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など
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翌年１月に

初1着初1着初1着初1着
をあげる。
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好きな場・コース・決まり手好きな場・コース・決まり手

地元で優勝することです。やはり地元での優勝は特別ですね。
オッズは見る派です。自分が人気になっていると、もちろん期
待に応えられるように気合を入れて走りますし、逆に高配当に
なりそうな時は更に頑張りたいと思っています。
モーターが出ている時はタイムも良いので、大村では展示タイ
ムや周回タイムを必ず確認するようにしています。
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やっぱり地元大村が好きですね。コースもよく勝てるイン
コースが好きです。でも好きな決まり手は、差しです。まく
りも気持ちいいけれど、差した時の感触というか「差さっ
た、差さった～」という感じがなんか好きなんですよね(笑)
大村のナイター開催は嬉しかったです。僕は朝が苦手なの
で、ゆっくり起きられるナイターの方が好きです。
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みんな優しいと思います。優しい人
ばかりなので、地元のレースはいつ
も走りたいです。
宿舎では同じ部屋になる事が多い
ですし、大村は最近新しい宿舎に
なったので綺麗でとても過ごしや
すいです。
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師匠は、飯山　晃三さんです。デビューして３年
～４年は師匠が居なかったのですが、飯山さんが
師匠になってくれました。飯山さんは支部長でも
ありますし、持ちペラの時はプロペラを見せて
貰ったり、プライベートでも仲良くさせてもらっ
ています。最近でもレースが一緒になると、まず
は自分で調整をして、最後に確認の意味も込めて
見て貰ったりしています。
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本場に来て、水面際でボートレースの迫力を感じてもら
いたいですね。
大村市だけでなく長崎市や佐世保市など、遠くに住んで
いる方にもっとボートレースの事を知ってもらいたいと
思っています。ナイターは水面もキレイですし、イベン
トも多く開催しています。家族連れで来て楽しんでもら
いたいですね。
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学生時代の部活で慣れていたので、訓練所での生活はそこ
まで厳しいとは思わなかったです。でも、後期に教官が変
わってからは厳しかったですね。授業中に居眠りが見つ
かって、草むしりの罰も受けました (笑 ) 同期の宮下元胤
と、草を捨てに行って軽トラごと草を捨てる穴に落ちてし
まったり…。今となってはいい思い出ですが、当時は辞め
させられる寸前でした (笑 )
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中学生の時に競馬が好きで、最初は騎
手になりたいと思っていたのですが、
体重があったので諦めました。高校時
代にヨット部に所属していて、レース
をするのが楽しかったので水面で行う
競技もいいな、と思いボートレーサー
になろうと決めました。試験は３回目
で受かりました。
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白米に温かい緑茶のシンプ
ルなお茶漬けが好きです。
苦手な食べ物はグリーン
ピース。そら豆とか枝豆は
大丈夫なんですけど…。
減量は、昔はすぐできてい
たのですが最近はなかなか
減らないですね。
歳かな…？
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たんたんと過ごしてきたの
かなと思います。
５年前にボートレース唐津
で大怪我をしてしまって、そ
の時は事故点もいっぱい
だったし精神的にも辛かっ
たですが、リハビリや練習を
繰り返して復帰することが
出来ました。
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同期について同期について
同期みんな仲がいいと思います。今
でも登録更新の時は集まったりし
ていますよ。中でも一番仲がいいの
は、中島　浩哉ですね。同じ支部な
ので一緒にいる事が多いです。顔は
イケメンですが、性格はアホですよ
(笑 ) 性格を知ってしまうと全然イ
ケメンとは思いません (笑 )
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実際デビューしてみて実際デビューしてみて
厳しい世界だと改めて感じました。でも、その分勝てればと
ても嬉しかったです。良くないモーターでも自分で整備をし
て、良くなればやりがいがあります。
初１着はデビューして２カ月後、決まり手は「恵まれ」だった
のですが、デビュー後最初の目標だったので早く達成出来て
良かったです。
初優勝は、デビューして７年後のボートレース鳴門でした。
レース後に長崎支部の先輩方からお祝いをしてもらって、自
分以上に喜んでもらえたことが嬉しかったですね。
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靴磨きも趣味です。
ブラシやオイル、クリームなど海
外から取り寄せたりしています。
良い靴を買って自分でキレイに保
つのがいいですね！
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趣味趣味
釣りです。長崎は魚が美味しい
ので釣りをする人も多く、長崎
支部でも釣り仲間がたくさん居
ます。基本、船釣りで乗り合って
行く事が多いですね。一応船も
持っています。
釣りグッズもついつい集めてし
まいます。

釣りです。長崎は魚が美味しい
ので釣りをする人も多く、長崎
支部でも釣り仲間がたくさん居
ます。基本、船釣りで乗り合って
行く事が多いですね。一応船も
持っています。
釣りグッズもついつい集めてし
まいます。

家族について家族について
奥さんは大学生の時、友達の紹介で知り合いました。僕は人見知
りな性格なので、奥さんのよく喋るところなど明るい性格に惹か
れました。今年で結婚１０周年です♡
結婚して１年後に長男が生まれ、今では４人の子供がいます。奥
さんは子育てもしっかりしてくれるし、とても支えになっていま
す。支えてくれる家族の為にも、もっと頑張らないといけないと
思っています。

最近、長崎くんちの青年会に入った
ので、休日はくんちのサポートをし
ています。
元々奥さんが長崎の方でくんちが大
好きなので、その影響で始めました。
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最初はカッコいいかな、と思ってやり始めました。誰も
していなかった事をしたかったのでしょうね。奥さん
からも特に何も言われなかったです。
アフロ歴は７～８年です。最初は笑われたり、いじられ
たりしましたが、今では見慣れていろんな人から覚え
てもらえます。
メンテナンスは２か月に１回、知り合いの美容室で
パーマをかけてもらっています。
櫛とドライヤーは必需品ですね。普通にシャンプーを
して綺麗に櫛でとかします。寝ぐせも付くけれど、すぐ
ふんわり直りますよ ( 笑 )
よくヘルメットに入るのか？と聞かれますが、入りま
す！！ただアフロが大きくなるにつれて、ヘルメット
の大きさも変わりました。最初はXSサイズだったの
ですが、Sサイズ、今ではMサイズになりました (笑 )
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