
公開生配信
●11月9日（江戸川）、11月21日（札幌すすきの）、11月30日（六本木）は事前応募制ですので、ご注意ください。
●各開催場のイベントにつきましては、新型コロナウイルスの状況により、予定されている内容や実施場所および時間等が変更・中止となる場合がございます。

ＳＧ第37回グランプリ 12/13㊋～18㊐

ルーキーシリーズ第22戦  スカパー！・ＪＬＣ杯 オール進入固定レース  11/25㊎～30㊌

ういち杯 11/18㊎～21㊊

ＢＴＳ由布開設3周年記念 11/7㊊～11㊎

シトと 
エドセポネの 
ニューウェーブ

シトと 
エドセポネの 
ニューウェーブ

シトと 
エドセポネの 
ニューウェーブ

シトと 
エドセポネの 
ニューウェーブ

シュガーの宝舟 嶋村瞳

内山信二 中川おさむ

内山信二 中川おさむ 内山信二 中川おさむ

内山信二ういち

ういち

ういち

ういち

ういち 永島知洋

内山信二ういち

ういち 永島知洋

くりマリブ鈴木 ジャスティン翔

くりマリブ鈴木 ジャスティン翔

配信時間などはボートレース大村
ＨＰなどでご確認ください。

みさお かおりっきぃ☆

みさお かおりっきぃ☆

ういち 高尾晶子

先着配布サービス 発祥地抽選会
特賞  現金5,000円
Ａ賞  現金1,000円
Ｂ賞  ゴールドタンブラー
Ｃ賞  グランプリオリジナルロンＴ
Ｄ賞  オリジナルステッカー

電話投票
レース場コード

2 4 ＃

12月13日㊋

11月25日㊎

11月18日㊎

11月7日㊊

12月14日㊌

11月26日㊏

11月19日㊏

11月8日㊋

12月15日㊍

11月27日㊐

11月20日㊐

11月9日㊌

12月16日㊎

11月28日㊊

11月21日㊊

11月10日㊍

12月17日㊏

11月29日㊋

11月11日㊎

12月18日㊐

11月30日㊌

時 間  14：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  14：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  14：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  14：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  14：00～21：00

時 間  17：00～21：00

時 間  18：00～21：00

時 間  14：00～21：00

時 間  18：00～21：00
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外向
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外向
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本場
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本場

本場
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本場

ボートレース大村の情報を掲載した「オオムラ
虎の巻」入りの入浴剤を先着配布！
● 時間、場所など詳しくはＨＰなどでご確認ください。

現金やＳＧグランプリオリジナルグッズなどが
当たる未確定舟券抽選会を実施！
● 時間、場所など詳しくはＨＰなどでご確認ください。

ういち 桧村賢一

20歳未満の方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。ボートレース大村・ＳＧ第37回グランプリオフィシャルパンフレット 第1弾

条件を満たしたお客様の中から、抽選で 1,320名様に軍資金（現金）をプレゼント!!

1節目 11月７日～11日　ＢＴＳ由布開設3周年記念
2節目 11月18日～21日　ういち杯
3節目 11月25日～30日　 ルーキーシリーズ第22戦

 12月13日～18日

条件を満たしたお客様の中から、抽選で 10,000名様に現金10,000円 をプレゼント!!

軍資金GETキャンペーン

1億円キャンペーン!

エントリー期間

2022年10月24日㊊
～11月30日㊌

エントリー期間

2022年12月1日㊍
～12月18日㊐

参 加 条 件  1．マイルクラブ大村24会員であること
 2．期間内にキャンペーンにエントリーすること
 3．11月に開催されるボートレース大村の開催（3節）の舟券を、合計10,000円以上インターネット投票すること
 ●ＦＬや前欠等による返還分は購入金額に含みません。

エントリー方法 　マイルクラブ大村24サイトよりエントリーしてください。

当 選 発 表   キャンペーン当選は、テレボート口座への振り込みをもって発表にかえさせていただ
きます。

  当選者への軍資金（現金）の振り込みは、ＳＧグランプリ初日（12月13日）に行います。

参 加 条 件  1．マイルクラブ大村24会員であること
 2．期間内にキャンペーンにエントリーすること
 3．ＳＧグランプリ（12月13日～18日）の舟券を節間合計10,000円以上インターネット投票すること。
 ●ＦＬや前欠等による返還分は購入金額に含みません。

エントリー方法 　マイルクラブ大村24サイトよりエントリーしてください。

当 選 発 表   キャンペーン当選は、テレボート口座への振り込みをもって発表にかえさせていた
だきます。

軍資金

100,000円
20名様

軍資金

50,000円
100名様

軍資金

10,000円
200名様

軍資金

1,000円
1,000名様

賞 金
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レース

対 象
レース

エントリーは 
こちらから➡

エントリーは 
こちらから➡



85,609,457円
4205 （広島）

山口　　剛

65,912,133円
4444 （埼玉）

桐生　順平

51,586,000円
4851 （群馬）

関　　浩哉

74,088,000円
4238 （群馬）

毒島　　誠

55,759,000円
4719 （大阪）

上條　暢嵩

47,913,200円
4504 （福岡）

前田　将太

84,669,000円
3779 （長崎）

原田　幸哉

61,760,833円
4831 （福岡）

羽野　直也

49,683,000円
3737 （広島）

上平　真二

73,895,000円
3941 （愛知）

池田　浩二

55,622,000円
4686 （滋賀）

丸野　一樹

47,678,500円
3557 （大阪）

太田　和美

82,229,000円
4262 （滋賀）

馬場　貴也

61,244,000円
4168 （大阪）

石野　貴之

48,623,266円
4524 （静岡）

深谷　知博

70,922,200円
4502 （滋賀）

遠藤　エミ

55,207,000円
4013 （福井）

中島　孝平

47,496,000円
3942 （山口）

寺田　　祥

77,669,457円
3897 （山口）

白井　英治

58,274,000円
3783 （福岡）

瓜生　正義

48,205,000円
4337 （愛知）

平本　真之

70,862,706円
3960 （静岡）

菊地　孝平

55,127,066円
4290 （兵庫）

稲田　浩二

46,887,000円
4344 （三重）

新田　雄史

75,888,485円
4459 （香川）

片岡　雅裕

56,603,000円
4586 （愛知）

磯部　　誠

48,121,000円
4477 （福岡）

篠崎　仁志

70,066,133円
4787 （群馬）

椎名　　豊

52,122,500円
4024 （三重）

井口　佳典

46,434,666円
3573 （広島）

前本　泰和

王道か! 波乱か!? お前は大村の虜になるのだっ!!

　18分の1をモノにできるのは誰だ！？　過去35回の結
果を振り返ってみると逃げの決まり手は16回と過半数に
も満たない。王道か？波乱か？と問われれば、データ場
は波乱が起こっているほうが多いことがわかる。
　ただし舞台は大村。長らくイン最強水面に君臨してき
た。最近の一般戦では番組編成のアレンジもあって、イ
ン勝率は以前より落ちているが、スターレーサーが集え
ばイン勝率は格段に上がることは言うまでもないだろ
う。もしかすると選手たちは枠番抽選が一番緊張する瞬
間なのかもしれない。セカンドステージから戦える6人
はモーター2連率ベスト6が割り当てられるのに加え、
1走目は3号艇以内が確約。中でも1、2位の選手は1号

艇からのスタートなので、これほど大きなアドバンテー
ジはない。
　ズバリ優勝者予想は山口剛。
現時点（10月16日）では賞金ラ
ンキング1位を突っ走ってい
る。筆者が大村担当となった16
年に当地周年を制していること
も何かと縁がありそう。表彰式
の最前列で「つよし～、日本一
～」と声援を送っていたファンの声を昨日のことのよう
に思い出す。山口がよく口にしている“真剣勝負”で真
の日本一へ成り上がる日を目に焼き付けておきたい。

　今年のグランプリは、いつもとは違う。これまでの開
催地は住之江が最多の30回。年末は住之江というイメー
ジは強いが、今年の舞台は大村。これは大きな違い。グ
ランプリは普段のＳＧとは勝ち上がり方式や賞金もだ
が、何より場の雰囲気が違う。初出場だとのまれて何も
できずに終わる…なんてことも。経験がものをいうが、
大村でグランプリを戦うのはみんな初めて。もちろん、
キャリアが活きる場面は多々あっても、「いつもと違う」
雰囲気が、経験の差を埋めるかもしれない。
　過去には、2007年福岡で吉川元浩、14年平和島で茅原
悠紀が、住之江以外の大会でグランプリ初出場・初制覇
を成し遂げている。イケイケの若い世代が臆せず走れる

ようなら、ちょっと怖い。
　初出場組では椎名豊が面白
い。尼崎オーシャンＣでＳＧ初
Ｖを果たしたが、飛躍のきっか
けは昨年の大村ＧⅡ誕生祭の優
勝。縁がある水面で、爆発的に
モーターを出すだけに、短期決
戦向きだ。
　いや、同じ群馬勢では毒島誠

もいる。こちらは、いつ勝ってもいい存在だし、むしろ
今年こそ。大スター・山崎智也引退の年に大仕事。ある
ような気がする。

 「2022年のＳＧは大村のクラシックで始まり、グランプ
リで終わる。担当記者としては幸せだ」と偉そうに書い
てはいるが、私、栗原、高橋両記者より大村担当歴は短
いわけで…。ただ、大村愛は負けないですよ（笑）。
　今年はＧＰ初出場という選手が多くなりそうで、やは
り経験豊富な選手が有利かな。大村でＧＰが決まった時
は驚きと喜びだったけど、真っ先に思い浮かんだのが原
田幸哉。彼が長崎支部に移ったのが17年。私が大村担当
になったのと同じ年だし、取材することも多いから応援
したい。何より、有言実行で出場するんだから凄いなあ。
　しかし、思い入れとなれば、今年は白井英治かな。メ
モリアル優勝戦でのＦ。その後の桐生ＧⅠドリームの勝

利者インタビューは謝罪から始
まった。涙が出た。続く徳山 
ＧⅠでは「諦めない」という姿
勢を貫いた。6号艇からの優勝
でＧＰ出場を決めた。大村での
実績、相性は◎。必ず上位のモ
ーターが引けるのだから期待し
かない。地獄を見た男が、ＧＰ
初制覇を諦めない。ただ、毒島誠は大村のＳＧは3連続
で優出中。
　ああ、私の優柔不断な面が出ちゃいましたね。ただ、
予想は迷いませんよ。期待してください。

　10年待ってもいい。それで高みに届くなら本望だと思っているし、
そのためなら何年も外れ続けていいとまで思っている。私にとってボ
ートレースグランプリとはそういう位置づけのレースである。
　その高みとは何か。生涯最高払い戻しを更新すること。しかし、で
きる限り少額投資で、大きな利益を得たいという自分のスタイルは、
たとえグランプリといえども変えるつもりはない。
　少額投資なので基本的に毎年穴狙いとなる。1号艇の逃げは一切買
わない。買うつもりもない。当然だが最近7年間、グランプリは外れ

続けているわけだ。ただ、私の中で
のグランプリは10年くらいをスパン
にして楽しんでいる。前回当てたの
は8年前の平和島。そう、茅原悠紀
が6コースから勝って
5万舟の大波乱となっ
た年だ。
　このレースの投資金
は7,000円。グランプ
リとは思えない低資金
だったが、この5万舟
を3,000円買っており、
払い戻しは150万円オ

ーバー。いわゆる「帯抜き」で、これが過去最高の払い戻しとなった。
その後少しの間、有頂天になったが、暮れのクイーンズクライマック
スで調子に乗りすぎて半分以上溶かしたのは言うまでもない…。た
だ、これだけの払い戻しがあれば、向こう10年、いや20年はグランプ
リを楽しめるはずである。長い間、ボートレースを楽しむということ
は何よりも大切なことだ。グランプリの付き合い方もこれでいいと思
っている。
　そして、ひとつ注目しているのは6コース。過去36回の歴史で3回
優勝している。おおよそ12年に一度のペースだ。そろそろ来ても不思
議ではない。イン最強の大村では厳しいと言われるだろう。しかし、
実際に大村優勝戦は6コース勝率が高いことをご存じだろうか。通常
の6コース1着率は1.6％しかないが、優勝戦限定だと5.4％もある

（2021年集計）。
　ボートレース発祥の地で、初めて開催されるグランプ
リ。そんな歴史的な開催にふさわしいのはド派手な結末
ではないだろうか。誰もが予想しなかったドラマを自分
だけが予見できれば、これほど痛快なことはない。だか
らこそ、むしろ穴党の私にとって大村は願ってもない開
催であり、テンションは上がるばかりだ。まさに待ち望
んでいた10年に一度のチャンスが大村にやって来る。

　大村で公式YouTube「HappyBoat」に出演させていただいていま
す。“ソネちゃん”こと、元ボートレーサーの曾根孝仁です。
　グランプリに出る選手は、正直化け物です。グランプリカッパを着
たレーサーが同じレースだとビビッていました。それ位特別な存在の
18名です。初出場となりそうな選手、中でも史上初の女性ＳＧ覇者
で、当地クラシック覇者の遠藤エミ選手は注目です。
　大村の注目モーターは■50と■51ですが、気温の変化に伴い、そこ
までモーター差が感じられず、2連率50％近いモーターでも乗り手に
恵まれそこまで出てるように感じないモーターもあると思います。
　大村水面の特徴としては1マーク側に防風ネットが建設されて、真
向いの風に対する影響は少なくなると思いますが、左前からの向い風
が3ｍ以上吹くと極端に2コースが利かなくなります。3月のクラシッ
クでは、左前からの向い風が吹いた時は差して●①－●❷は1本しかあり
ませんでした。（1本は2コースから平本選手が捲って●①－●❷でした）
　この1年間、YouTube配信でボートレース大村に関わらせていた
だきました。職員さんたちの、もの凄い熱量も感じています。大村グ
ランプリは素晴らしいものになると確信しています。

　ボートレースYouTuberのシトとエドセポネです。
　グランプリは選手にとっても舟券師にとっても1年の集大成。それ
が大村で開催されるのは楽しみでしかない！　1年間応援してきた選
手が、黄金のヘルメットを目指して走る姿は毎年興奮します。
　個人的には、応援している長崎支部と滋賀支部の活躍を楽しみにし
ています。昨年は滋賀支部の丸野一樹選手を1年間応援していたの
で、最後までハラハラドキドキの1節間を楽しめました。推しの選手
や、地元の選手の応援にも熱が入るのが、グランプリの良いところだ
なと感じます。
　僕らは2019年からボートレース大村で公式YouTubeライブ配信も
担当させていただいており、その大村にグランプリがやってきたこ
と、そしてグランプリ開催中は僕らもライブ配信で参加させていただ
くことが決まり、緊張もありますが、ワクワクしています！　1年間
しっかり見てきた水面とモーター情報を活かして、良い舟券を予想し
たいと思っています。
　何より自分たちの舟券の年間収支もここで決まると言っ
ても過言ではない…っ！皆さんも一緒に熱く楽しみましょう!!

舟券の年間収支が
ここで決まる！

グランプリ戦士は
ビビる強さ！！

穴党だからこそむしろ大村歓迎！

シトとエドセポネの 
ニューウェーブ

元ボートレーサー
曾根　孝仁

ボートライター・三吉　功明

日刊スポーツ・栗原　竑人

スポーツニッポン・高橋　大樹

スポーツ報知・長谷　昭範

回 開催年 開催場 優勝者
第１回 1986年 住之江 彦坂　郁雄
第２回 1987年 住之江 安岐　真人
第３回 1988年 住之江 野中　和夫
第４回 1989年 住之江 福永　達夫
第５回 1990年 住之江 高山　秀則
第６回 1991年 平和島 松田　雅文
第７回 1992年 住之江 野中　和夫
第８回 1993年 住之江 野中　和夫
第９回 1994年 住之江 中道　善博
第10回 1995年 住之江 植木　通彦
第11回 1996年 戸　田 植木　通彦
第12回 1997年 住之江 服部　幸男
第13回 1998年 住之江 太田　和美
第14回 1999年 住之江 松井　　繁
第15回 2000年 平和島 市川　哲也
第16回 2001年 住之江 田中信一郎
第17回 2002年 住之江 植木　通彦
第18回 2003年 住之江 田中信一郎
第19回 2004年 住之江 田中信一郎
第20回 2005年 住之江 辻　　栄蔵
第21回 2006年 住之江 松井　　繁
第22回 2007年 福　岡 吉川　元浩
第23回 2008年 住之江 井口　佳典
第24回 2009年 住之江 松井　　繁
第25回 2010年 住之江 中島　孝平
第26回 2011年 住之江 池田　浩二
第27回 2012年 住之江 山崎　智也
第28回 2013年  住之江 池田　浩二
第29回 2014年 平和島 茅原　悠紀
第30回 2015年 住之江 山崎　智也
第31回 2016年 住之江 瓜生　正義
第32回 2017年 住之江 桐生　順平
第33回 2018年 住之江 峰　　竜太
第34回 2019年 住之江 石野　貴之
第35回 2020年 平和島 峰　　竜太
第36回 2021年 住之江 瓜生　正義

回 開催年 開催場 優勝者
第１回 1986年 住之江 竹内　知樹
第２回 1987年 住之江 瀬尾　達也
第３回 1988年 住之江 瀬尾　達也
第４回 1989年 住之江 新開　文夫
第５回 1990年 住之江 長岡　茂一
第６回 1991年 平和島 岡本　義則
第７回 1992年 住之江 長岡　茂一
第８回 1993年 住之江 中道　善博
第９回 1994年 住之江 西島　義則
第10回 1995年 住之江 高山　秀則
第11回 1996年 戸　田 市川　哲也
第12回 1997年 住之江 小畑　実成
第13回 1998年 住之江 中道　善博
第14回 1999年 住之江 長岡　茂一
第15回 2000年 平和島 吉田　隆義
第16回 2001年 住之江 濱野谷憲吾
第17回 2002年 住之江 太田　和美
第18回 2003年 住之江 市川　哲也
第19回 2004年 住之江 太田　和美
第20回 2005年 住之江 池田　浩二
第21回 2006年 住之江 赤岩　善生
第22回 2007年 福　岡 山崎　智也
第23回 2008年 住之江 田中信一郎
第24回 2009年 住之江 井口　佳典
第25回 2010年 住之江 山崎　智也
第26回 2011年 住之江 勝野　竜司
第27回 2012年 住之江 篠崎　元志
第28回 2013年 住之江 前本　泰和
第29回 2014年 平和島 平本　真之
第30回 2015年 住之江 長田　頼宗
第31回 2016年 住之江 今垣光太郎
第32回 2017年 住之江 新田　雄史
第33回 2018年 住之江 平尾　崇典
第34回 2019年 住之江 馬場　貴也
第35回 2020年 平和島 深川　真二
第36回 2021年 住之江 新田　雄史

ＳＧグランプリ［賞金王決定戦］
歴代優勝者

ＳＧグランプリシリーズ
歴代優勝者（第12回大会からＳＧ）

大村 YouTube生配信に出演する人気YouTuber＆大村常駐スポーツ紙記者が、発祥地ナイター×グランプリへの意気込みを語る!!

2014年・平和島ＧＰは●❻●❹●①で51,680円

大村への愛は…負けないっ！！

18分の1をモノにするのは！？

“大村”グランプリは全員初！

19位 20位

21位 22位 23位 24位 25位

26位 27位 28位 29位 30位

2022年獲得賞金ベスト60　（2022年1月1日～10月16日・ＧⅠ平和島周年終了日現在）

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
31 4350 篠崎　元志 福岡 45,839,000円
32 3946 赤岩　善生 愛知 45,714,485円
33 3415 松井　　繁 大阪 45,631,000円
34 3623 深川　真二 佐賀 45,577,319円
35 4362 土屋　智則 群馬 45,491,399円
36 3719 辻　　栄蔵 広島 44,974,500円
37 4074 柳沢　　一 愛知 44,423,000円
38 4494 河合　佑樹 静岡 44,019,266円
39 4418 茅原　悠紀 岡山 43,962,266円
40 4682 大上　卓人 広島 42,455,166円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
41 4398 船岡洋一郎 広島 42,409,457円
42 4075 中野　次郎 東京 42,026,799円
43 4932 新開　　航 福岡 41,276,000円
44 4061 萩原　秀人 福井 41,078,000円
45 4297 山田　哲也 東京 40,931,069円
46 4450 平高　奈菜 香川 40,707,000円
47 4095 福来　　剛 東京 40,270,202円
48 4445 宮地　元輝 佐賀 40,093,000円
49 4643 近江　翔吾 香川 39,236,000円
50 4296 岡崎　恭裕 福岡 38,589,066円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
51 4503 上野真之介 佐賀 38,565,000円
52 3744 徳増　秀樹 静岡 38,102,206円
53 4237 大峯　　豊 山口 37,582,000円
54 3780 魚谷　智之 兵庫 37,530,000円
55 4028 田村　隆信 徳島 37,283,177円
56 4311 岡村　　仁 大阪 36,857,000円
57 4573 佐藤　　翼 埼玉 36,677,133円
58 4391 松田　祐季 福井 36,468,333円
59 4042 丸岡　正典 大阪 36,229,000円
60 4816 村松　修二 広島 36,184,111円

11位 12位 13位 14位 15位

16位 17位 18位

1位 2位 3位 4位 5位

6位 7位 8位 9位 10位

詳しくはボートレース大村ＨＰへ!


