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オフィシャルパンフレットプレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス／ＧⅢ第6回クイーンズクライマックスシリーズ

全国のボートレース場および
チケットショップで全日程発売!

●�発売時間・形態（併売・外向など）につきまし
ては、各ボートレース場およびチケットショ
ップのホームページなどでご確認ください。

■第 1 レース・スタート展示　　　10：25
■第12レース・本場発売締切予定　16：35　●場外締切時刻は本場発売締切の1分前です。

■ボートレース大村・開門　8：50　 2日目以降　9：30

スマホ

プレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス  特設サイト
http://omurakyotei.jp/special/2017queens/

●�電話投票は前日から発売開始。
当日は朝7時から発売します。

電話投票
レース場コード 2 4 ＃電話投票

レース場コード 2 4 ＃

　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電話番号およ
び⑥本誌を入手したボートレース場・チケットショップ名（『マ
ンスリーBOAT�RACE』の定期購読を申し込んでおられる方は
「定期」）を明記して、下記の宛先までお送りください。
　ご応募はお一人様につき1枚限りとし、複数のご応募は無効といたします。

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� 2018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。

抽選で
20名様

に

　「プレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス」の
優勝者を予想してください。

2　等   
GoPro（3点セット）  
　  1名様

ＱＣ賞  女子選手提供サイン入りグッズ   56名様

 出場女子選手オリジナルクオカード   100名様

長崎特産品賞  
クイーンズクライマックスオリジナルカステラ   50名様

長崎県大村市玖島1－15－1　☎0957－54－4111
●未成年者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。

賞　品

2017年12月1日金
〜12月25日月

応募期間

■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

ボートレース大村・電話情報ガイド

SIXPAD  
アブズ＆ツインボディセット 
　   1名様

Dyson V8 Fluffy   1名様

スマホ

優勝者予想クイズ　応募サイト
http://omurakyotei.jp/special/2017queens/yosou/

当選発表 　賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
※賞品の発送は1月頃を予定しております。
※1等賞品に関しては、登録にかかわる諸経費などは当選者負担です。
※女子選手提供グッズは出場女子選手のグッズではない場合があります。

応募方法 　�ボートレース大村・クイーンズクライマックス特設サイト
内にある応募フォームよりご応募ください。

3　等  JTB　ナイスギフトカード 
 3,000円分   90名様

1　等   
車  ハスラーＸ2型（純正ナビ）  
　  1名様

対象者／インターネット即時投票会員
発売予定時間／翌日の出走表公表後〜23：00

プレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス
電話投票・前日前売発売実施！

地上波
12月28日㊍・29日㊎　16：20〜16：50
12月30日㊏・31日㊐　16：00〜16：54

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

Ｂ　Ｓ
12月30日㊏　ＢＳジャパン　16：00〜16：54
12月31日㊐　ＢＳフジ　　　16：00〜16：54

テレビ＆ラジオ 実況中継

Ｃ　Ｓ
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 JLC680HD

ラジオ
12月31日㊐　16：00〜16：55
●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

優勝者予想クイズ

ボートレース大村  
オリジナルクオカードをプレゼント！

キャッシュバックキャンペーン

　申込み方法など詳しくはホームページをご覧下さい。

最大12,000円
キャッシュバック! !

交通費キャッシュバック!

宿泊クーポン券サービス!

タクシーキャッシュバック!

ORICA会
員

限定!!

ORICA会
員

限定!!

航空機利用
者

限定！！
航空機利用

者
限定！！

航空機利用
者

限定！！

5,000円分最大
キャッシュバック!

4,000円分最大
キャッシュバック!

2,000円分
宿泊クーポン券

「飲み食うポン」
1,000円分をプレゼント！さらに！

宿泊クーポンを
ご利用の方に

●長崎空港からタクシーで15分
●長崎自動車道・大村ＩＣから15分
● 長崎・佐世保・佐賀・鹿島・島原・有

家・諫早・県界より無料バス運行

● 大草港、時津港および長与港から無料
連絡船運航

● ＪＲ「大村駅」から無料タクシー運行
●大村市内無料循環バス運行

ボートレース大村へのアクセス
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オフィシャルパンフレット

4502	 えんどう  えみ

遠藤	 エミ
Ａ1・滋賀・29歳

4530	 おの  せいな

小野	 生奈
Ａ1・福岡・29歳

3618	 うんの  ゆかり

海野	ゆかり
Ａ1・広島・44歳

3232	 やまかわ  みゆき

山川	美由紀
Ａ1・香川・51歳

4190	 ながしま  まき

長嶋	 万記
Ａ1・静岡・36歳

3435	 てらだ  ちえ

寺田	 千恵
Ａ1・岡山・48歳

4433	 かわの  めい

川野	 芽唯
Ａ1・福岡・31歳

4450	 ひらたか  なな

平高	 奈菜
Ａ1・香川・30歳

4399	 まつもと  あきえ

松本	 晶恵
Ａ1・群馬・30歳

4123	 ほそかわ  ゆうこ

細川	 裕子
Ａ1・愛知・36歳

4501	 ひぐち  ゆかり

樋口	由加里
Ａ1・岡山・29歳

4050	 たぐち  せつこ

田口	 節子
Ａ1・岡山・36歳

トライアル初戦 Ｂ組　12月28日木　第11レース トライアル初戦 Ａ組　12月28日木　第12レース

　今年はオールスターからダービーまでのＳＧ
転戦など、トップクラスを相手に腕を磨いてき
た。実力はもはや女子トップとも呼べるが、獲
得タイトルは女子チャレンジＣ2回とまだＧⅡ
のみ。真の“女王”へ、機は熟した。

　今年は強烈な捲りが減り、的確なさばきで成
績を残した印象だ。とは言っても福岡オールス
ター予選での3連勝や、若松お盆戦での優勝な
ど、派手なパフォーマンスも見せてきた。夏冬
女王戴冠へ新スタイルで攻め抜く。

　前回大会は初戦の1枠で敗れるという悔しい
スタートとなった。それでも第2回芦屋、第3
回住之江大会のトライアルでは4カド捲りを決
めてインパクトを残している。大舞台でこそ持
ち味を出せる強さが海野にはある。

　クイーンズＣは5回目の出場になるが、なん
と過去4大会のトライアルでは未勝利。モータ
ー、枠番ともに抽選運に泣かされてきた。それ
でも宮島女子オールスターで優勝と勝負魂は健
在。あとは勝機を待つのみ。

　前回平和島大会はファイナル3着も「やり切
った」。その満足感と充実度が今年の快進撃を
支えてきた。2年連続の100勝超えに、年間優
勝8回で集中力強化を証明。鍛え抜いた精神力
で前回以上の至福の時を迎えるか。

　最近5年で7点勝率を逃したのは1期のみ。
新勝率も7.49をマークと安定度の高さは変わら
ない。クイーンズCは過去5大会全て出場して
いる。まだ“賞金女王”には届いていないが、
この経験値は大きな武器となる。

　今年の女子1着数で長嶋に続く2位につけて
いる。特に最近6ヵ月では断トツの1位だ。コ
ーナー勝負のレース巧者の印象だったが、最近
は1マーク決定力も格段に上がっているのは明
らかだ。好旋回で2度目の賞金女王へ。

　シリーズ戦回りとなった前回大会は、準優勝
戦6枠から1着をもぎ獲っての優出で意地を見
せた。クイーンズＣは14年住之江、15年福岡大
会ともにあと一歩の優勝戦2着だった。今度こ
そ、爽快な一撃を決めたい。

　昨年の賞金女王だ。今年は一転して優勝がな
く勝率も下降気味と苦戦を強いられたが、宮島
女子オールスターと芦屋レディースＣで優出し
て大舞台での強さを見せつけてもいた。連覇を
狙って快走で魅せる。

　芦屋レディースＣ優勝戦2着の戦績。それよ
りもその芦屋レディースＣでオール3連対を守
ったのは細川ただ1人だった点に注目したい。
今年の女子3連率トップという成績が示すよう
に、最も舟券で頼りになる存在だ。

　 11年のデビュー初優勝を峰竜太を大外から
捲り差しで破って決めたように、爆発力が最大
の魅力だ。調子に波がある所が欠点だったが、
それもここ1年で解消された。6コースでもや
っぱり意表の一撃には要注意だ。

　優勝戦1枠を手にしながら2着に敗れた第1
回大会以来のクイーンズＣ出場となる。前期は
女子勝率トップにも返り咲いた。下関女子チャ
レンジCと丸亀Aレディースで連続Fも、5年ぶ
りの挑戦で新たな強さを見せつけるか。

ＧⅠクイーンズクライマックス　トライアル出場12 選手

　下関のＧⅡレディースチャレンジカップ（女
子チャレンジＣ）で大会連覇を決めて絶好調で

（芦屋周年、住之江ＧＰシリーズをはさむが）
大村入りの遠藤エミ（滋賀）がシリーズリーダ

ーになることはまず
間違いのないとこ
ろ 。 今 年 は 5 回 の 
ＳＧ戦に出場。超ド

級のメンバーにもまれながら成長を続けた結果
の連覇といって良いだろう。加えて「大村とは
相性が良い」という点でも頭ひとつリードとい
える。前回の大村・女子チャレンジＣでの優勝

は衆知のとおり。近況の好調度、大村との相性
の良さで悲願のＧⅠ優勝を果たしティアラを頭
上に輝かせたい。
　この遠藤に待ったをかけるのは遠藤同様初日
1号艇で登場の小野生奈（福岡）。SGチャレン
ジＣでは予選突破ならず結果を出せずに終わっ

たが、実力は遠藤に
勝るとも劣らず。大
村でも目下2場所連
続優出中と相性も負

けてはいない。強気に攻めるレースが彼女の身
上。チャレンジＣの悔しさは大村で晴らしたい

ところだ。
　今年1年の充実度で注目されるのが長嶋万記

（静岡）。優出17回で
8回の優勝は他を圧
倒する数字。加えて
大村も12年の第1回
QCシリーズから今年3月まで7回参戦して6優
出と実績は抜群だ。6優出のうち4度が2着と
惜しいところで優勝を逃している。ＧⅠ制覇で
鬱憤晴らしか。
　シリーズ戦に目を移そう。次点で初回からの
連続出場が途絶えシリーズ回りとなった日高逸
子（福岡）。初日ドリーム1号艇での登場だ。今
年は優勝なしと寂しい結果となっているがレー
ス運びでは一日の長あり。ベテランの味を発揮
したい。大村との相性という点で注目は竹井奈
美（福岡）。もっか3場所連続優出中。今一歩の
ところで優勝に届かないがそろそろの予感も。

使用候補15モーター
（2017年3月・使用開始〜11月30日）

�号機　総合評価Ｓ　出足◎　伸び◎
2連率51.1％　勝率6.59　優出5回　優勝2回

初下ろしから全く衰えない大村エース機。10
月に羽野直也がＧⅠ初優出、初優勝の逸機。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び◎
2連率40.1％　勝率5.89　優出4回　優勝2回

どちらかというと伸びに偏る傾向だが、11月
戦優勝の山口裕二は出足も仕上げていた。

�号機　総合評価Ａ　出足◎　伸び○
2連率47.8％　勝率6.20　優出4回　優勝0回

試運転では目立たないが実戦で威力を発揮。
引き波を乗り越えるパワーを秘めている。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び◎
2連率36.2％　勝率5.65　優出1回　優勝0回

10月末の長溝一生が節イチの動きを披露する
が11月の福田雅一は伸びで若干優位程度。

�号機　総合評価Ａ　出足○　伸び◎
2連率42.4％　勝率5.77　優出6回　優勝3回

当初は�、�と並び称されたが近況パワ
ーダウン。パンチ力の復活が待たれる。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率40.0％　勝率5.52　優出5回　優勝0回

調整次第では出足がやや良くなる。どちらか
というと伸び型にしてそれを生かした方が。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率36.0％　勝率5.59　優出3回　優勝0回

どちらかというと伸び型のモーターと言える
が、出て行くほどの強力さは見られない。

�号機　総合評価Ｓ　出足◎　伸び◎
2連率49.6％　勝率6.20　優出6回　優勝1回

�に次ぐ大村双璧モーター。出足型、伸び型
どちらにも。調整合えばどちらも◎がつく。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率43.0％　勝率5.93　優出3回　優勝0回

際立った動きを見せるわけではないが、出足
に関してはそう不満の声は聞かれない。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率41.3％　勝率5.64　優出5回　優勝1回

「勝率ほどの足じゃない」という声が多く聞
かれる。水準はクリアだがもうひと足欲しい。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率39.6％　勝率5.62　優出2回　優勝1回

強力とまではいかないがカマせば若干伸びて
行く。機歴としては中堅がいっぱいだろう。

�号機　総合評価Ａ　出足◎　伸び○
2連率44.0％　勝率6.18　優出4回　優勝0回

乗り手によって伸び型、出足型とプロペラに
敏感に反応する。本体の良さを感じさせる。

�号機　総合評価Ｃ　出足△　伸び○
2連率39.3％　勝率5.87　優出6回　優勝1回

温水パイプを装着してから下降。プロペラだ
けでなく本体整備での上積みが必要かも。

�号機　総合評価Ｂ　出足◎　伸び○
2連率39.6％　勝率5.68　優出6回　優勝1回

出足系統に関しては不満の声は出ない。伸び
足とのバランスが取れれば文句なしだが。

�号機　総合評価Ｂ　出足○　伸び○
2連率38.5％　勝率5.50　優出4回　優勝1回

目立たないが安定感の見られる実戦向きモー
ター。これに瞬発力がつけば上位の足に。

38,804,500円 （2位） 39,269,000円 （1位）

28,563,500円 （7位） 27,967,500円 （8位）

38,169,500円 （3位） 29,584,400円 （4位）

26,323,840円（10位） 27,343,900円 （9位）

29,131,000円 （6位） 29,402,000円 （5位）

24,451,400円（11位） 24,389,200円（12位）

● ＧⅠクイーンズクライマックス使用モーターは12月18日「ＧⅢ
アサヒビールカップ」終了後に決定、発表いたします。

2017年の女子最強を決める戦い！

総展望
最速女王・遠藤がＧⅠ初優勝＆ティアラ戴冠へ！
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多久島龍也 ●『九州スポーツ』
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ＧⅠクイーンズ
クライマックス

地元記者
オススメ



最近6ヵ月（2017年6月1日〜
11月26日）の全国勝率
最近3年（2014年12月1日〜
2017年11月23日）の大村勝率

3302	 たにかわ  りえ

谷川	 里江
Ａ2・愛知・50歳

4304	 ふじさき  さゆり

藤崎小百合
Ａ2・福岡・34歳

3900	 かがわ  もとこ

香川	 素子
Ａ1・滋賀・40歳

3802	 もりおか  まき

森岡	 真希
Ｂ1・岡山・43歳

3280	 かきうち  きよみ

垣内	 清美
Ａ2・三重・50歳

3474	 まつせ  ひろみ

松瀬	 弘美
Ｂ1・静岡・47歳

3845	 なかたに  ともこ

中谷	 朋子
Ａ1・兵庫・41歳

4183	 うの  やよい

宇野	 弥生
Ａ2・愛知・31歳

4011	 ほりのうち  きよこ

堀之内	紀代子
Ａ2・岡山・38歳

4117	 ひろなか  ちさえ

廣中智紗衣
Ｂ1・東京・36歳

4244	 すずき  なるみ

鈴木	 成美
Ｂ1・静岡・31歳

4627	 ふじわら  なつき

藤原	 菜希
Ｂ1・東京・31歳

4823	 なかむら  ももか

中村	 桃佳
Ａ2・香川・24歳

4289	 おちあい  なおこ

落合	 直子
Ａ2・大阪・33歳

4590	 わたなべ  ゆみ

渡邉	 優美
Ｂ1・福岡・25歳

3611	 いわさき  よしみ

岩崎	 芳美
Ａ2・徳島・45歳

4349	 いんどう  ちあき

犬童	 千秋
Ｂ1・福岡・32歳

4300	 かとう  あや

加藤	 綾
Ｂ1・三重・34歳

4482	 もりや  みほ

守屋	 美穂
Ａ1・岡山・28歳

4065	 かなだ  ゆきこ

金田	 幸子
Ａ1・岡山・38歳

4885	 おおやま  ちひろ

大山	 千広
Ｂ1・福岡・21歳

4764	 こいけ  あやの

小池	 礼乃
Ｂ1・福岡・27歳

3357	 ふくしま  よおこ

福島	 陽子
Ｂ1・岡山・49歳

4678	 みずの  のぞみ

水野	 望美
Ａ2・愛知・29歳

3801	 ごたんだ  しのぶ

五反田	 忍
Ａ2・大阪・43歳

4611	 いまい  みあ

今井	 美亜
Ａ2・福井・27歳

4045	 ささき  ひろみ

佐々木裕美
Ａ2・山口・38歳

3289	 たかはし  あつみ

高橋	 淳美
Ａ2・大阪・54歳

4804	 たかだ  ひかる

高田ひかる
Ｂ1・三重・23歳

3604	 むとう  あやこ

武藤　綾子
Ｂ1・福岡・47歳

3580	 みなくち  ゆき

水口	 由紀
Ａ1・滋賀・44歳

登録番号

選手名
級別・支部・年齢（前検日現在）

4286	 ひらた  さやか

平田さやか
Ａ2・東京・33歳

3175	 わたなべ  ちぐさ

渡辺	 千草
Ａ2・東京・54歳

3645	 あさだ  ちあき

淺田千亜希
Ａ2・徳島・45歳

4017	 むかい  みすず

向井	 美鈴
Ｂ1・山口・37歳

4884	 かつうら  まほ

勝浦　真帆
Ｂ1・岡山・21歳

5月戸田から4連続優出に成功し、7月びわ
こで今年初優勝。近況も優出が多く好調下。

10月戸田ヴィーナスＳで優出し、当地も9月
一般戦で優出するなど良いイメージで参戦。

コース不問の柔軟さばきで舟券の軸になる。
10月鳴門戦で今年初優勝とリズム上昇中。

着獲りは安定感に欠けるが、センター枠から
捲りで1着獲り。外枠時にしのげるかが鍵。

9月津でＦ以降はスタート慎重。当地も約5
年ぶりと久しぶりで直前気配は要チェック。

当地は6年半ぶりの参戦。「イン最強水面」
でも捲りで攻めるスタイルで高配当出すか。

8月尼崎、蒲郡で連続優勝を飾るも続く若松
で期2本目のＦ。スタート勘に不安を残す。

12年の当地MB大賞で特別戦初優勝。スリッ
トの迫力は抜群で内枠勢を飲み込む。

切れのある捲り差しを武器に新期A1級復帰。
好枠での優出が多く、準優1着期待。

5月若松の混合戦で優勝し、続く常滑、徳山
で優出も、近況は予選落ちが続いている。

最大の武器は軽量を生かした捲りで、2〜4
コースを取れば捲り一発で波乱を演出する。

着獲りにムラはあるが、スタートの切れを武
器に捲り、捲り差しと自在ハンドルで浮上。

福岡オールスターでＳＧデビュー。10月三国
で今年2回目の優勝飾った将来の女王候補。

6、7月は優出ラッシュと好調モードだった
が、気温が下がってからはリズム下降気味。

当地はデビュー初優勝のメモリアル水面。近
況リズムひと息も、得意水面で復調に期待。

近況は安定感に欠ける内容だが、当地前回は
準優勝。相性の良い水面でリズムを上げる。

スタート慎重で攻め遅れるシーンも多いが、
基本は捲り主体の攻撃的なレースが持ち味。

当地は今年3回目の参戦で、1月戦で優出3
着と活躍。的確な差しハンドルで上位進出。

差し主体のレース運びで大崩れがない。準優
好枠獲りならしっかり優勝戦に駒を進める。

当地4月のＡレディースでは2連対を外した
のは一度のみ。速攻レースで優勝を狙う。

9月福岡Ａレディースで初優勝。11月宮島Ａ
レディースで優出3着と急成長中の注目株。

前期は勝率5点台をマークし優出2回と成長
著しい。ターンセンスは非凡なものがある。

スリットの攻めは安定感に欠けるも、自分か
ら仕掛けるレーススタイルで捲り一発要注。

スタートは慎重になっているがスロー域は3
連単の軸。外枠での大敗を少なくしたい。

今年7優出2優勝とブレイクしＡ1級昇級も
決めている。破壊力ある攻めで上位着獲り。

9月児島で期2本目のＦ。90日の休み明けだ
が、前回優出と相性の良さを生かして浮上。

一時期の不調から抜け出し、10月江戸川Ａレ
ディースでは約5年半ぶりの優勝を飾った。

近況は大味な成績が目立つ。狙うなら外枠で、
芦屋レディースＣでは6号艇で1着。

前期は自身初の勝率5点台を稼いだ。近況も
コンスタントに予選突破と地力を底上げ中。

近況は予選突破が多く好リズム。イン戦はも
ちろん3コースから果敢に握って連絡み。

優出回数はそこまで多くないが、予選道中は
安定感あるレース運びで準優出を外さない。

1月夢の初優勝は未勝利で優出果たす。相性
良い水面でデビュー初優勝に期待が懸かる。

派手な仕掛けは見られないが、ソツのないレ
ース運びで2、3着にまとめる巧さがある。

多摩川Aレディースで今年初優出、続く鳴門
で優勝戦1号艇獲得とリズムは上昇ムード。

11月宮島Ａレディースで準優勝。当地も前回
準優勝とイメージは良く、俊敏戦で上位へ。

スピードターンでメキメキと頭角を現してき
た。将来の女子ボート界を背負う選手だ。

	 全　国	 6.22
	 大　村	 8.44

	 全　国	 6.70
	 大　村	 5.86

	 全　国	 6.15
	 大　村	 6.94

	 全　国	 5.59
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	 全　国	 4.65
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	 全　国	 5.64
	 大　村	 7.00
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	 全　国	 4.74
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	 全　国	 5.91
	 大　村	 7.06

	 全　国	 6.10
	 大　村	 5.78
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	 全　国	 4.69
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	 全　国	 5.54
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	 全　国	 5.00
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	 全　国	 5.84
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	 全　国	 6.12
	 大　村	 5.75

	 全　国	 6.36
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	 全　国	 6.14
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	 全　国	 5.37
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	 全　国	 3.48
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21,241,200円（19位）

18,433,500円（25位）

17,199,900円（31位）

12,949,000円（37位）

11,809,000円（43位）

10,849,000円（49位）

21,095,900円（20位）

18,072,500円（26位）

17,167,340円（32位）

12,743,000円（38位）

11,753,000円（44位）

10,846,340円（50位）

20,971,000円（21位）

17,851,670円（27位）

16,828,000円（33位）

12,701,900円（39位）

11,675,500円（45位）

10,738,173円（51位）

20,895,000円（22位）

17,845,000円（28位）

16,671,000円（34位）

12,278,500円（40位）

10,982,900円（46位）

10,618,670円（52位）

19,819,000円（23位）

17,626,500円（29位）

15,623,000円（35位）

12,121,400円（41位）

10,913,000円（47位）

10,329,000円（53位）

18,883,000円（24位）

2017年獲得賞金額（選出順位）

17,327,000円（30位）

13,697,000円（36位）

11,830,000円（42位）

10,900,000円（48位）

10,271,000円（54位）

短評

54 プレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス／ＧⅢ第6回クイーンズクライマックスシリーズ
オフィシャルパンフレット

　◎予備選手　①4313 西村美智子（香川）　②3355 橋谷田佳織（東京）　③4170 西坂　香松（香川）　　●選出除外選手　3304 角　ひとみ（広島）／3470 新田　芳美（徳島）／3579 中里　優子（埼玉）／3894 池田　明美（静岡）／3932 池田　浩美（静岡）／3993 永井　聖美（東京）／3994 茶谷　　桜（滋賀）／4014 片岡　恵里（山口）／4243 西村　　歩（大阪）／4372 原田　佑実（大阪）／4373 若狭奈美子（岡山）／4443 津田　裕絵（山口）／4447 深川麻奈美（福岡）／4478 櫻本あゆみ（東京）／4546 浜田亜理沙（埼玉）／4746 大豆生田蒼（埼玉）

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

1 4530 小野　生奈 福岡 39,269,000円
2 4502 遠藤　エミ 滋賀 38,804,500円
3 4190 長嶋　万記 静岡 38,169,500円
4 3435 寺田　千恵 岡山 29,584,400円
5 4123 細川　裕子 愛知 29,402,000円
6 4399 松本　晶恵 群馬 29,131,000円
7 3618 海野ゆかり 広島 28,563,500円
8 3232 山川美由紀 香川 27,967,500円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

9 4450 平高　奈菜 香川 27,343,900円
10 4433 川野　芽唯 福岡 26,323,840円
11 4501 樋口由加里 岡山 24,451,400円
12 4050 田口　節子 岡山 24,389,200円
13 3188 日高　逸子 福岡 23,866,400円
14 4208 三浦　永理 静岡 23,248,340円
15 4556 竹井　奈美 福岡 22,422,000円
16 3674 岸　　恵子 徳島 21,700,500円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

17 4464 山下　友貴 三重 21,411,900円
18 3999 大瀧明日香 愛知 21,288,000円
19 3302 谷川　里江 愛知 21,241,200円
20 3845 中谷　朋子 兵庫 21,095,900円
21 4823 中村　桃佳 香川 20,971,000円
22 4482 守屋　美穂 岡山 20,895,000円
23 3801 五反田　忍 大阪 19,819,000円
24 3580 水口　由紀 滋賀 18,883,000円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

25 4304 藤崎小百合 福岡 18,433,500円
26 4183 宇野　弥生 愛知 18,072,500円
27 4289 落合　直子 大阪 17,851,670円
28 4065 金田　幸子 岡山 17,845,000円
29 4443 津田　裕絵 山口 17,686,170円
30 4611 今井　美亜 福井 17,626,500円
31 4286 平田さやか 東京 17,327,000円
32 3900 香川　素子 滋賀 17,199,900円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

33 4011 堀之内紀代子 岡山 17,167,340円
34 4590 渡邉　優美 福岡 16,828,000円
35 4885 大山　千広 福岡 16,671,000円
36 3894 池田　明美 静岡 16,449,200円
37 3334 角　ひとみ 広島 16,332,000円
38 4045 佐々木裕美 山口 15,623,000円
39 3932 池田　浩美 静岡 14,723,000円
40 4546 浜田亜理沙 埼玉 14,225,000円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

41 3175 渡辺　千草 東京 13,697,000円
42 3470 新田　芳美 徳島 13,572,000円
43 4478 櫻本あゆみ 東京 13,266,500円
44 4372 原田　佑実 大阪 12,964,000円
45 3802 森岡　真希 岡山 12,949,000円
46 4373 若狭奈美子 岡山 12,887,000円
47 4117 廣中智紗衣 東京 12,743,000円
48 3611 岩崎　芳美 徳島 12,701,900円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

49 3579 中里　優子 埼玉 12,555,340円
50 4764 小池　礼乃 福岡 12,278,500円
51 3289 高橋　淳美 大阪 12,121,400円
52 4243 西村　　歩 大阪 12,086,400円
53 4447 深川麻奈美 福岡 11,956,000円
54 3645 淺田千亜希 徳島 11,830,000円
55 3280 垣内　清美 三重 11,809,000円
56 4244 鈴木　成美 静岡 11,753,000円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

57 4349 犬童　千秋 福岡 11,675,500円
58 3994 茶谷　　桜 滋賀 11,209,000円
59 3357 福島　陽子 岡山 10,982,900円
60 4804 高田ひかる 三重 10,913,000円

　2017年	女子	獲得賞金ベスト60（2017年1月1日〜11月26日・下関チャレンジカップ終了日現在）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
第6回大会	 大　村 	 優勝戦
2017年12月31日㊐・第12レース

クイーンズクライマックスシリーズ
歴代優勝者	●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　明美
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
第6回大会	 大　村 	 優勝戦
2017年12月31日㊐・第11レース

プロフィール出場42選手 ［選出順位順］ＧⅢ第6回クイーンズクライマックスシリーズ
ＧⅢ第6回クイーンズクライマックスシリーズ選出基準

ＧⅠクイーンズクライマックス出場者を除く、2017年1月1日〜11月26日の女子獲得賞金上位者

●2017年獲得賞金額（順位）は11月26日現在。●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。

3188	 ひだか　いつこ

日高　逸子
Ａ1・福岡・56歳

3674	 きし　けいこ

岸　　恵子
Ａ2・徳島・45歳

4208	 みうら　えり

三浦　永理
Ａ1・静岡・34歳

4464	 やました　ゆうき

山下　友貴
Ａ1・三重・31歳

4556	 たけい　なみ

竹井　奈美
Ａ1・福岡・28歳

3999	 おおたき　あすか

大瀧明日香
Ａ1・愛知・38歳

今年は優勝ゼロもコンス
タントに優出。あきらめ
ないレースでベテランの
意地を見せる。

芦屋レディースＣ優出。
その後も準優進出を外さ
ない安定感ある走りで賞
金を上積み。

当地で行われた第1回ク
イーンズＣで優勝歴。多
彩なテクニックを駆使し
て上位進出へ。

13年芦屋の第2回ＱＣシ
リーズで優勝。捲り主体
の積極的なレースで上位
進出を目指す。

スピード満点のレースス
タイルが身上。道中も果
敢な追い上げで、1つで
も上の着を狙う。

8〜9月に3連続優出を
果たし、近況も唐津Ａレ
ディースで準優勝と好リ
ズムをキープ。

23,866,400円（13位） 21,700,500円（16位）23,248,340円（14位） 21,411,900円（17位）22,422,000円（15位） 21,288,000円（18位）

	全　国	 6.76	 大　村	 6.49 	全　国	 6.82	 大　村	 7.59	全　国	 6.57	 大　村	 5.00 	全　国	 5.81	 大　村	 5.74	全　国	 6.69	 大　村	 6.30 	全　国	 6.78	 大　村	 7.14

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

ドリーム戦	　12月26日火（初日）　第12レース　出場予定選手

選
手
デ
ー
タ
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方

選手
ポート
レート



76 プレミアムＧⅠ第6回クイーンズクライマックス／ＧⅢ第6回クイーンズクライマックスシリーズ
オフィシャルパンフレット

　冬場は北風が吹くケースが多い。方向とし
てはホームに対して左横方向からの向かい風
となる。「イン最強水面」と言われるとおり、
大村のインの強さには定評がある。今年11月
23日までのインの1着率は62％強。向かい風
はカマシ風と思われがちだが、北風のときの
インは回るときに正面からの風となるため、
握っても大きく流れることはなく、艇の戻り
も良い。これがインの強さの一因である。
　「大村のスタートは難しい」と多数の選手
たちが口にするが、それも風の影響によるも
のが大きい。向かい風が時に対岸からの横

風、極端な場合は追い風にとコロコロ変わる
日も少なくない。展示のときと本番で変わる
こともあるだけに、選手にとってはやっかい
な風と言わざるを得ない。
　レース内容は四季を通じて大きく変わるこ
とはないが、水面の特徴としては2マークで
の逆転劇が挙げられる。特に遠征の選手が

「2マークが乗りにくい」と口にする。
　理由は目には見えないうねりがあるから
だ。2マーク側の防波堤は下部が開いており
外海とつながっている。外海のうねりが入っ
てくるせいで、ツケマイに行くとサイドが外
れて流れるケースがよく見られる。2マーク
は差し勝負が賢明と言えるだろう。

　こんな大村水面の特徴を認識している選手
が活躍するのは自明だが、今シリーズでは昨
年の女子チャレンジＣで優勝した遠藤エミ、
同大会で優出4着の小野生奈のＶ有力候補
に、当地4連続優出中の長嶋万記。シリーズ
では14年6月から9場所参戦して6場所優出
の竹井奈美が活躍してくれそうだ。

　 2017年のラストを締めくくるクイーンズ
クライマックスが、日本一インが強い大村で
開催されます。年末やお正月はやたらと物要
りの時期。ここで万穴舟券を獲ってフトコロ
を暖かくしたいところですが…、今年4月の 

「ＧⅢオールレディース第12回蛭子能収杯」
を振り返ってみると万穴舟券は9本、やはり
大村ですね。この本数は寂しく感じます。

　でも、注目すべき点が1つある
んですよ。Ａレディースで出た万
穴舟券9本のうち、6本の決まり

手が“捲り”なんです。女子戦を見ていて感
じることなんですが、女子はダッシュの艇が
スタートを決めて攻めてくると「引いて小回
り」か「引いて差し」を選択することが多い
んですね。男子の場合はそう簡単には捲られ
まいと反発して握り返すのが当たり前なんで
すが、その点、女子は冷静です。アツくなら
ずに1マークをクールに立ち回ります。その
結果、スリットが中ヘコミになって捲りが良

く決まるんです。4月のAレディースも例外
ではなく、このパターンで捲りが決まって

“万穴舟券”が飛び出していました。
　クイーンズＣの“万穴舟券”ゲットのヒン
トもココにあると、僕は読みます。平均ＳＴ
が早い選手、伸びが良い選手をとことん狙っ
てみてください。必ずや“捲り”を決めて 
ＢＩＧなお年玉をくれるはずです。最高のお
正月を迎えましょう！！

ダッシュ勢の捲りで、ＢＩＧなお年玉をゲット！2017年最後の大勝負！
万穴ハンター・石井が狙う

クイーンズＣの 3 連 単
石井　誠司 ● 本誌編集長

『マンスリーBOAT RACE』データ室

風向きがコロコロ変わる大村は、
スタート力のある選手が活躍！

大時計

大型映像
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ロイヤルスタンド

84m
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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
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● 賞金女王決定戦1着賞金には、BOAT RACE振興会会長賞の副
賞金200万円を含む。

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス トライアル＆決定戦組み合わせ

12月29日金［2日目］
Ａ組  初日第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  初日第12レースの1・3・5着と第11レースの2・4・6着の6名

12月30日土［3日目］
Ａ組  2日目第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  2日目第12レースの1・3・5着と第11レースの2・4・6着の6名

12月31日日［最終日］

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

賞金女王決定戦 1位 2位 3位 4位 5位 6位

順 位 決 定 戦 7位 8位 9位 10位 11位 12位

・ 欠場、失格した選手は、当該レースの最下位として取り扱う。
・ 同着入着選手がある場合は、選出順位順により組み合わせを決定

する。
・ 欠場、失格した選手が2名以上の場合は、減点表の減点の少ない

選手を優先し、減点数が同じ場合は選出順位順により組み合わせ
を決定する。

・ 選手責任によるスタート事故を起こした選手は原則外枠とする。

減点表

選手責任
欠場、失格

失　速
（2回目以降）

待機行動実施
細則違反
不良航法

妨害失格
Ｆ・選手責任Ｌ（出遅れ）
競技規定第23条関連違反

その他の賞典除外に相当する違反

−2 −3 −7 −10

得点表
着順 1着 2着 3着 4着 5着 6着 選手責任外

欠場、失格

得点 10 9 7 6 5 4 0

選手賞金
プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス （単位：千円）

着順
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

賞金女王決定戦 12,000 45,000 3,400 2,300 1,900 1,600

順位決定戦 1,200 900 700 600 500 400

トライアル 280 200 140 120 90 75

ＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ （単位：千円）
着順

種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 1,000 710 510 400 360 340
特別選抜Ａ戦 310 220 170 115 100 80
特別選抜Ｂ戦 295 210 160 110 88 69
準 優 勝 戦 125 88 60 39 28 16
ドリーム戦 125 88 60 39 28 16
予選・一般戦 110 77 55 35 24 12

ボートレース発祥の地
の水 面分析

12/26 ㊋ プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス
トライアル出場選手によるお出迎え　8：50〜

開会セレモニー
　選手紹介＆
　シリーズドリーム戦出場選手インタビュー　9：20〜

羽野　直也選手トークショー 
　①第4レース発売中（11：57頃〜）
　②第8レース発売中（13：59頃〜）

12/27 ㊌ 下條雄太郎選手トークショー 
　①第4レース発売中（11：57頃〜）
　②第8レース発売中（13：59頃〜）
　MC・永島知洋

12/29 ㊎ さらば青春の光  お笑いライブ 
　①第5レース発売中（12：24頃〜）
　②第9レース発売中（14：27頃〜）

12/30 ㊏ アン・シネ  
 トークショー 
　①第5レース発売中（12：24頃〜）
　②第9レース発売中（14：25頃〜）

12/31 ㊐ プレミアムＧⅠ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
優勝戦出場選手公開インタビュー　10：00頃〜

大もちまき　第5・9レース発売中／エクストリーム広場

● 記載のないイベントの会場は大村ボートレース場・イベントステージ。
● 実施時間および内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
　中止・順延となった場合、振替実施はありません。

優勝者表彰セレモニー ＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ 
 　第12レース発売中（16：05頃〜）

 プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス
 　優勝戦終了後

クイーンズクライマックス
オリジナルマフラータオル抽選会
　大村締切前舟券1,000円以上をご提示の方に、抽選で 

「オリジナルマフラータオル」をプレゼント。
　10：30〜賞品がなくなり次第終了／東入場門付近
　●お一人様1枚までとさせていただきます。

不死鳥 エースのジョー
植木 通彦氏＆ 上瀧 和則氏

 プレミアムトークショー 
第8レース発売中（13：50頃〜）

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

先着入場者1,000名様に 
「オリジナルロールブランケット」
をプレゼント♥

先着入場者1,000名様に
「オリジナルスープポット」を
プレゼント♥

先着入場者1,000名様に
「年越しちゃんぽん・皿うどん麺セット」をプレゼント♥

辺見 マリ 
 歌謡ショー 
　① 第5レース発売中（12：27頃〜）
　② 第9レース発売中（14：31頃〜）

360度ボートレース映像体験ブース

12/30 ㊏
31 ㊐

　開門〜／エクストリーム広場

冬の大村屋台村
  開門〜第12レース発売締切／エクストリーム広場

開催
期間中
毎日

勝利者インタビュー　サブステージ
12/28 ㊍	 ＧⅠクイーンズクライマックス　トライアル（第11・12レース）確定後
12/29 ㊎	 ＧⅠクイーンズクライマックス　トライアル（第11・12レース）確定後

12/30 ㊏	 ＧⅢクイーンズクライマックスシリーズ　準優勝戦（第8〜10レース）確定後
	 ＧⅠクイーンズクライマックス　トライアル（第11・12レース）確定後

12/28 ㊍ プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス
トライアル出場選手インタビュー　10：00頃〜

スリムクラブ
  お笑いライブ 
　①第5レース発売中（12：24頃〜）
　②第9レース発売中（14：27頃〜）

イベント＆ファンサービス

公営レーシングプレス 

鈴木編集長　
 トライアル直前予想ステージ 
　第11・12レース発売中

（青、赤、オレンジのいずれか1つ。色の指定はできません）

MC・永島知洋

植木　通彦氏  スペシャルトークショー 
　第7レース発売中（13：19頃〜）

進入コース別成績（2017年6月1日〜11月23日／1,127レース）

1コース 8.49 63.7% 15.8% 7.6% 0.15 674回 0回 0回 0回 41回 0回

2コース 5.67 11.1% 29.3% 19.1% 0.17 0回 19回 0回 91回 13回 2回

3コース 5.29 10.7% 21.0% 20.2% 0.16 0回 34回 50回 16回 20回 0回

4コース 4.86 8.5% 16.8% 22.0% 0.16 0回 40回 31回 12回 9回 3回

5コース 4.07 4.6% 11.6% 17.0% 0.17 0回 9回 38回 2回 2回 1回

6コース 3.18 1.9% 5.8% 14.4% 0.18 0回 3回 14回 0回 2回 2回

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
開催日 潮 満潮 干潮

12月26日㊋ 小潮 17：39 10：56
27日㊌ 長潮 18：33 11：58
28日㊍ 若潮 7：39 13：06
29日㊎ 中潮 8：57 14：11
30日㊏ 中潮 9：57 15：08
31日㊐ 大潮 10：47 15：58

開催期間中の潮汐表コース組み合わせベスト10
（2017年6月1日〜11月23日／1,127レース）

順位 コース組み合わせ 発生回数
① 1－2－3 110回

② 1－2－4 83回

③ 1－3－2 72回

④ 1－3－4 58回

⑤ 1－2－5 47回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑥ 1－4－2 44回

⑦ 1－4－3 36回

⑧ 1－4－5 34回

⑨ 1－2－6 33回

⑩ 1－3－5 31回

平均払戻金7,528円

the DATA


