3941 4787 4502

Ａ1	
滋賀	
38歳

Ａ1	
佐賀	
36歳

Ａ1	
静岡	
34歳

Ａ1	
愛知	
44歳

Ａ1	
群馬	
34歳

Ａ1	
滋賀	
35歳

馬場	 貴也 宮地	 元輝 深谷	 知博 池田	 浩二 椎名	 豊 遠藤	 エミ

1号艇

ＧⅡ秩父宮妃記念杯（びわこ）優
勝

ＧⅠ近畿地区選手権（住之江）
優勝

ＧⅠ戸田プリムローズ（戸田）優
勝

ＧⅠ競帝王決定戦（下関）優勝
ＳＧボートレースダービー（常滑

）優勝

ＧⅠ福岡チャンピオンカップ（福
岡）優勝

ＳＧグランプリシリーズ（大村）
優勝

ＧⅡ全国ボートレース甲子園（下
関）優勝

ＳＧチャレンジカップ（鳴門）優
勝

ＳＧグランドチャンピオン（唐津
）優勝

ＳＧオーシャンカップ（尼崎）優
勝

ＳＧボートレースクラシック（大
村）優勝ばば		よしや みやち		もとき ふかや		ともひろ いけだ		こうじ しいな		ゆたか えんどう		えみ

3号艇2号艇 5号艇4号艇 6号艇

｜出｜場｜選｜手｜
選手データの見方

●欠場などにより選手が変更になる場合があります。

級別・支部・年齢
（初日現在）

選出理由 出場回数

登録番号

選手名
全　国 			最近6ヵ月（2022年

8月1日〜2023年1
月31日）の全国勝率

平和島 			最近3年（2020年2
月1日〜2023年1月
25日）の平和島勝率

［選出順位順・ドリーム出場選手を除く］



｜常
駐記者推奨 !｜

76 ＳＧ第58回ボートレースクラシック特集号

水面を知り尽くす“平和島の主”が
ＳＧクラシックを読む！

春の平和島は風が目まぐるしく変化
　クラシック開催が最多の16回を
数える平和島。春の祭典のメッカ
ともいうべき水面に3年ぶりとな
るクラシックの号砲が鳴り響く。
　春の平和島は風が難解。冷えた
時の向い風と暖かくなった時の追
い風が目まぐるしく変化し、強風
となる日も多い。3年前の大会を
紐解くと強風がレースを乱し、ま
た準優では前付け合戦も勃発して
インが全滅、高配当の山が築かれ
たことが思い出される。
　潮位が高く追い風が強い時の平和島はターン関係の仕上がりとコーナー
力が重要。昨年のＭＶＰ・馬場貴也（滋賀）は難水
面をこなす技術とターン回りの仕上げという両方に
高次元の能力を備えており、平和島では目立つ実績
こそないが、Ｖ候補の筆頭として名前が挙がる。

水面実績は毒島、池田が目を引く
　参戦回数の多さや水面実績では毒島誠（群馬）、
池田浩二（愛知）が上位。毒島は3年前の大会では
準優1枠を得ながら吉川元浩のジカ捲りに遭い惜
敗。21年、22年大会では優出するもＶを逃してお

り、クラシックはあと一歩で手が届かないタイトルだ。実績十分の水面で
悲願のＶを目指す。

関、羽野、新開ら若手が躍動の予感
　地元勢は僅か2人。ならば関東地区の準地元組に
地の利を活かす熱走を期待したい。関浩哉（群馬）
は昨年の周年で節イチに仕上げ活躍。そして直近1月に参戦した際にも出
足型にして優勝した。昨年10月周年では関を抑え優勝した羽野直也（福
岡）に昨年Ｖ10の新開航（福岡）らの躍進も楽しみ。春の宴らしく、新芽
の息吹も感じられる6日間となるか。

温水パイプ装着以降は6コースの2着率が全国イチ
　温水パイプが装着された昨年11月12日から今年2月4日までのコース別
1着率を見ると、平和島におけるインの1着率は全国データより10％も低
く、逆に4コースの1着率が全国ナンバー1。一方、2着率で目を引くの
は外コースの高さで、特に6コースは全国イチ。インから外枠を絡める3
連単買いは穴党の中に定着した感もあるが、平和島では「①－流し－❻」
に加え「①－❻－流し」が必要であり、配当的な旨みも大きい。これが
「❹－❻」になると、さらに配当額がアップする。
　但し、これは向い風が多い冬のデータ。都市部に位置しながら自然現象
の影響を強く受ける平和島では、3連単を予想する上で潮位や風の変化を
無視することはできない。ちなみに昨年8月、つまり夏の追い風時のコー
ス別1着率に限ると、2コースが全国2番目。水面幅が狭く2コースは難
しいとされる水面だが、追いの強風時にはインが流れやすく、この時、出
足型の選手の2コース戦は頭買いが可能だ。

東京中日スポーツ

ハマった時は
無敵の伸び！

誰が乗っても
伸び抜群！

年明けＶ2！
出足がパワフル！

バランスが良く
実戦向き！

数字は目立たずも
絶対チェック！

デイリースポーツ 日刊スポーツ

スポーツ報知

スポーツニッポン

　6月の初下ろしから約2ヵ月はバランス型
の優良機という評価だったが、9月に乗った
小倉康典が“超伸び型モーター”の扉を開け
た。チルトを0度にして、プロペラで回転を
止める調整がハマった時は無敵の伸びを誇
り、一時は平和島のエース機と呼ばれた。し
かし、お正月戦で中野次郎が転覆した後は無
敵の伸びが影を潜める…。ＳＧ級の調整力で
パワーが蘇るか否かに熱視線を！

　強力モーターの代名詞と言えば伸び。今の
平和島でトップ級の伸びを誇る1基をご紹介
したい。ここまでは勝率の高い選手とタッグ
を組むことは少なく、成長途上の若手が乗る
ことの多いモーターだった。それでも、伸び
は誰が乗っても抜群。昨年10月周年で乗った
佐藤大介や1月正月戦で乗った栗城匠も太鼓
判を押していた。今回はＳＧ級の選手がどう
仕上げて、どのように戦うか。

　出足が強力な実戦型モーター。11月までは
2連率30％台前半と平凡な動きも、12月ルー
キーＳの羽野諒で一変。10月周年で優勝した
兄・直也直伝のプロペラ調整で実戦足が飛躍
的に向上した。そして、それをさらに底上げ
したのは、平和島を知り尽くす濱野谷憲吾。
正月戦は行き足、押し感十分の足に仕上げ
Ｖ。また2月には中里英夫が、約5年5ヵ月
ぶりＶも飾っている。

　昨年10月周年で関浩哉が全3連対で優出。
トップ級のレース足に仕上がる優秀モーター
で、出足と伸びのバランスが良く、レースで
性能を発揮するタイプ。11月から電気系統一
式が一新されて温水パイプが装着されたが、
実戦足は変わらず良好。年明け2節目の山谷
央の時も噴いていた。パワーがあるからこそ
のスムーズさもあって、まさに実戦向き。能
力の高さをクラシックでも見せつける。

　2月4日時点で2連率は33％と平凡だが、
年が明けてからの3戦は常に上位級の仕上が
りを見せていた。正月戦の海老澤泰行は「優
出組より自分のほうが良かった」と手応えを
アピールするコメント。その後の湯川浩司、
飛田江己も伸びを中心に動きは軽快だった。
もちろん調整が合えば伸び以外の舟足も来
る。プロペラ巧者が集結するＳＧなら本領発
揮は間違いない。

オススメ
モーター

長船　敏和	●『ファイティングボート・ガイド』

石井誠司記者

山内翔太記者 中川　純記者

平田裕二記者

小西吾郎記者

レーステクニックも調整力も最先端の
昨年ＭＶＰ馬場が主導権を握る！

69号
機

11号
機 51号

機

62号
機

53号
機

2連率 勝率 優出 優勝
49.6％ 6.25 3 ❶

2連率 勝率 優出 優勝
40.7％ 5.58 3 0

2連率 勝率 優出 優勝
37.2％ 5.30 4 ❷

2連率 勝率 優出 優勝
33.3％ 5.73 2 ❶

2連率 勝率 優出 優勝
46.3％ 5.91 6 0

出　足 伸　び 回り足
◎ ◉ ◎

出　足 伸　び 回り足
◎ ○ ◎

出　足 伸　び 回り足
○ ◉ ○

出　足 伸　び 回り足
○ ◎ ○

出　足 伸　び 回り足
◎ ○ ◎

モーター2連率ベスト9
（2022年6月・使用開始〜2023年2月4日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率

①� 49.6％ 6.25
②� 46.4％ 6.35
③� 46.3％ 5.91
④� 44.3％ 5.64
⑤� 43.5％ 5.83

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑤� 43.5％ 5.76
⑦� 41.6％ 5.52
⑧� 41.4％ 5.87
⑨� 41.2％ 5.78
⑨� 41.2％ 5.53

●平和島はチルト3度まで使用できます。
3年前の大会では準優1枠が全て敗退。なか
でも11レースは120番人気決着に。

ＳＧ第55回ボートレースクラシック
（2020年3月21日・第11レース）

 着順 枠番 選手名 支部 進入 ST タイム
	①	❻	 吉川	 昭男	（滋賀）	3	 09	 1.49.6
 ② ❷ 守田 俊介 （滋賀） 2 19 1.50.6
 ③ ❹ 大峯 豊 （山口） 5 06 1.51.6
 ④ �① 稲田 浩二 （兵庫） 1 25
 ⑤ ❸ 永井 彪也 （東京） 4 05
 ⑥ �⑤ 田村 隆信 （徳島） 6 06
▶2連単		❻－❷		10,750円（30番人気）
▶3連単		❻－❷－❹		59,640円（120番人気）
▶決まり手＝捲り

最近6ヵ月 	進入コース別成績（2022年8月1日〜2023年2月4日／1,116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 7.51 47.2% 19.3% 10.2% 0.15 490回 - - - 34回 2回
2コース 5.86 17.4% 24.2% 19.0% 0.16 - 34回 - 142回 15回 3回
3コース 5.17 12.1% 19.4% 18.7% 0.16 - 61回 43回 14回 15回 2回
4コース 5.03 12.3% 16.4% 19.7% 0.15 - 59回 26回 32回 19回 1回
5コース 4.35 7.3% 12.4% 18.4% 0.16 - 24回 45回 6回 5回 2回
6コース 3.66 3.8% 8.7% 14.5% 0.18 - 8回 19回 8回 5回 2回

温水パイプ装着後 	進入コース別成績（2022年11月12日〜2023年2月4日／528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 7.31 46.7% 18.2% 10.2% 0.15 227回 - - - 17回 2回
2コース 5.84 16.4% 25.6% 19.7% 0.16 - 19回 - 56回 9回 2回
3コース 5.08 11.8% 20.8% 16.9% 0.16 - 22回 22回 6回 10回 2回
4コース 5.04 13.9% 15.4% 20.0% 0.16 - 34回 14回 12回 12回 1回
5コース 4.39 8.0% 12.3% 19.6% 0.16 - 13回 22回 3回 2回 2回
6コース 3.53 3.6% 8.3% 14.2% 0.18 - 5回 9回 2回 2回 1回

開催期間中の潮汐表
開催日 潮 満潮 干潮

3月16日㊍ 長潮 10：20 5：33
17日㊎ 若潮 12：30 8：14
18日㊏ 中潮 14：36 9：20
19日㊐ 中潮 15：47 10：04
20日㊊ 大潮 16：39 10：41
21日㊋ 大潮 17：24 11：16


