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別府けいりん 「チャリナビ」　
　チャリナビは別府競輪に関する情報や別府市の観光情報が　

　閲覧できる無料のアプリです。 レース情報やイベント情報、

　競輪場で使用できるお得なクーポンを配信します。 さらに、　　

　予想情報も配信していますので、 車券予想の参考にどうぞ ‼

＊詳細は別府けいりんＨＰにてご確認ください。

iPhone Android

別府市観光協会　0977-24-2828 別府なび 検索
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KEIRIN.JPhttp://beppu-keirin.net

話題の
ケイリン
クジ ！ ！

最大１ ２億円のチャンス！ ！
http://www.chari loto.com/

〈別府バンクデータ〉
周 長 400.000㍍
見 な し 直 線 距 離 59.96㍍
直 線 カ ン ト 2度 51 分 45 秒
最 大 カ ン ト 33 度 41 分 24 秒
幅 員 ホ ー ム 10.0㍍
幅 員 バ ッ ク 9.0㍍
幅 員 セ ン タ ー 8.0㍍
最高上がりタイム 10 秒 7
金 子 貴 志 ＝ 2014 年 5 月 24 日

別 府 バ ン ク 情 報

別府バンク決め手別 1、2着
逃　げ ― マーク （１０３回）
まくり ― マーク （１０２回）
差　し ― 逃　げ （　８６回）
差　し ― まくり （　６５回）
まくり ― 差　し （　５６回）
差　し ― マーク （　４８回）
差　し ― 差　し （　４５回）
まくり ― まくり （　４３回）
逃　げ ― 差　し （　４０回）
その他 （　４２回）

（2018 年 2月～ 2019 年 1月 5日）

全日本選抜競輪 出場予定選手　　（成績は 1 月 3 日現在）
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SS 1 村上　義弘 44 京都 73 自在 111.55 S1 60 池田　憲昭 36 香川 90 差捲 107.94

2 村上　博幸 39 京都 86 差脚 113.11 61 北津留　翼 33 福岡 90 逃捲 106.85

3 平原　康多 36 埼玉 87 自在 123.00 62 坂本　亮馬 33 福岡 90 差捲 110.66

4 武田　豊樹 45 茨城 88 差捲 114.44 63 永澤　　剛 33 青森 91 差捲 105.40

5 浅井　康太 34 三重 90 差捲 123.20 64 菅田　壱道 32 宮城 91 差脚 117.00

6 三谷　竜生 31 奈良 101 自在 115.58 65 神山　拓弥 32 栃木 91 差脚 110.47

7 清水　裕友 24 山口 105 逃捲 120.60 66 天田　裕輝 33 群馬 91 自在 109.00

S1 8 神山雄一郎 50 栃木 61 差脚 107.13 67 柴崎　　淳 32 三重 91 逃捲 111.23

9 志智　俊夫 46 岐阜 70 差脚 108.61 68 池田　　良 33 広島 91 差脚 109.68

10 成清　貴之 45 千葉 73 差脚 105.35 69 和田　　圭 33 宮城 92 差脚 108.10

11 齊藤　竜也 44 神奈 73 差脚 107.63 70 木暮　安由 33 群馬 92 差捲 114.20

12 渡邉　晴智 45 静岡 73 差脚 107.25 71 牛山　貴広 37 茨城 92 差脚 108.62

13 金子　貴志 43 愛知 75 自在 109.75 72 鈴木　庸之 33 新潟 92 自在 112.00

14 香川　雄介 44 香川 76 差脚 113.61 73 三谷　将太 33 奈良 92 差脚 111.77

15 山内　卓也 41 愛知 77 差脚 109.33 74 山田　久徳 31 京都 93 自在 110.00

16 小倉　竜二 42 徳島 77 差脚 112.63 75 椎木尾拓哉 33 和歌 93 差捲 112.50

17 佐藤慎太郎 42 福島 78 差脚 115.58 76 坂本　貴史 29 青森 94 逃捲 105.85

18 北野　武史 46 石川 78 差脚 107.20 77 岡　　光良 37 埼玉 94 差脚 109.50

19 小林　大介 41 群馬 79 差脚 106.19 78 根田　空史 30 千葉 94 逃捲 105.80

20 諸橋　　愛 41 新潟 79 差捲 115.26 79 芦澤　辰弘 30 茨城 95 差捲 111.06

21 中村　浩士 41 千葉 79 差捲 114.26 80 山中　秀将 32 千葉 95 差捲 108.68

22 佐々木則幸 42 高知 79 差脚 103.94 81 小原　太樹 30 神奈 95 逃捲 105.00

23 齋藤登志信 46 宮城 80 差脚 108.66 82 坂口　晃輔 30 三重 95 差脚 112.11

24 桑原　大志 43 山口 80 差脚 106.17 83 佐藤　博紀 33 岩手 96 自在 104.76

25 伊勢崎彰大 40 千葉 81 差脚 105.62 84 守澤　太志 33 秋田 96 差捲 105.86

26 荒井　崇博 40 佐賀 82 自在 114.50 85 長島　大介　 29 栃木 96 逃捲 106.18

27 大塚健一郎 41 大分 82 差脚 109.06 86 松谷　秀幸 36 神奈 96 自在 112.87

28 渡部　哲男 39 愛媛 84 差脚 109.42 87 稲毛　健太 29 和歌 97 逃捲 109.66

29 大槻　寛徳 39 宮城 85 差捲 110.00 88 松浦　悠士 28 広島 98 自在 113.78

30 新井　秀明 38 熊本 85 差脚 109.53 89 原田研太朗 28 徳島 98 逃捲 104.87

31 吉田　敏洋 39 愛知 85 自在 111.42 90 小松崎大地 36 福島 99 逃捲 112.94

32 東口　善朋 39 和歌 85 差捲 110.22 91 郡司　浩平 28 神奈 99 逃捲 116.06

33 中川誠一郎 39 熊本 85 自在 118.10 92 和田真久留 27 神奈 99 逃捲 109.91

34 海老根恵太 41 千葉 86 差捲 110.45 93 竹内　雄作 31 岐阜 99 逃捲 108.55

35 岡村　　潤 37 静岡 86 差脚 113.94 94 古性　優作 27 大阪 100 差捲 115.25

36 稲垣　裕之 41 京都 86 自在 111.05 95 吉澤　純平 33 茨城 101 自在 113.87

37 井上　昌己 39 長崎 86 自在 111.80 96 金子　幸央 26 栃木 101 自在 106.00

38 山賀　雅仁 36 千葉 87 差捲 106.72 97 杉森　輝大 36 茨城 103 自在 106.30

39 和田健太郎 37 千葉 87 差捲 111.80 98 野原　雅也 25 福井 103 逃捲 107.55

40 五十嵐　力 40 神奈 87 差脚 109.64 99 渡邉　雄太 24 静岡 105 逃捲 111.93

41 松岡　健介 40 兵庫 87 自在 105.80 100 新山　響平 25 青森 107 逃捲 114.31

43 岩津　裕介 37 岡山 87 差脚 106.15 101 鈴木　竜士 25 茨城 107 逃捲 113.41

44 園田　　匠 37 福岡 87 差脚 111.85 102 吉田　拓矢 23 茨城 107 逃捲 112.61

45 成田　和也 39 福島 88 差脚 114.37 103 取鳥　雄吾 24 岡山 107 逃捲 107.30

46 山崎　芳仁 39 福島 88 自在 111.21 104 小川真太郎 26 徳島 107 逃捲 111.47

47 渡邉　一成 35 福島 88 逃捲 110.20 105 太田　竜馬 22 徳島 109 逃捲 112.87

48 桐山敬太郎 36 神奈 88 自在 106.33 106 南　　　潤 21 和歌 111 逃捲 105.61

49 柏野　智典 40 岡山 88 差脚 112.66 107 山崎　賢人 26 長崎 111 逃捲 115.00

50 菊地　圭尚 38 北海 89 差捲 107.22 S2 108 湊　　聖二 42 徳島 86 差脚 107.83

51 内藤　秀久 37 神奈 89 差脚 107.91 109 村田　雅一 34 兵庫 90 差脚 111.00

52 橋本　　強 34 愛媛 89 差捲 109.33 補 S1 110 高原　仁志 38 徳島 85 差脚 104.94

53 山田　英明 35 佐賀 89 自在 112.05 補 S1 111 大森　慶一 37 北海 88 差脚 109.13

54 飯野　祐太 34 福島 90 差捲 104.00 補 S1 112 稲村　成浩 47 群馬 69 差脚 108.71

55 芦澤　大輔 36 茨城 90 差脚 108.44 補 S1 113 堤　　　洋 43 徳島 75 差脚 108.41

56 朝倉　佳弘 38 東京 90 差脚 106.23 補 S2 114 藤木　　裕 34 京都 89 自在 102.50

57 志村　太賀 35 山梨 90 差脚 107.61 補 S1 115 池田　勇人 33 埼玉 90 逃捲 104.00

58 近藤　隆司 35 千葉 90 逃捲 110.61 補 S1 116 濱田　浩司 40 愛媛 81 差脚 109.00

59 田中　晴基 32 千葉 90 差捲 107.58 補 S1 117 横山　尚則 27 茨城 100 差捲 105.75

全日本選抜概定番組表

第１日 2/8㈮ 第２日 2/9㈯ 第３日 2/10㈰ 第４日 2/11㈷

〔109〕

一次予選 ９
R

〔121〕

準決勝 ３
R

Ｓ Ｔ Ｒ 　 　１～９位 ( ９)
二予選 　 　１～３位 (18)

〔111〕

選　抜 ３
R

特　選 　 　７～９位 ( ９)
選 　抜 　 　４～６位 ( ９)
一 　般 　 　１～３位 ( ９)

〔128〕

決　勝 １
R

準決勝 　 　１～３位 ( ９)

〔118〕

スタールビー賞 １
R

特選予 　 　１～３位 ( ９)

〔113〕

二次予選 ６
R

特選予 　 　４～９位 (18)
一予選 　 　１～４位 (36)　　　　

〔106〕

一　般 ３
R

選 　抜 　 　７～９位 ( ９)
一 　般 　 　４～９位 (18)

〔121〕

特別優秀 ２
R

準決勝 　 　４～６位 ( ９)
特　選 　 　１～３位 ( ９)

〔117〕

特　選 ３
R

準決勝 　 　７～９位 ( ９)
特　選 　 　４～６位 ( ９)
選 　抜 　 　１～３位 ( ９)

〔115〕

特　選 ３
R

二予選 　 　４～６位 (18)
特一般　 　 　 　１位 ( ５)

　 　２位 ( ４)

〔110〕

選　抜 ３
R

二予選 　 　７～９位 (18)
特一般　 　 　 　２位 ( １)

　 　３位 ( ５)
　 　４位 ( ３)

〔106〕

一　般 ３
R

特一般　 　 　 　４位 ( ２)
　 　５～９位 (25)

〔106〕

特一般 ５
R

一予選 　 　５～９位 (45)

〔111〕

特別選抜予選 ３
R

　　　総額 2,000,0002,000,000 円円  が当たる‼
 　全日本選抜競輪
　キャッシュバックキャンペーン！
「全日本選抜競輪」 （2/8 ～ 11） の期間中、 電話 ・ インターネット投票で 5,000
円以上購入のお客様を対象 （CTC 会員のみ） に抽選で現金キャッシュバック‼

現金 10,000 円× 100 名様　　　２0,000 円× 50 名様
※現金キャッシュバックは 3/4(月) に口座への入金をもって当選者の発表に代えさせていただきます。

電話 ・ インターネット投票電話 ・ インターネット投票

　全国各地区から選抜された精鋭が揃ったが、関

東地区代表で、輪界最強の自在戦士平原康多の出

番になる。平原は、今回の主力が揃った９月共同

通信社杯を優勝している。脇本雄太ら、ナショナ

ルチーム組に対抗する道筋が見えて手応えを掴ん

だのは大きい。競輪祭は勝つ気で走る、と言い切り、

脇本の先行をまくり切るか、という所まで攻めた

競走内容が光る。盟友武田豊樹との連係になりそ

うだが、関東勢は吉澤純平、鈴木竜士、吉田拓矢

の機動型や、自在の木暮安由、追込みの諸橋愛ら

が揃っており、層の厚さが魅力だ。

　中部地区は、脇本雄太の３番手キープから競輪

祭を優勝した浅井康太。ＧＰに間に合ったようで

準優勝。全日本選抜も優勝の有力候補になる。ただ、

浅井の場合は年頭から飛ばしていくタイプではな

い。中部の援軍も竹内雄作や柴崎淳、吉田敏洋ら

が目立つ程度で、勝ち上がりは苦戦しそうだ。

　近畿地区は脇本が不在の穴を埋めることが出来
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三谷　　竜生(奈良)三谷　　竜生(奈良)清水　　裕友(山口)清水　　裕友(山口)

S SS SS SS SS SS SS SS S

スピードチャンネル視聴者プレゼント
番組視聴者プレゼントとして、①決勝出場選手サイン入りベンチコート　９名様②ＳＲ出場選手
サイン入りベンチコート　９名様③全日本選抜競輪オリジナルパーカーＳＭ各５枚　10 名様 湯
の花セット　30 名様⑤全日本選抜競輪オリジナルクオカード 100 名様⑥全日本選抜競輪のぼり
（ポール無し）100 名様に抽選でプレゼント。応募は、住所、氏名、電話番号、別府競輪場への一
言を記入し、ハガキにて〒 874-0022　大分県別府市亀川東町 1-36　別府競輪場「全日本選抜競
輪視聴者プレゼント係」までご応募下さい。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。　
※応募の締め切りは、2月 12 日㈫消印有効。※場内に応募用紙・ポスト設置（2/11 回収）

浅井　　康太(三重)浅井　　康太(三重) 平原　　康多(埼玉)平原　　康多(埼玉)

るかどうかが勝負になる。昨年は脇本の頑張りで三谷竜生

が日本選手権競輪、高松宮記念杯、ＧＰを優勝している。

今回は三谷や古性優作が先陣で頑張るしかない。村上義弘

も年齢的に自力でのＧⅠ制覇は厳しくなっている。若手の

南潤や、ベテラン村上博幸、ＧⅠでも頑張っている椎木尾

拓哉を含めて、近畿勢の結束力が改めて試されるシリーズ

になりそうだ。

　躍進してきた中四国勢に注目。清水裕友はＧＰでも戦え

る力を実証してきたので、今年は初戴冠が目標になる。太

田竜馬は、競輪祭で中途半端な仕掛けで見せ場を作れなかっ

たことを反省して立て直してくるはずだ。原田研太朗もパ

ワーアップに励んでいる成果が出てくると面白い。香川雄

介、小倉竜二、松浦悠士らと共に、瀬戸内勢の結束が機能

するする展開になると波乱が起きそうだ。

　地元の九州地区は、今年のＧⅠでの活躍を期している中

川誠一郎と、さらなる飛躍が期待される新鋭山崎賢人や、

山田英明に優勝が期待される。

　北日本地区は、全日本選抜を優勝したことがある渡邉一

成、力を取り戻してきた新山響平、絶好調の菅田壱道らを

中心に、佐藤慎太郎、小松崎大地、山崎芳仁らで結束戦に

なると面白い。

　南関地区は、結束力が出てきたので波乱の目で楽しみだ。

郡司浩平、渡邉雄太、近藤隆司らがラインを牽引して、中

村浩士、和田健太郎らで攻め切ると楽しみだ。

　派手さは無いが、昨年は日本選手権競輪と競

輪祭のＧⅠと、ウィナーズカップ(ＧⅡ)で決勝

進出している香川雄介。賞金獲得順位も10位台

をキープというのは大健闘だ。「毎年々々、少し

づつ頑張っているので」という努力の成果が花

開いてきた香川の差し脚に熱視線。

　新山響平も長期計画のトレーニングが実を結

んで再び輝きを放ち始めた。貪欲に１着を取る

ことを考えて走りたいというから、頼もしい。

将来的には力を付けてナショナルチーム入りも

視野に入れているというから、今年は、さらに

進化する予感がする。

　渡邉雄太は、結束力が高まって良いムードに

なってきた南関勢の核弾頭として期待される選

手。師匠の渡邉晴智に「強くなったな」と言わ

れたそうだから、本物だ。先行を主戦に自在性

も兼備。今回は上位陣を脅かしそうだ。

　吉田拓矢は、競輪祭の1次予選で山崎賢人をま

くりで撃破した豪快な走りが印象に残る選手。

最終ホームから仕掛けて、３番手に入ってのま

くり勝ちだった。今度は主導権を取っての逃げ

切り勝ちをしたいと意気込んでいる。

　鈴木竜士は昨年８月弥彦で記念初優出して自

信を掴み、勢いが加速。人の力を借りてスピー

ドは出せるそうだが、これからは自力で出来る

ようにしたいとか。同期で自分が一番先にタイ

トルを取ることを信じて頑張っている。

　南潤は「イメージ通りに走れていない」とトー

ンダウンの近況。しかし、競輪学校のＨＰＤ教

場でも経験しているナショナルチームの練習方

法を取り入れて、スピード競輪への対応を模索

しているとか。年末のヤンググランプリで準優

勝。練習の成果が出はじめたので楽しみだ。

吉田　拓矢(茨城)

南　潤(和歌山) 渡邉　雄太(静岡) 鈴木　竜士(茨城)

香川　雄介(香川)新山　響平(青森)

波乱を演出の予感！！
各地区の注目選手各地区の注目選手

関東関東 北日本北日本 四国四国

近畿近畿 関東関東

中国中国 近畿近畿 中部中部 関東関東

南関東南関東
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場 外 来 場 者 プ レ ゼ ン ト

入浴剤（バスクリン or えんまんの湯）
ドリップパックコーヒー

　　民 間 ポ ー タ ル サ イ ト キ ャ ン ペ ー ン

オッズパーク

キャッシュバック

キャンペーン実施

5,000 円以上購入のお客様を対象に抽選で現金キャッシュ

バック 1 万円× 300 名様

PR ブース設置 オッズパーク会員を対象にガラポン実施

チャリロト

WEB キャンペーン
3,000 円以上購入のお客様を対象に抽選でキャッシュバック

又は大型テレビ等の豪華賞品をプレゼント

PR ブース設置
新規会員になると 3,000 円のプレゼント！

豪華賞品が当たる抽選会も開催！

ケイドリームス

WEB キャンペーン 後半 3 レースの回収率上位者にデルカやクオカをプレゼント

ネット番組配信 ネット番組で、 選手へのインタビューや解説を配信！

PR ブース設置 ケイドリの PR ブースでは物販もやっています！

※イベント内容は予告なく
　変更になる場合があります。

全日本選抜競輪 場外車券発売予定一覧　　（12 月 19 日現在）

場外発売の名称 早朝発売 場外発売の名称 早朝発売

北
日
本

函館競輪場 7:30

近
畿

福井競輪場 7:30

サテライト石狩 ー サテライト湖南コスモス ー

サテライト札幌 ー 京都向日町競輪場 ー

サテライト松風 ー 奈良競輪場 ー

青森競輪場 ー 和歌山競輪場 ー

藤崎場外 7:30 岸和田競輪場 7:30

青森前売ＳＣ 7:30 サテライト大阪 ー

サテライト六戸 ー サテライト阪神 ー

サテライト石鳥谷 ー サテライト姫路 ー

サテライト大和 ー

中
国

サテライト鳥取 ー

サテライト宮城 ー サテライト山陰 ー

サテライト男鹿 ー 玉野競輪場 7:00

サテライト六郷 ー サテライト笠岡 ー

いわき平競輪場 7:20 サテライト津山 ー

サテライト会津 ー 広島競輪場 7:30

サテライト福島 ー サテライト山陽 ー

サテライトあだたら ー 防府競輪場 7:20

郡山場外 ー 駅前ＳＣ 7:00

サテライトかしま ー サテライト宇部 ー

関
東

取手競輪場 7:00

四
国

高松競輪場 7:30

サテライト水戸 ー サテライト観音寺 7:20

サテライトしおさい鹿島 ー 小松島競輪場 7:30

宇都宮競輪場 7:15 サテライト鴨島 7:30

前橋競輪場 ー サテライト徳島 10日、11日のみ7:30

館林場外 7:30 高知競輪場 7:20

利根西前売ＳＣ 7:30 サテライト南国 7:20

サテライト前橋 ー サテライト安田 ー

大宮競輪場 7:20 松山競輪場 7:30

西武園競輪場 ー サテライトこまつ ー

立川競輪場 ー サテライト西予 ー

ラ・ピスタ新橋 7:30 二番町前売ＳＣ 7:30

サテライト双葉 ー

九
州

小倉競輪場 7:30

弥彦競輪場 ー 久留米競輪場 7:10

サテライト中越 ー サテライト北九州 ー

サテライト新潟 ー ハイビジョンシアター門司 ー

サテライト妙高 ー サテライト若松 ー

南
関

松戸競輪場 7:15 サテライト久留米 7:10

千葉競輪場 ー サテライト中洲 ー

サテライト鴨川 ー 武雄競輪場 ー

サテライト市原 ー サテライト武雄 7:00

サテライト船橋 ー 佐世保競輪場 7:15

サテライト成田 ー サテライト長崎 ー

川崎競輪場 7:20 サテライト宇佐 ー

平塚競輪場 7:30 熊本競輪場 7:20

小田原競輪場※注 ) 7:30 サテライト熊本新市街 ー

サテライト横浜 ー サテライト宇土 ー

伊東温泉競輪場 7:30 サテライト宮崎 ー

静岡競輪場 ー サテライト三股 ー

中
部

一宮競輪場 7:30 サテライト門川 ー

名古屋競輪場 7:30 サテライトみぞべ ー

豊橋競輪場 7:00 サテライト阿久根 ー

サテライト名古屋 ー サテライト鹿児島 ー

岐阜競輪場 7:30 サテライトきもつき ー

大垣競輪場 7:30 サテライト薩摩川内 ー

松阪競輪場 7:15 サテライト宇佐 7:15

四日市競輪場 7:00 イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

チャリロトＫＥＩＲＩＮ ー

川越場外 7:15 オッズパーク ー

富山競輪場 7:10 ケイドリームス ー

※注 )小田原競輪場は最終日のみの発売になります。

テレビ実況中継 ( 予定 )

2/8㈮ 2/9㈯ 2/10㈰ 2/11㈷

 　スピードチャンネル
        690CH  全レース実況中継
       691CH  オッズ専用

USTREAM 全レース実況中継

KEIRIN.JP 全レース実況中継

別 府 競 輪 場 交 通 ア ク セ ス
　　・亀の井バス…16番・16番Ａ　外廻り循環線
໐タクシー利用の場合
　ＪＲ亀川駅～競輪場正門（所要時間約３分）
໐大分空港より
　　・空港バス（大分交通のみ・乗り換え有り）
　大分空港（空港特急）～ＪＲ亀川駅下車

（所要時間約 40 分）
　ＪＲ亀川駅～照

しょうはえん

波園（別府競輪場前）バス停下車
（所要時間約３分）

໐駐車場スペース　　1,727 台

໐ＪＲ別府駅東口よりバス利用の場合
　ＪＲ別府駅～照

しょうはえん

波園（別府競輪場前）バス停下車
（所要時間約 15 分）

　　・大分交通…関の江行き・関の江団地行き・亀川駅
　　　　　　　　　行き・辻間団地行き
　　・亀の井バス…26番　外廻り循環線
໐ＪＲ亀川駅よりバス利用の場合
　ＪＲ亀川駅～照

しょうはえん

波園（別府競輪場前）バス停下車
（所要時間約３分）

　　・大分交通…ＪＲ別府駅行き

〈無料シャトルバスのお知らせ〉
・別府駅（東口）⇔別府競輪場

・臨時駐車場⇔亀川駅⇔別府競輪場
※運行時間はホームページをご確認ください。

特設サイト
QR

インフォメーション

　※一般ダイヤル通話料はお客様のご負担になります。

　インターネットホームページアドレス

　http://beppu-keirin.net

　FAX 情報サービス

　003501- プッ · プッ · プッー
　＃ 287-0977-67-8382- ＊ 0 ＃＃ （内定表・出走表）
　003501- プッ · プッ · プッー
　＃ 287-0977-67-8333- ＊ 0 ＃＃ （レース結果）

　実　　　　況 0180-999-100

　結　　　　果 0180-999-010
（2車単・3連単・開催案内）
0180-999-020
（2車複・3連複・開催案内）
0180-999-030
（2枠単・2枠複・ワイド）

　レース結果 （当回レースのみ）

0977-25-1177

2/8㈮～11㈷
１Ｒ 10：42
２Ｒ 11：09
３Ｒ 11：37
４Ｒ 12：05
５Ｒ 12：34
６Ｒ 13：04
７Ｒ 13：35
８Ｒ 14：07
９Ｒ 14：40
10Ｒ 15：15
11Ｒ 15：50
12Ｒ 16：30
電話投票番号　86＃

電投は発走予定時刻の３分前締切
場外は発走予定時刻の５分前締切

※発走予定時刻は変更になる場合があります。

発走予定時刻

有力選手GⅠ～ FⅠの対戦成績（2016 年 1月～ 2019 年 1月 6日）

本人　　相手 村上義 村上博 平原 武田 浅井 三谷 清水 中川 渡邉

村上　義弘 ・ 6-3 15-20 9-19 20-23 23-24 4-6 11-3 6-6
村上　博幸 3-6 ・ 7-14 5-9 6-12 19-18 3-7 5-2 6-9
平原　康多 20-15 14-7 ・ 18-26 33-24 14-11 5-4 14-7 17-8
武田　豊樹 19-9 9-5 26-18 ・ 17-20 19-13 3-2 13-10 13-9
浅井　康太 23-20 12-6 24-33 20-17 ・ 17-15 6-3 13-11 10-15
三谷　竜生 24-23 18-19 11-14 13-19 15-17 ・ 5-4 10-5 7-8
清水　裕友 6-4 7-3 4-5 2-3 3-6 4-5 ・ 1-3 1-1
中川誠一郎 3-11 2-5 7-14 10-13 11-13 5-10 3-1 ・ 2-5
渡邉　一成 6-6 9-6 8-17 9-13 15-10 8-7 1-1 5-2 ・

　今までのトップスピード

を２段階くらい上げていか

ないと脇本雄太らナショナ

ルチームの選手と同じレベ

ルに達しない、という危機

感で一念発起。年末の静岡

ＧＰを前に「進むべき道が

見えてきた」と、輪界最強

の自在戦士に、再び自信が

戻ってきた。優勝の有力候

補で登場だ。

　昨年は大きなケガもなく、

しっかりと計画的に練習が

できたとか。これがＧＰ参

戦に繋がる原動力となった。

前回の全日本選抜 ( 四日市 )

の準決勝で厳しい展開から

突っ込むことが出来て決勝

進出。自信を掴んだ。今年

も相性の良い全日本選抜で

勢いが加速するかも。

村上　　博幸(京都)村上　　博幸(京都)

　トップスピードに乗せる

まで時間がかかるタイプな

ので、「スピードが上がって

からの方がやり易い」とか。

現代競輪にマッチしたタイ

プだ。バンク練習をメーン

にしてスピードを磨いてい

る。物おじしないタイプで

結果も出し続けており、Ｇ

Ⅰ制覇の有力候補だ。

清水　　裕友(山口)清水　　裕友(山口)

　昨年のオールスター競輪

では、初めてドリームレー

スに選出された。「今まで頑

張ってきたことがファンに

認めてもらえて嬉しい」。感

謝の気持ちを前面に出して

「優勝宣言」まで飛び出した。

全日本選抜は 2016 年の久留

米開催で戴冠している相性

の良い大会だ。

渡邉　　一成(福島)渡邉　　一成(福島)

　１月９日で年齢が 45 才に

達した武田豊樹。「年々苦し

くなっていきますね」とか。

昨年は「だんだん、脚力を

落としているなと実感する

一年でした」とも。大きな

ケガが続いているのも影響

しているが、今回の全日本

選抜は、どこまで上積みで

きているかの勝負になる。

　「３度目のグランプリ優勝

を目指して頑張ります」と

挑んだ年末の静岡ＧＰで準

Ｖ。「状態が良くなってきた」

と、昨年は後半戦になって

競輪祭を優勝するなど、調

子を上げてきた。「天才レー

サー」と言われているが、

本人は「努力してここまで

来た」と、キッパリ。

　昨年、一昨年と日本選手

権競輪を優勝しており、前

半戦の強さが際立つ。昨年

の後半戦は思うような結果

を残せずにトーンダウンし

たが、ＧＰに向けて調子を

上げ、本番では見事に優勝。

外々と粘って二の足を使っ

て仕掛けていく走りは豊富

な練習量の賜物。

　昨年はＳ１班として初心

に帰って挑んだ村上義弘。

才能のある人間が人一倍努

力して「超一流」を維持し

続けているのが凄い。年齢

的に厳しくなってきたこと

は認めているが、そのなか

でのＧＰ参戦ゲットは凄す

ぎる。唯一、気になるのは

ＧＰでの落車負傷の影響。

　昨年はＧⅢを３回も優勝

したが、特別競輪では結果

を残すことが出来なかっ

た。今年は「気持ちを強く

持って頑張りたい」と、地

元地区の全日本選抜にやる

気満々だ。追い込み型に変

身の方向で勉強中というが、

展開次第では自力も残して

いきたいとも。

中川誠一郎(熊本)中川誠一郎(熊本)

武田　　豊樹(茨城)武田　　豊樹(茨城)浅井　　康太(三重)浅井　　康太(三重)三谷　　竜生(奈良)三谷　　竜生(奈良)村上　　義弘(京都)村上　　義弘(京都)

S SS SS SS SS SS SS SS S

S SS SS SS S

S SS S

平原　　康多(埼玉)平原　　康多(埼玉)

九州九州 中国中国

中部中部近畿近畿

関東関東

北日本北日本

関東関東近畿近畿

近畿近畿
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本場 ・ Ｓ宇佐
来場者プレゼント

全日本選抜
オリジナルタオル
各日お一人様一つとさせていただきます。

※天候等により、イベントの内容・時間等が予告なく変更になる場合があります。

各
地
区
選
抜
の
精
鋭

！ ！
別
府
に
集
結

　毎日、競輪のことしか考え

ていないと言われている古性

優作。昨年は色々と試して失

敗することが多かったとか。

それでもＧＰを狙える位置ま

で勝負していたのが凄い。「自

分から仕掛けて結果も出てい

るので状態は良いです」。今回

も主力陣を脅かすか。古性　優作(大阪)

　昨年はＧⅠの優出が２回、

賞金順位も 10 位台に躍進し

て、ＧＰクラスに迫る勢いだ。

ＧⅠの決勝に乗るのがノルマ

と思っていると言うまでラン

クアップしてきた。昨年の宮

杯 ( 決勝４着 ) で頑張ったご

褒美に、高級外車を買ってモ

チベーションを高めた。菅田　壱道(宮城)

　何時も、「タイトルを取る

つもりでやっています」とキッ

パリ。モチベーションは常に

高い人気選手だ。トップクラ

スを維持していくには数々の

試練があるが、今年は、その

試練に打ち勝って、結果を出

す「強い木暮」への脱皮が目

標になる。木暮　安由(群馬)

　昨年暮れの伊東記念決勝

戦。郡司浩平が地元の後輩渡

邉雄太の前で先行して、渡邉

の優勝をアシスト。「南関ライ

ンの結束」を披露した。良い

ムードになってきた南関勢が

ガッチリとスクラムを組んで

挑みそうな今回の全日本選抜。

ＧⅠ初制覇が見えてきた。郡司　浩平(神奈川)

　長年にわたり、試行錯誤し

てきたトレーニングの成果が

実を結んで、ＧⅠでも戦える

ところまで来たことを実感し

ている。夢の舞台だったＧⅠ

が、夢をかなえるための舞台

になってきた。「ケガをしても、

そこから学ぶものがある」と

いう言葉が重い。中村　浩士(千葉)

　例年、スタートダッシュの

良い選手だ。昨年は後半戦に

成績の波が大きくなってＧＰ

参戦を逸した。トップとの力

の差を体感して、フレームや

ギア比など試したが、結果が

出なかった。力はある選手な

ので、キッカケさえ掴めば優

勝候補に変わりはない。

　昨年は前半戦が良くて後半

戦に失速。「去年と同じ流れに

なっている」と反省。「もっと

良くなりたい」の気持ちで練

習方法を変えたが、結果に繋

がらなかったようだ。先行目

標に離れることがあるが、追

走技術の甘さを解消すること

も今後の課題になっている。山田　英明(佐賀)

　対戦した若手の同型から

「強すぎる」の言葉をよく聞く。

外並走で休みながら仕掛けて

いく山崎の走りは、対戦相手

との力の差が開いていないと

できない競走内容だ。ＧⅠの

決勝進出を果たしたので、今

年はＧⅠを優勝してのＧＰ参

戦が目標になる。山崎　賢人(長崎)

　昨年の競輪祭準決勝でまく

り一撃を決めてＧⅠ初優出。

年末のヤンググランプリを優

勝して躍進が期待される 2019

年。ただ、スピードに乗せて

いくタイプの太田竜馬にとっ

て、タイムが出にくい極寒の

冬場は鬼門。今年は克服でき

るのか、注目したい。太田　竜馬(徳島)

　昨年暮れの広島で記念競輪

初優勝を飾って、ワンランク

アップした。セッティングも

出ているし、乗車フォームも

良くなってきたとか。昨年は

落車が少なく納得のいく練習

やトレーニングができたのも

大きいという。躍進する中四

国勢の波に乗って大活躍か。松浦　悠士(広島)

原田研太朗(徳島)

九州九州 九州九州

中国中国 四国四国

四国四国 近畿近畿

南関東南関東 南関東南関東

関東関東 北日本北日本
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