
ボートレース大村オリジナル情報誌 vol.15vol.15ボートレース大村オリジナル情報誌ボートレース大村オリジナル情報誌ボートレース大村オリジナル情報誌

ILOVEILOVE

4241

ILOVEILOVEILOVE長崎支部
ボートレース大村
長崎支部所属のレーサーを
ボートレース大村
長崎支部所属のレーサーを

徹底分析！徹底分析！

目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について
昔の方が勝率は良かったけれど、今の方が日々勉強して成長しているのが分かりま
す。確実にステップアップしていきたいし、どのコースからでも着に絡める選手に
なりたいですね。憧れのレーサーは同じ長崎支部の石橋道友選手です。そして何よ
りもファンの皆様、選手からも愛されるレーサーになりたいですね。

目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について目指すレーサー像・今後について
昔の方が勝率は良かったけれど、今の方が日々勉強して成長しているのが分かりま昔の方が勝率は良かったけれど、今の方が日々勉強して成長しているのが分かりま昔の方が勝率は良かったけれど、今の方が日々勉強して成長しているのが分かりま
す。確実にステップアップしていきたいし、どのコースからでも着に絡める選手にす。確実にステップアップしていきたいし、どのコースからでも着に絡める選手にす。確実にステップアップしていきたいし、どのコースからでも着に絡める選手に
なりたいですね。憧れのレーサーは同じ長崎支部の石橋道友選手です。そして何よなりたいですね。憧れのレーサーは同じ長崎支部の石橋道友選手です。そして何よなりたいですね。憧れのレーサーは同じ長崎支部の石橋道友選手です。そして何よ
りもファンの皆様、選手からも愛されるレーサーになりたいですね。りもファンの皆様、選手からも愛されるレーサーになりたいですね。りもファンの皆様、選手からも愛されるレーサーになりたいですね。

昔の方が勝率は良かったけれど、今の方が日々勉強して成長しているのが分かりま
す。確実にステップアップしていきたいし、どのコースからでも着に絡める選手に
なりたいですね。憧れのレーサーは同じ長崎支部の石橋道友選手です。そして何よ
りもファンの皆様、選手からも愛されるレーサーになりたいですね。

師匠について師匠について
師匠は中嶋誠一郎さんです。
一番に教わった事は、人に対する礼節でした。挨
拶や人と人との繋がりを大切にする事でしたね。
「見て学べ」という教えのもと、色々と指導して下
さいました。
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長崎支部について長崎支部について
みんなふんわりとした雰囲気ですね。仲が良くて
も、ライバル意識は強いと思うし、切磋琢磨してい
ける関係が凄く良いと思います。後輩の活躍は刺
激になるし、色々勉強になります。長崎支部の先輩
は頼りになる方達ばかりなので自分も見習って、
そのような先輩になりたいです。
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宿舎は身体を休める場所でもあります
が、選手とより一層仲を深められる場所
だとも思っているので、先輩や後輩とよ
く話をして過ごしています。
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自分自身が頑張れば体一つで大きな賞金を
掴みとれる仕事だし、スポーツが仕事って
最高じゃないですか！？自分がそうだった
ように、子供達が目を輝かせて観てくれる
ような迫力のあるレースをしたいと思って
います。夢と希望を与えることが出来たら
と思うし、“ボートレーサーを目指した
い！”と言ってくれたら僕は最高ですね！
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ファン皆様へメッセージファン皆様へメッセージ
投票して下さっているお客様の為にも、ボートレーサー

全選手、命を懸けて、１走１走全力でレースに取り組み、

最善を尽くしています。これからも日々精進して行きま

すので、ぜひ本場へお越し頂き、変わらない暖かいご声援

を宜しくお願いします！ボートレース大村と大串重幸、

そして息子が所属している三城小学校サッカー部（ちな

みに部員募集中です！）もよろしくお願いします (笑 )。
大串 重幸

１９８５年１月４日生まれ。
１６4ｃｍ、５2ｋｇ、AB型。
２００3年５月大村で初出走。

デビューして約１１ヶ月後の4月に初 1着を飾る。
９２期の主な同期は大峯　豊・毒島　誠・松村　敏など。
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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
好きな場はやっぱり大村ですね。大村出身なので特に地
元意識が強いと思います。誰よりも地元を走りたいと
思っているし、地元戦をなかなか走れない時は正直、寂
しい気持ちになります (笑 )。得意ではないけれど好き
な決まり手は“まくり”が好きで、３コースと５コースか
ら勝利するのが嬉しいですね。

休みの過ごし方休みの過ごし方
家族とよく出掛けています♪みんな
の喜ぶ顔が見られるので本当に嬉し
いです。後は次男が部活でサッカーを
しているので、時間がある時には練習
や試合をよく見に行きます。応援に力
が入りますね (笑 )。
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宝物宝物
自分にとっての宝物は妻ですね。子供達とは血が繋がってい
て何があっても切れない関係です。でも自分と妻とは血の繋
がりが無いので、大事にしないと離れて行ってしまうかも知
れないので (笑 )。誰よりも妻の事を第一に考え大切にしてい
るし、妻の幸せが自分にとっての幸せだと思っています。カッ
コ良いでしょ？ (笑 )。子供達が妻の言う事を聞かない時は、
「俺の女になんしよっとや！」と怒る事も多々あります。子供
達からは笑われますけどね（笑）。結婚して１５年目になりま
すが、いつも自分がやる事に文句を言わず付いて来て、家庭を
守ってくれる妻にとても感謝しています。
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て何があっても切れない関係です。でも自分と妻とは血の繋
がりが無いので、大事にしないと離れて行ってしまうかも知
れないので (笑 )。誰よりも妻の事を第一に考え大切にしてい
るし、妻の幸せが自分にとっての幸せだと思っています。カッ
コ良いでしょ？ (笑 )。子供達が妻の言う事を聞かない時は、
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達からは笑われますけどね（笑）。結婚して１５年目になりま
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ので何でも好きです。でも１番好きな
のは妻が作ってくれるカレーライス
です♪。
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偽善者です (笑 )。 “明るくて真面目だね”と人に言われたりする事もある
けれど、偽善者です (笑 )。そして平和主義者な負けず嫌いでもありますね
(笑 )。デリケートな部分もあって、すぐ悩むし何でも考え込みすぎる所が
あります。仕事でも気持ちの切り替えが苦手だったりもします（苦笑）。
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養成所時代の思い出養成所時代の思い出
厳しかったけれど、とても充実していたし、あっという間の
１年間でした。一番印象に残っている事は、ある選手が規則
違反をして全員で砂利の上に正座をさせられた事です。今
となっては良い思い出ですね (笑 )。

自慢できるくらいすごく仲が良いと思うし、
ご飯や旅行にも行きますよ。同期のみんなと
はすぐ仲良くなれたし、養成所で一緒に過ご
していく内に絆もすごく深まって、色々と助
けられました。同期の支えがなかったら選手
になれていなかったかもしれません。本当に
みんなの事が大好きです (笑 )。

同期について（９２期）同期について（９２期）

デビューしてこれまでデビューしてこれまで
初勝利を挙げるまで１年近くかかりました。初勝利まで、すごく長
く感じたし、自分の思い通りに行かない事も多く悔しい日々が続
きました。でも、それまでの積み重ねがあったからこそ、重みのあ
る初勝利だったと思いますし、応援してくれていた方に喜んでも
らえてとても嬉しかったです。そして地元大村で初優出した時の
事も１番心に残っています。

小中学生でサッカーをしていたので、初めは
サッカー選手になりたいと思っていました。
でも自分の進路を考えた時に、父親がなりた
かったボートレーサーに自分がなれたら父
親の夢も叶えられるし親孝行にもなるかな
と思い、ボートレーサーを目指しました。

家族について家族について
妻と長男・次男・長女の５人家族です。長男と次男は毎日勉強やスポーツなどを
頑張っていて、長女は自由奔放だけど、癒される存在ですね (笑 )。家族が居てく
れるから仕事を頑張ろうと思えるし、励みにもなっています。仕事を終えて家族
の笑顔を見ると疲れも吹き飛びますね。

釣り・ゴルフ・バイクです。その中でもバイ
クに夢中ですね。同じ支部の津留浩一郎さん
がバイクチームに入っていて、最初は手伝っ
ているだけだったけれど、見ているうちに
“楽しそうだな” “乗ってみたいな” と思って
自分も始めました。今ではバイクチームの皆
と岡山国際サーキットや鈴鹿サーキット、Ｈ
ＳＲ九州などの大きな大会に出場していま
す。色々な刺激や発見がありますね。自分で
整備もするので、ボートと共通している部分
があるし、仕事に繋がる事も多いので、何事
も経験だなと改めて思いました。沢山稼いで
良いバイクに乗りたいですね ( 笑 )。バイク
の師匠である津留さんに感謝しています！
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も経験だなと改めて思いました。沢山稼いで
良いバイクに乗りたいですね ( 笑 )。バイク
の師匠である津留さんに感謝しています！
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