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3300	 かわさき  ともゆき

川崎	 智幸
Ａ1・岡山・51歳

昨年の不振を一掃し今年
は1着量産と快調。

3983	 すどう  ひろみち

須藤	 博倫
Ａ1・埼玉・40歳

お隣の三国実績が出色だ
が当地もＶ歴あり。

4205	 やまぐち  つよし

山口	 剛
Ａ1・広島・36歳

捲り差しでＧⅠ制した水
面で復活の雄叫び。

4370	 やまぐち  たつや

山口	 達也
Ａ1・岡山・31歳

61、62周年と連続優出。
当時の勢い戻れば。

4494	 かわい  ゆうき

河合	 佑樹
Ａ1・静岡・31歳

悪夢のＦ3を経て4月常
滑ＧⅡでは準優勝。

4513	 かわの  しんや

河野	 真也
Ａ1・福岡・29歳

ＧⅠは2回目、周年は初
挑戦で気合が入る。

3304	 うの  けんた

烏野	 賢太
Ａ1・徳島・50歳

当地ＳＧ覇者のプライド
懸けて力走を約束。

3995	 しげの  さとし

重野	 哲之
Ａ1・静岡・39歳

記念では苦戦続く状況も
当地は1着率高い。

4210	 まつむら  こうた

松村	 康太
Ａ1・福井・35歳

デビュー初優勝の水面で
ＧⅠ初Ｖに挑戦だ。

4371	 にしやま  たかひろ

西山	 貴浩
Ａ1・福岡・31歳

当地5月ＧⅡでは2着を
並べしぶとく優出。

4524	 ふかや  ともひろ

深谷	 知博
Ａ1・静岡・30歳

前期に続き高勝率維持と
ひと皮むけた印象。

3582	 よしかわ  あきお

吉川	 昭男
Ａ1・滋賀・45歳

最多勝男の次の達成目標
は地元でＧⅠ制覇。

4025	 やまもと  たかゆき

山本	 隆幸
Ａ1・兵庫・40歳

大混戦の昨年当地ＧⅡを
制した水面巧者だ。

4269	 すぎやま  ひろなり

杉山	 裕也
Ａ1・愛知・32歳

2節連続ＧⅠ優出もあり
良機手中なら要注。

4384	 つるもと  たかふみ

鶴本	 崇文
Ａ1・大阪・33歳

当地Ｖ歴あり2月地区選
では予選突破した。

4545	 おかむら  けいた

岡村	 慶太
Ａ1・福岡・30歳

地元九州地区でＶ量産。
全国区へアピール。

3606	 かわきた  ひろたか

川北	 浩貴
Ａ1・滋賀・46歳

ＧⅡ優勝ある地元水面で
気迫のＧⅠ獲りへ。

4049	 あらかわ  けんた

荒川	 健太
Ａ1・三重・38歳

イン戦の信頼度絶大だが
アウト戦も巧みで。

4278	 ふじおか  しゅんすけ

藤岡	 俊介
Ａ1・兵庫・35歳

福岡周年は予選落ちも、
終盤に捲り3連勝。

4398	 ふなおか  よういちろう

船岡	洋一郎
Ａ1・広島・31歳

しぶとさが売りだが肝心
の調子が上がらず。

4566	 しおた  ほくと

塩田	 北斗
Ａ1・福岡・30歳

今年Ｖ3の勢いを武器に
強豪に立ち向かう。

3784	 なかしま  ともかず

中島	 友和
Ａ1・佐賀・42歳

得意のダッシュ捲りが決
まれば高配当必至。

4052	 おきつ  あい

興津	 藍
Ａ1・徳島・37歳

準優快勝の丸亀周年など
各地で優出の連続。

4297	 やまだ  てつや

山田	 哲也
Ａ1・東京・35歳

スタート力に陰りなく全
レースで一発警戒。

4427	 はた  えいご

秦	 英悟
Ａ1・大阪・32歳

前回大会ではパワー機を
相棒に4勝と活躍。

4604	 いわせ  ゆうすけ

岩瀬	 裕亮
Ａ1・愛知・30歳

素質開花も目前で当地は
63周年で優出実績。

3788	 いちみや  としひろ

一宮	 稔弘
Ａ1・徳島・46歳

調子に波あるが自在さば
きが冴え上昇中だ。

4061	 はぎはら  ひでと

萩原	 秀人
Ａ1・福井・39歳

7月三国ＧⅡで準優勝。
当地は前々回優勝。

4311	 おかむら  まさし

岡村	 仁
Ａ1・大阪・34歳

前回2月戦は準完全優勝
で自信持って参戦。

4446	 わだ  けんすけ

和田	 兼輔
Ａ1・兵庫・31歳

着実に地力強化を果たし
記念戦線に挑戦だ。

4686	 まるの　かずき

丸野　一樹
Ａ1・滋賀・27歳

地元のGⅠで元気いっぱ
いの走りを見せる。

4702	 みうら  けいた

三浦	 敬太
Ａ1・東京・31歳

当たって砕けろのチャレ
ンジ精神で挑戦だ。

3961	 たにむら  かずや

谷村	 一哉
Ａ1・山口・39歳

2節連続ＧⅠ制覇した当
時の勢いに近づく。

4075	 なかの  じろう

中野	 次郎
Ａ1・東京・37歳

当地はＧⅡ実績が抜群で
ＧⅠ獲りにも意欲。

4344	 にった  ゆうし

新田	 雄史
Ａ1・三重・33歳

ＧⅠ初優出も初優勝も当
地。近況充実一途。

4448	 あおき  げんた

青木	 玄太
Ａ1・滋賀・31歳

パワー調整に自信を持ち
中盤から本領発揮。

3978	 さいとう  じん

齊藤	 仁
Ａ1・東京・41歳

5月当地ＭＢ大賞優出と
記念戦線でも堅実。

4184	 わたなべ  ゆういちろう

渡邊	雄一郎
Ａ1・大阪・32歳

昨年はＶ5達成。ＧⅠ初
制覇で今年初Ｖへ。

4364	 いけなが  ふとし

池永	 太
Ａ1・福岡・33歳

63周年では強気に攻め込
み4勝と活躍した。

4468	 おおいけ  ゆうき

大池	 佑来
Ａ1・東京・31歳

今年上半期は絶好調も夏
場を迎え下降気味。
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29,533,800円（30位）

26,882,800円（39位）

24,287,628円（54位）

23,548,500円（59位） 25,590,000円（45位）

39,925,146円（10位）

27,807,000円（34位）

60,502,000円（4位） 73,362,000円（1位）32,901,000円（22位） 61,315,000円（3位） 27,733,000円（35位）39,071,500円（12位） 25,911,000円（44位）43,287,000円（9位） 45,642,000円（7位）34,427,000円（19位） 35,051,000円（16位）

4320	 みね  りゅうた

峰	 竜太
Ａ1・佐賀・33歳

遠征地であれ誰が相手で
あれ絶対的な主役。

3897	 しらい  えいじ

白井	 英治
Ａ1・山口・41歳

グラチャン制覇から獲得
賞金首位を独走中。

3557	 おおた  かずみ

太田	 和美
Ａ1・大阪・45歳

どんな状況でも最高レベ
ルの走りで魅了する。

4013	 なかじま  こうへい

中島	 孝平
Ａ1・福井・38歳

7年半ぶりにＳＧを制覇
し自信を取り戻す。

3721	 もりた  しゅんすけ

守田	 俊介
Ａ1・滋賀・43歳

63周年、65周年と準優勝
で、主役奪回へ。

4262	 ばば  よしや

馬場	 貴也
Ａ1・滋賀・34歳

若松オーシャンで3勝と
活躍し気合も満点。

4266	 おさだ  よりむね

長田	 頼宗
Ａ1・東京・33歳

5月当地ＧⅡは3日目か
ら無敵の5連勝Ｖ。

4044	 ゆかわ  こうじ

湯川　浩司
Ａ1・大阪・38歳

当地ＧⅠ覇者で4月一般
戦は貫禄の7勝Ｖ。

3946	 あかいわ  よしお

赤岩	 善生
Ａ1・愛知・42歳

今年はＧⅠ、ＧⅡ優勝と
全盛期の勢い再び。

4296	 おかざき  やすひろ

岡崎	 恭裕
Ａ1・福岡・31歳

ＧⅠ優勝にＳＧ優出と昨
年に続き実力発揮。

4418	 かやはら  ゆうき

茅原	 悠紀
Ａ1・岡山・31歳

オーシャンで痛いＦも展
開突いて抜け出す。

4547	 なかだ  りゅうた

中田	 竜太
Ａ1・埼玉・30歳

ＳＧ戦線でつねに上位を
争う実力は本物だ。
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絶対王者・松井が不在。優勝争いはますます熾烈に！
　びわこの周年記念では毎回のように優勝候
補の筆頭に挙がる「絶対王者」松井繁が今回
は不在。
　Ｖ戦線の主役を務めるのはびわこのエー

ス・守田俊介（滋賀）だ。前回大会では準優勝、昨年2回あったＧⅡ
秩父宮妃記念杯でも優出。強さを倍増させる地元水面で、今度こそ2
回目の周年タイトル制覇といきたいところだ。
　とはいえ、当タイトルの歴代覇者に名を刻む湯川浩司（大阪）、山
口剛（広島）、新田雄史（三重）をはじめ、太田和美（大阪）、峰竜太

（佐賀）、白井英治（山口）、茅原悠紀（岡山）、中島孝平（福井）、赤岩
善生（愛知）、重野哲之（静岡）、長田頼宗（東京）、岡崎恭裕（福岡）
らＳＧホルダーの強豪は有力なＶ候補。当地ＳＧチャレンジＣを制し
た烏野賢太（徳島）やＧⅡ秩父宮妃記念杯覇者の山本隆幸（兵庫）、中
野次郎（東京）も存在感を示したいところだ。
　地元勢は守田以外にも「日本最速男」の馬場貴也（滋賀）、川北浩貴

（滋賀）、青木玄太（滋賀）、吉川昭男（滋賀）らが悲願のＧⅠ初制覇へ
気合を入れて臨む。

穏やかな水面状況でセンター、アウト勢にも出番！
　琵琶湖が水位のピークを迎えるのは4月から5月にかけて。秋、冬
は対照的に水位が低く、びわこ特有のうねりの波長が小さくなる時季
だ。北東の強い追い風が吹くようなら荒れ水面の可能性はあるが、う
ねりで攻め不発というシーンは春や夏に比べて間違いなく減少する。
以前より1着率が上昇したとはいえ、インが弱いという水面特徴は変
わっていないだけに、センターやアウトが活躍する多彩なレースが展
開されるはずだ。

�、�らエース候補たちが好調。そろそろ中間整備も…
　現行モーターは6月が初下ろし。毎年パワー差が激しいびわこらし
く、エース候補に挙がる�、�、�、�、�といったところ
は毎回のようにトップ級の仕上がりを見せている。これら注目機を引
き当てた面々がコース不問で活躍するのがびわこのパターンだ。ま
た、おなじみの中間整備もそろそろ行われる頃。新聞などでパワー急
変モーターに関する情報のチェックも忘れてはならない。

地元周年Ｖ2を狙う守田に
白井、峰、中島ら今年の賞金上位勢が襲い掛かる！

順位 選手名 支部 2018年獲得賞金額

1 白井　英治 山口 73,362,000円
2 毒島　　誠 群馬 72,082,500円
3 中島　孝平 福井 61,315,000円
4 峰　　竜太 佐賀 60,502,000円
5 井口　佳典 三重 57,602,800円
6 吉川　元浩 兵庫 55,187,000円
7 岡崎　恭裕 福岡 45,642,000円
8 桐生　順平 埼玉 43,651,000円
9 赤岩　善生 愛知 43,287,000円
10 新田　雄史 三重 39,925,146円
11 菊地　孝平 静岡 39,169,000円
12 長田　頼宗 東京 39,071,500円
13 前本　泰和 広島 38,893,000円
14 寺田　　祥 山口 36,682,000円
15 濱野谷憲吾 東京 36,609,000円
16 中田　竜太 埼玉 35,051,000円
17 徳増　秀樹 静岡 34,917,000円
18 松井　　繁 大阪 34,814,000円
19 茅原　悠紀 岡山 34,427,000円
20 池田　浩二 愛知 34,105,000円
21 瓜生　正義 福岡 33,736,000円
22 太田　和美 大阪 32,901,000円
23 笠原　　亮 静岡 32,039,000円
24 石野　貴之 大阪 31,959,400円
25 坪井　康晴 静岡 31,533,000円
26 平本　真之 愛知 31,142,300円
27 吉田　拡郎 岡山 31,005,000円
28 平尾　崇典 岡山 30,980,230円
29 丸岡　正典 大阪 30,016,000円
30 西山　貴浩 福岡 29,533,800円

2018年獲得賞金額ベスト30
（2018年1月1日〜7月29日)
はＧⅠびわこ大賞出場選手

ドリーム 2ｎｄ　9月13日木（2日目）第12レースドリーム 1st 　9月12日水（初日）第12レース

予備　4344 新田　雄史（三重）／3978 齊藤　　仁（東京）

優勝賞金900万円
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11号機   2連率 42.8％   出足�○  伸び�◎  回り足�◎

初下ろしシリーズで汐崎正則が節イチ級のパワーで優出3
着。4節目に新ペラ交換となったものの、最大の特徴である
強力な伸びを中心にエース級のパワーに陰りは見られない。

57号機   2連率 45.9％   出足�◎  伸び�○  回り足�◎

初下ろしから伏兵陣が強パワーを披露していたが、川島圭司
→尾嶋一広が連続優出。尾嶋はびわこ初優出を果たすと、2
コースからの捲りで優勝。特に出足関係は超抜級だ。

43号機   2連率 53.8％   出足�○  伸び�◎  回り足�◎

地元の松山将吾が初下ろし節で優出。それ以降も木村光宏、
濱村芳宏らがトップ級のパワーでファイナル進出を果たして
いる。こちらもエース候補に挙がる好素性モーターだ。

ハイパワーモーター  ベスト3

●ビナちゃん ＆ ビーナスちゃん ポーズ集

●ビーナスちゃん

　  

●ビナちゃん

     　

●ペアイメージ

     　

  【基本ポーズ】

  【基本ポーズ】

    】ぐ泳【 【ガッツポーズ】

    】く歩【 【ウィンク】

    】中え考【 【おじぎ】

  【指さし】

  【よろこぶ】

    】チッタイハ【 【手つなぎ】

    】く歩【 【ウィンク】

    】中え考【 【おじぎ】

  【指さし】

  【泳ぐ】

今が旬！

倉橋　智宏�●『サンケイスポーツ』総展望

出場 予定 選 手［選手登録番号順。
ドリーム戦出場選手は上掲］ 選手名の上は登録番号 

下は級別・支部・年齢（前検日現在）
全  国   2018年1月1日〜2018年7月16日／最近6ヵ月勝率
びわこ   2015年7月1日〜2018年7月14日／最近3年勝率

2018年獲得賞金額
2018年1月1日〜7月29日

●ビナちゃん ＆ ビーナスちゃん ポーズ集

●ビーナスちゃん

　  

●ビナちゃん

     　

●ペアイメージ

     　

  【基本ポーズ】

  【基本ポーズ】

    】ぐ泳【 【ガッツポーズ】

    】く歩【 【ウィンク】

    】中え考【 【おじぎ】

  【指さし】

  【よろこぶ】

    】チッタイハ【 【手つなぎ】

    】く歩【 【ウィンク】

    】中え考【 【おじぎ】

  【指さし】

  【泳ぐ】

回 開催年度 優勝者
第56回 2008年 平尾　崇典
第57回 2009年 新田　雄史
第58回 2010年 池田　浩二
第59回 2011年 篠崎　元志
第60回 2012年 山口　　剛
第61回 2013年 守田　俊介
第62回 2014年 山崎　智也
第63回 2015年 松井　　繁
第64回 2016年 湯川　浩司
第65回 2017年 片岡　雅裕

第66回大会  優勝戦
2018年9月17日●祝・第12レース

最近10大会の優勝者

ＧⅠびわこ大賞
［びわこ・開設記念競走］

N

大型映像装置

スタンド

39.0m 48.0m

98.0m

44.0m

73.0m

第2ターン
マーク

第1ターン
マーク

70.0m

展示ピット本番ピット 消波装置

消波装置

57.0m

74.0m

150.0m
150.0m

コース・モーター
＆3連単 DATA

最近6ヵ月   進入コース別成績（2018年1月1日〜7月14日／1,225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 7.63 49.0% 18.4% 7.7% 0.16 546回 0回 0回 0回 47回 2回

2コース 6.06 15.8% 28.8% 17.5% 0.17 0回 47回 0回 127回 17回 2回

3コース 5.48 13.2% 19.8% 20.7% 0.17 0回 75回 37回 35回 12回 2回

4コース 5.39 15.2% 15.4% 20.8% 0.18 0回 75回 49回 43回 17回 2回

5コース 4.10 5.4% 10.3% 17.6% 0.18 0回 14回 32回 9回 8回 3回

6コース 3.55 1.9% 7.8% 16.1% 0.19 0回 6回 10回 4回 2回 1回

モーター2連率ベスト9（2018年6月・使用開始〜7月14日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率

① � 60.5％ 7.08
② � 58.9％ 6.95
③ � 54.0％ 6.57
④ � 53.8％ 6.77
⑤ � 50.0％ 6.45

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑥ � 48.4％ 6.15
⑦ � 47.3％ 6.61
⑦ � 47.3％ 6.26
⑨ � 45.9％ 5.81
⑨ � 45.9％ 5.68

●びわこはチルト1.5度まで使用できます。


