
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。

オラレ島原鹿島
天文館

オラレ志布志　前売場外おおむら松浦

電話投票
レース場コード

2 4 ＃

最大11,000円キャッシュバック! !

サービス期間 2017年10月2日㊊〜7日㊏
（10月1日㊐の前泊もサービス対象）

●�申込方法など、詳細は大村ボートレース場内にて
ご確認ください。

開設65周年記念ＧⅠ海の王者決定戦特別企画 キャッシュバックキャンペーン
OR ICA会員限定

交通費キャッシュバック	 最大5,000円分

宿泊クーポン券サービス	 2,000円分
（前泊の場合は2,000円のキャッシュバック）

航空機利用者限定

タクシーキャッシュバック	 最大4,000円分

　「OR I CA」カード（キャッシュレスカード）はＧⅠ開催期間中、
インフォメーションセンターにて無料で入会できます（申請には
身分証明書が必要です）。

ボートレース大村・電話情報ガイド

■レース結果
レース結果（2連単・3連単）    ☎0957－54－1000
レース結果（2連複・3連複・拡連複）    ☎0957－54－2000
■テレドーム
実況（当日開催案内・準優・優出メンバー・開催案内） 
　   ☎0180－999－900
レース結果（2連単・3連単）    ☎0180－999－970

レース結果（2連複・3連複・拡連複）    ☎0180－999－971
競技情報   ☎0180－999－972
オッズ（2連単・3連単）    ☎0180－999－973
オッズ（2連複・3連複・拡連複）    ☎0180－999－974
競走成績   ☎0180－999－975
スタート展示情報   ☎0180－999－990
併売他場レース結果（2連単・3連単）    ☎0180－999－976

2 4 ＃ 開設65周年記念	ＧⅠ海の王者決定戦
電話投票キャンペーン

その1  マイル2 倍 キャンペーン！
　開催期間中、準優勝戦・優勝戦を除く全68レースにつきまして

「マイルクラブ大村24」のポイントが2倍になります。

その2    優勝戦 マイル5 倍 キャンペーン！
　10月7日・優勝戦（第12レース）はポイントが5倍になります。

その3    準優勝戦 マイル3 倍 キャンペーン！
　10月6日・準優勝戦（第10〜12レース）につきまして「マイルクラ
ブ大村24」のポイントが3倍になります。

その4  新規入会 キャンペーン！
　9月23日〜10月7日の期間中、新規でマイルクラブ24へ入会され
た方に、現金1,000円を進呈。 ●過去に入会実績のある方は除きます。

マイルクラブ
大村24
会員様限定

マイルクラブ大村24 検 索詳しくは

●�イベント会場は「ペアボート試乗会」をのぞき、
ボートレース大村・イベントステージ
●�イベントの時間、内容につきましては、都合によ
り変更となる場合がございます。

イベント＆
ファンサービス

ウェルカムキャンペーン
出場選手全員によるお出迎え

� 　9：30（開門）〜

選手紹介＆発祥地ドリーム	
出場選手インタビュー　9：40頃〜

池田	浩二�選手	＆	

西山	貴浩�選手	 トークショー
　①第4レース発売中
　②第9レース発売中

リリーズ
歌謡ショー
　①第4レース発売中　②第9レース発売中

植木		通彦	氏
スペシャルトークショー

　　＆ ペアボート試乗会
トークショー � ①第6レース発売中
� ②第7レース発売中
ペアボート � 第12レース発売中

レジェンド オブ レジェンド 

ゴンゾー　
爆笑ライブ
　①第4レース発売中　②第9レース発売中

ダークホース 爆笑ライブ
　①第4レース発売中　②第9レース発売中

公営レーシングプレス
鈴木編集長の
準優勝戦直前予想ステージ
　第10・11・12レース発売中

優勝戦出場選手	
公開インタビュー
　10：15頃〜

公営レーシングプレス
鈴木編集長の
優勝戦直前予想ステージ
　第10・11レース発売中

優勝者表彰式　優勝戦終了後

10/2㊊

10/3㊋

10/4㊌

10/5㊍

10/6㊎

10/7㊏

あの
有吉弘行モノマネで
おなじみ！

海外でも有名！
タンバリン芸人！

「好きよキャプテン」
が大ヒット♬

全日程無料中継！	大村専用チャンネル

スカパー！
スカパー！光 530HD

開催期間中毎日
全レース実況生中継!
JLC 680HD

HP無料ライブ中継!
http://www.omurakyotei.jp
開催期間中毎日、
「ボートレース大村ホームページ」で
実況中継を無料放映中！

ボートレース大村 検 索

視聴はすべて無料!!

スマートフォン
http://omurakyotei.jp/sp/

　ＭＣ：永島知洋 ペンギンズ 爆笑ライブ
　①�第4レース発売中　②�第8レース発売中

2017年
ブレイク必須！

参加登録受付中

http://omuramileclub.jp/

会員募集中！

　「マイルクラブ大村24」とは、電話投票（インターネット・携帯
Web投票を含む）で大村ボートレース場の舟券を購入することでポ
イント（マイル）が貯まり、貯まったマイルを現金や商品と交換す
ることができるサービスです。
　●テレボート会員の方ならどなたでも「マイルクラブ大村24」へ入会できます。

「オオムラグランプリ」とは？
　マイルクラブ24会員で

「オオムラグランプリ」に
参加者で払戻金額を競い
ます。その成績に応じて、
最高で現金10万円相当の
マイルをプレゼント!!

　ボートレース大村がお客様に代わって登録作業をい
たします。詳しくは「マイルクラブ24」のホームペー
ジでご確認ください。

代行登録
サービス

●第 1 レース・スタート展示　10：30
●第12レース・本場発売締切　16：48
　（場外発売・電話投票の締切は本場締切の1分前です）

●大村ボートレース場・開門
　初日　9：30　2日目以降　10：00

発祥地ドリーム カステラドリーム 準優勝戦 優勝戦

電話投票
レース場コード 2 4 ＃

お得な情報を提供！
ボートレース大村
スマホサイト

展示後の直前レース
予想をズバリ掲載！
ボートレース大村
予想サイト

ボートレース大村の
お得な情報を満載！
マクールボートレース
大村サイト 携帯 スマホ

賞金女王の称号を懸けた、2017年・大晦日決戦！

12/26㊋	27㊌	28㊍	29㊎	30㊏	31㊐



全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全国 大村

全��国 大��村 全��国 大��村全��国 大��村 全��国 大��村全��国 大��村 全��国 大��村全��国 大��村 全��国 大��村全��国 大��村 全��国 大��村全��国 大��村 全��国 大��村

� 6.82� 6.99
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� 6.74� 7.13
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3422	 はっとり��ゆきお

服部	 幸男
Ａ1・静岡・46歳

4831	 はの��なおや

羽野	 直也
Ａ1・福岡・22歳

4409	 さかもと��ひろひと

坂元	 浩仁
Ａ1・愛知・31歳

4171	 えのき��こうじ

榎	 幸司
Ａ1・長崎・35歳

3956	 よこざわ��こうじ

横澤	 剛治
Ａ1・静岡・40歳

4760	 やまざき��ぐん

山崎	 郡
Ａ1・大阪・27歳

4330	 なす��けいた

奈須	 啓太
Ａ1・福岡・34歳

4166	 よしだ��かくろう

吉田	 拡郎
Ａ1・岡山・35歳

3952	 なかざわ��かずし

中澤	 和志
Ａ1・埼玉・41歳

4759	 いまいずみ��ゆうご

今泉	 友吾
Ａ1・東京・27歳

4311	 おかむら��まさし

岡村	 仁
Ａ1・大阪・33歳

4096	 いしばし��みちとも

石橋	 道友
Ａ1・長崎・35歳

3944	 やまぐち��ゆうじ

山口	 裕二
Ａ1・長崎・38歳

4547	 なかだ��りゅうた

中田	 竜太
Ａ1・埼玉・29歳

4308	 かわむら��りょう

河村	 了
Ａ1・愛知・33歳

4089	 せのお��ただゆき

妹尾	 忠幸
Ａ1・岡山・37歳

3908	 しげなり��かずひと

重成	 一人
Ａ1・香川・39歳

4504	 まえだ��しょうた

前田	 将太
Ａ1・福岡・29歳

4297	 やまだ��てつや

山田	 哲也
Ａ1・東京・34歳

4084	 すぎやま��まさき

杉山	 正樹
Ａ1・愛知・38歳

3813	 さとう��だいすけ

佐藤	 大介
Ａ1・愛知・41歳

4503	 うえの��しんのすけ

上野	真之介
Ａ1・佐賀・29歳

4287	 いまい��たかし

今井	 貴士
Ａ1・福岡・33歳

4070	 なかむら��りょうた

中村	 亮太
Ａ1・長崎・36歳

3716	 いしわた��てっぺい

石渡	 鉄兵
Ａ1・東京・42歳

4471	 にった��やすあき

新田	 泰章
Ａ1・広島・30歳

4278	 ふじおか��しゅんすけ

藤岡	 俊介
Ａ1・兵庫・34歳

4063	 いちはし��たかし

市橋	 卓士
Ａ1・徳島・38歳

3635	 いしだ��せいご

石田	 政吾
Ａ1・福井・46歳

4459	 かたおか��まさひろ

片岡	 雅裕
Ａ1・香川・31歳

4189	 かわかみ��たけし

川上	 剛
Ａ1・福岡・36歳

4042	 まるおか��まさのり

丸岡	 正典
Ａ1・大阪・38歳

3562	 やました��かずひこ

山下	 和彦
Ａ1・広島・48歳

4430	 ながた��しゅうじ

永田	 秀二
Ａ1・東京・31歳

4188	 ひさだ��としゆき

久田	 敏之
Ａ1・群馬・36歳

4019	 かさはら��りょう

笠原	 亮
Ａ1・静岡・37歳

3484	 しばた��こうじ

芝田	 浩治
Ａ1・兵庫・45歳

4415	 しもで��たくや

下出	 卓矢
Ａ1・福井・30歳

4174	 あかさか��しゅんすけ

赤坂	 俊輔
Ａ1・長崎・34歳

3966	 さくま��あきら

作間	 章
Ａ1・東京・38歳

得意の大村で浜名湖クラシ
ック出場権を狙う。

最優秀新人のタイトルを狙
って奮闘が続く。

以前は速攻派だったが近況
は自在派に転身。

快速モードに持ち込んで好
展開を逃さない。

Ｆ禍に苦しんだ分だけコー
ナー勝負に磨き。

1月の下関周年では予選突
破を果たした。

快速モードで捲り1着を量
産して絶好調だ。

復調ムードもありＧⅠ初制
覇の水面で奮起。

豪快な捲り勝ちも増えてき
て復調ムードだ。

堅実さが持ち味で、まずは
舟券貢献を目指す。

イン最強水面なら超高配当
を叩き出す予感。

地元なら不振を一掃する気
迫の走りで勝負。

超堅実なレース運びでＧⅠ
でも舟券に貢献。

2つ目のタイトル獲得で真
の実力を証明する。

4月ＤＣでは持ち味を発揮
して選抜戦1着。

近況は優出ラッシュで当地
6月戦では優勝。

自在に艇を操り外枠でも舟
券絡みがある。

メモリアルで優出し、ＧⅠ
初制覇へ秒読み。

7月スタート野郎で惜敗も
当地は得意水面。

展示でシャープな旋回を決
めれば好走する。

大振りながらも全速連発で
追い込み見せる。

さばきも身につけたが、豪
快さが最大の売り。

通算4優勝に誕生祭でも優
出と当地好成績。

今期は3場所連続優勝を決
めるなど絶好調。

平和島ダービーを控えてリ
ズム上昇を図る。

捲りでデビュー初優勝を決
めた思い出の水面。

速攻派で当地前回戦も2コ
ース捲りで優勝。

近況は伸びを主体にパワー
勝負で再浮上だ。

的確な差しハンドルで外枠
も3連率60％超。

びわこ周年では自在力を発
揮してＧⅠ初優勝。

1月誕生祭では気迫の走り
で優出を果たす。

近況捲り不発も勝負所は伝
家の宝刀を抜く。

粘りが身上でシリーズ終盤
にかけて好走増。

昨年の前付王で優勝と冷静
な運びが自慢だ。

2年連続ダービー出場が総
合力アップの証。

強豪集う浜名湖お盆戦で優
勝して勢い加速。

ベテランらしいブレないさ
ばきで好調持続。

チルトも跳ねる伸び重視の
攻撃型レーサー。

当地正月戦、お盆戦で優出
と変わらず堅実。

モーターパワーを引き出し
て混戦突破する。

やまざき��ともや

3622 山崎	 智也
Ａ1・群馬・43歳

果敢な捲りが飛び出せ
ば本格モード突入だ。

まつい��しげる

3415 松井	 繁
Ａ1・大阪・47歳

今年も着実にグランプ
リへの道を突き進む。

つじ��えいぞう

3719 辻	 栄蔵
Ａ1・広島・42歳

8月に宮島、大村で連
続Ｖと技が冴え渡る。

つぼい��やすはる

3959 坪井	 康晴
Ａ1・静岡・39歳

8月Ｆによりグランプ
リへラストスパート。

はらだ��ゆきや

3779 原田	 幸哉
Ａ1・長崎・41歳

4月ＤＣに続いて地元
ＧⅠ連覇を狙い力走。

たむら��たかのぶ

4028 田村	 隆信
Ａ1・徳島・39歳

11年当地ＣＣ優勝など
賞金バトルをかく乱。

よしかわ��もとひろ

3854 吉川	 元浩
Ａ1・兵庫・45歳

2回の完全優勝歴があ
る水面で復活弾放つ。

ぶすじま��まこと

4238 毒島	 誠
Ａ1・群馬・33歳

グランプリ出場勝負駆
け圏内で気合が入る。

きりゅう��じゅんぺい

4444 桐生	 順平
Ａ1・埼玉・30歳

グランプリＴＲ初戦の
1枠狙い賞金上積み。

みね��りゅうた

4320 峰	 竜太
Ａ1・佐賀・32歳

充実期に入り夢の3年
連続年間勝率1位へ。

しのざき��ひとし

4477 篠崎	 仁志
Ａ1・福岡・29歳

昨年当地ＣＣ優出。今
年の秋も快進撃期待。

しもじょう��ゆうたろう

4352 下條	雄太郎
Ａ1・長崎・31歳

ＳＧでの活躍増える
今、長崎で一番熱い男。

発祥地ドリーム　10月2日月（初日）第12レース　出場予定選手　●枠番は前日に決定。●病気などにより選手が変更になる場合があります。 カステラドリーム　10月3日火（2日目）第12レース　出場予定選手　●枠番は前日に決定。●病気などにより選手が変更になる場合があります。

　11月に下関で行われるチャレンジＣ、
そして年末の大一番・住之江グランプリへ
向けて、熱い賞金争いが繰り広げられるこ
の時期、ここ大村では「海の王者決定戦」
が開催される。
　当地との相性は抜群の
峰竜太（佐賀）がシリー
ズリーダーとなりそう。7月の丸亀ＳＧオ
ーシャンＣで悲願のＳＧ初優勝を果たし、
その勢いで続く浜名湖周年でも優出3着と
近況のリズムは絶好調。ドル箱水面にして
いるこの大村で大暴れだ。
　吉川元浩（兵庫）も大村は好成績で過去5

年間、8回の参戦で6回
優出、16年8月には完全
優勝も達成している。得

意水面で“ガッツリ”と賞金を稼ぎたい。
　4月に長崎支部へ移籍してきた原田幸哉
（長崎）も忘れてはなら
ない。移籍後初のＧⅠダ
イヤモンドＣでいきなり
優勝、その後の当地戦でも優勝するなど、
実力を見せつけている。“地元”のＧⅠ2連
覇へ向けて、今回も気合のレースを見せて
くれるに違いない。原田とともに大村の推
薦で若松メモリアルへ出場した下條雄太郎
（長崎）も賞金の上積みとともに、地元�
ＧⅠ初制覇を狙う。
　若手ではＳＧ覇者の桐生順平（埼玉）を
筆頭に、近況好調な中田竜太（埼玉）や、め
きめきと頭角を現してきた山崎郡（大阪）
と羽野直也（福岡）の活躍にも期待したい。

　近況好調なモーターは、�、�、�、�の4基。
特に�は下ろしたての頃から伸びを中心に軽快な動きを
見せていたが、最近はそのほかのモーターたちも徐々にパ

ワーをつけ始めている。
　まず、�は出足関係が強力。優
勝は1回と少ないが、初下ろしから
安定して上位の機力を保っている。

�もバランスが取れた好モーターで乗り手を選ばず、つ
ねに出ている印象だ。5月に毒島誠が完全優勝を達成した
�は、現在は伸び寄り。それでも8月「お盆特選レース」
では辻栄蔵が3コースから捲り差しで優勝しており、実戦足の良さも十分にある。
　最近少し伸び悩んでいるのは�と�。�は以前は実戦足が良かったが、今
は伸び型の傾向に。調整の幅が狭いので、いかに素早く合わせられるかがカギにな
る。�は合えば回り足が良いが、夏場は暑さのせいか若干バテ気味だった。た
だ、2基とも素性は悪くないだけに、涼しくなれば復活があるかもしれない。

ＳＧ覇者・峰を中心に繰り広げられる熾烈な賞金バトル！ 初下ろしから軽快な�にライバル登場！
出足型の�、伸び型の�、バランス良い�に注目！

橋口　文子
●『西日本スポーツ』ＧⅠ海の王者決定戦 チェックポイント

順位 選手名 支部 2017年獲得賞金額
① 石野　貴之 大阪 95,537,000円

② 峰　　竜太 佐賀 87,194,666円

③ 桐生　順平 埼玉 79,054,000円

④ 寺田　　祥 山口 69,427,000円

⑤ 茅原　悠紀 岡山 60,296,000円

⑥ 井口　佳典 三重 58,955,000円

⑦ 菊地　孝平 静岡 57,021,000円

⑧ 白井　英治 山口 53,996,000円

⑨ 原田　幸哉 長崎 49,389,000円

⑩ 森高　一真 香川 46,497,000円

⑪ 田中信一郎 大阪 46,341,500円

⑫ 坪井　康晴 静岡 44,915,700円

⑬ 松井　　繁 大阪 43,586,700円

⑭ 岡崎　恭裕 福岡 42,009,000円

⑮ 前本　泰和 広島 41,605,500円

⑯ 赤岩　善生 愛知 41,409,333円

⑰ 湯川　浩司 大阪 41,237,666円

⑱ 中田　竜太 埼玉 40,682,366円

⑲ 毒島　　誠 群馬 39,424,000円

⑳ 篠崎　仁志 福岡 37,395,000円

順位 選手名 支部 2017年獲得賞金額
� 瓜生　正義 福岡 37,189,500円

� 篠崎　元志 福岡 36,306,000円

� 笠原　　亮 静岡 35,907,700円

� 前田　将太 福岡 35,565,000円

� 辻　　栄蔵 広島 34,321,000円

� 山崎　智也 群馬 33,796,000円

� 柳沢　　一 愛知 33,652,700円

� 江口　晃生 群馬 33,593,000円

� 守田　俊介 滋賀 32,928,000円

� 新田　雄史 三重 32,687,700円

� 石渡　鉄兵 東京 32,354,666円

� 今村　　豊 山口 32,226,000円

� 丸岡　正典 大阪 31,888,000円

� 田村　隆信 徳島 31,592,000円

� 平本　真之 愛知 31,301,000円

� 片岡　雅裕 香川 30,988,000円

� 小野　生奈 福岡 30,771,000円

� 池田　浩二 愛知 30,161,000円

� 濱野谷憲吾 東京 30,059,666円

� 須藤　博倫 埼玉 29,493,000円

2017年獲得賞金ベスト40
（2017年1月1日〜8月27日・若松メモリアル終了日）

はＧⅠ海の王者決定戦出場予定選手

トップレーサーの賞金争い 上位モーターのエース機争い＆ 秋の大村

（選手登録番号順・ドリーム戦出場選手は上掲）
●選手名の左上は登録番号、下は級別・支部・年齢（前検日現在）
●病気などにより選手が変更になる場合があります。

全��国   2017年2月1日〜2017年8月21日／最近6ヵ月
大��村   2014年8月1日〜2017年8月18日／最近3年

出 場 予 定 選 手

開催日 潮 満潮 干潮
10月2日㊊ 中潮 8：52 15：29
3日㊋ 大潮 9：48 16：12
4日㊌ 大潮 10：35 16：50

ＧⅠ
海の王者決定戦
開催期間中の
潮汐表

大時計

大型映像

防
風
ネ
ッ
ト

危
険
信
号
灯

N

ロイヤルスタンド

84m

106m

58m71m91m
86m

48m

150m
104m 第1ターンマーク

第2ターンマーク

103m
70m

150m

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 試運転ピット
本番ピット

スタート展示ピット

危
険
信
号
灯

モーター2連率ベスト10
2017年3月（使用開始）〜8月18日

順位 モーター
番号 2連率 勝率

①� 49.1％ 6.42
①� 49.1％ 6.25
③� 47.8％ 6.34
④� 46.2％ 6.37
⑤� 45.6％ 5.98
⑥� 45.5％ 5.71
⑦� 44.9％ 6.01
⑧� 44.8％ 6.13
⑧� 44.8％ 6.15
⑩� 42.3％ 5.65

● 大村はチルト1.5度まで 
使用できます。

コース＆モーター DATA

最近6ヵ月 		進入コース別成績（2017年2月1日〜8月18日／1,440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 8.51 62.3% 18.8% 7.1% 0.15 849回 0回 0回 0回 39回 1回

2コース 5.76 12.7% 28.0% 20.4% 0.17 0回 34回 0回 124回 20回 4回

3コース 5.11 9.5% 20.8% 19.2% 0.17 0回 36回 68回 19回 11回 3回

4コース 4.98 9.9% 16.7% 21.8% 0.16 0回 61回 43回 15回 19回 5回

5コース 4.02 4.4% 10.8% 17.8% 0.17 0回 10回 44回 1回 6回 2回

6コース 3.11 2.0% 5.2% 13.9% 0.18 0回 5回 16回 1回 4回 2回

開催日 潮 満潮 干潮
10月5日㊍ 大潮 11：17 17：25
6日㊎ 大潮 11：57 17：58
7日㊏ 中潮 12：37 18：31


