
電話投票
レース場コード 0 4 ＃刈羽

ロボット掃除機「ルーロ」×1名

大塚製薬賞
ポカリスエット
（500ml×24本入り）
×7名

香りつづく
トップギフト
×20名

ヤクルト賞
ミルージュ
（500ml×24本入り）
×5名

ポムの樹賞
お食事券3,000円分×10名

おやつカンパニー賞
お菓子詰め合わせ×24名

スポーツサングラス「チカ」
×8名

UHA味覚糖賞
お菓子詰め合わせ 
×10名

超特撰白雪
大吟醸
７２０ＭＬ瓶詰
×3名 ラウェイオフィシャルグッズ×5名

スマ鉄賞
USB AC 充電器
（京浜東北線バージョン）
×10名

東京ラスク賞
アソート5種類詰め合わせ
（48枚入）×5名

旅行券30万円分
×1名

カシオ賞
G-SHOCK
GPW-2000

×1名

第64回ボートレースダービー
クオカード（500円分）
×31名

ルアーフィッシング
スタートセット×5名

NEC賞
LAVIE Note Mobile×1名

ダンロップスポーツ賞
XXIOプライムドライバー ×1名

平和島賞

Panasonic賞

アブ・ガルシア賞
サムライエルベックス賞

ライオン賞

小西酒造賞

ラウェイ賞

日本旅行賞
日本旅行

関東マツダ賞 オートショップ スガハラ賞
「CX-5 XD 2WD」×1名
（登録に関わる諸経費は当選者負担）

HONDA「Dunk」×1名
（登録に関わる諸経費は当選者負担）

※画像はイメージです

応募方法 　応募ハガキ（郵便ハガキ）にクイズの答え（漢字3文字）・住所・氏名・年齢・連
絡先・ご希望の賞品コースを記入し、ボートレース場・場外発売場の応募箱へご
投函、またはご郵送ください。

　【宛先】　〒113－0033　東京都文京区本郷2－22－12　ボックスツリー4階
 「ＳＧ第64回ボートレースダービーオープン懸賞」事務局
締 切 　平成29年10月29日㊐（消印有効）
当選発表 　厳正なる抽選のうえ、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
●ご応募はお一人様1回限り。複数応募は無効とさせていただきます。
●ご記入いただきました個人情報につきましては、賞品の発送以外には使用いたしません。

ＳＧ第64回ボートレースダービー
0 4 # 電話投票キャンペーン

【応募方法】　ボートレース平和島ホームページ「ＳＧ第64回
ボートレースダービー特設サイト」、または「携
帯＆スマホマクール・ボートレース平和島サイ
ト」内の応募フォームよりご登録ください。

【応募締切】　平成29年10月29日㊐　17：00
【当選発表】　厳正な抽選のうえ、賞品の発送をもって発表に

かえさせていただきます。

　電話投票会員の方で、ＳＧ第64回ボートレースダー
ビー開催期間中、「04＃」で電話投票された方のなか
から、5,000円分を1口として抽選し、豪華賞品をプ
レゼントいたします。
●10,000円分なら2口、100,000円分なら20口となり、口数が多くな
るほど当選確率が高くなります。

事前登録制
合計

150名様に
当たる！！

問
　
題

　平成29年10月24日〜29日まで「ＳＧ第64回ボートレースダービー」
が開催されるボートレース場は？

ボートレース〇〇〇 〇に当てはまる名称を漢字
3文字でお書きください。

平和島
ボートレース場

へのアクセス

●ＪＲ大森駅東口よりバス10分（開催中無料バス運行）
●ＪＲ大井町駅よりバス20分（京浜急行バス）
●京浜急行大森海岸駅より徒歩10分
●京浜急行平和島駅より徒歩10分（開催中無料バス運行）

ＳＧ第64回ボートレースダービー特設サイト
ＰＣ
�http://www.heiwajima.gr.jp/tok/17derby/

スマホマクール平和島サイト
http://sp.macour.jp/cp/heiwajima/

Ａ賞
現金10万円

1
名様

Ｃ賞
日本旅行　
旅行券5万円分

5
名様

Ｇ賞
ライオン　
スーパーナノックス
バラエティギフト　

20
名様

Ｄ賞
現金1万円

60
名様

Ｅ賞
キリン
のどこし（生）
250㎖ 1ケース

15
名様

Ｆ賞
マルコメ　
糀甘酒 
12本セット

5
名様

Ｈ賞
CASIO
G－SHOCK
GW-7900B-1JF

（MULTI BAND 6）

2
名様

賞 品

Ｂ賞
NEC　LAVIE 
Note Standard

1
名様

ＳＧ第64回ボートレースダービー 平和島deポイントアップキャンペーン
新規入会の方　9月25日㊊〜10月29日㊐
　電話投票会員の方で、期間中に新規会員登録
された方に「300hey!ポ」をプレゼント！
●電話投票会員に新規入会の方の平和島deポイントクラブへの
入会は、本人情報確認の都合上2週間程度かかりますので、ご
了承ください。 　①「優勝戦」購入で、「hey!ポ」4倍！

　②「ドリーム戦」「準優勝戦」「特別選抜Ａ・Ｂ戦」
「ピースター選抜戦」購入で、「hey!ポ」3倍！

　③上記以外の全てのレースで、「hey!ポ」2倍！
●ほかのキャンペーンとの併用はできません。
●返還事象が発生した場合は対象外とさせていただきます。

平和島deポイントクラブ会員の方
ＳＧボートレースダービーのレースを電話投票
で購入すると、平和島deポイントクラブの付
与ポイントがアップ！

平和島deポイントクラブ 検 索

http://heiwajima-pointclub.jp
新規入会の方は
ここにアクセス

入会費・年会費無料!!

電話投票
レース場コード

0 4 ＃
●�電話投票は朝7時から発売します。
●�無理のない資金で、余裕をもってお楽しみください。

■第 1 レース・スタート展示　10：15
■第12レース・本場発売締切　16：25（場外発売・電話投票締切時刻は本場の1分前です）
■ボートレース平和島・開門　10/24㊋���8：20　10/25㊌〜29㊐���9：00

期間中、直前予想サイト
やPDF新聞を公開!

協賛各社

http://www.heiwajima.gr.jp/tok/17derby/

ＳＧ第64回ボートレースダービー　特設サイト

スマホはこちらから☞

全国のボートレース場
チケットショップで全日程場外発売!

●�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。
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SG�ボートレースダービー［全日本選手権］歴代優勝者
回 開催年 開催場 優勝者

第11回 1964年 平和島 北原　友次
第12回 1965年 住之江 長瀬　忠義
第13回 1966年 住之江 芹田　信吉
第14回 1967年 尼　崎 不成立
第15回 1969年 平和島 金子　安雄
第16回 1969年 住之江 早川　行男
第17回 1970年 住之江 中野　信次
第18回 1971年 住之江 鈴木　一義
第19回 1972年 住之江 金子　安雄
第20回 1973年 住之江 北原　友次

回 開催年 開催場 優勝者

第61回 2014年 常　滑 仲口　博崇
第62回 2015年 浜名湖 守田　俊介
第63回 2016年 福　岡 瓜生　正義

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 1953年 若　松 友永　慶近
第2回 1954年 徳　山 松尾　　勝
第3回 1955年 福　岡 村田　吉広
第4回 1956年 浜名湖 中西　　勉
第5回 1958年 江戸川 三津川　要
第6回 1959年 福　岡 深川　　功
第7回 1960年 若　松 草川　祐馬
第8回 1961年 住之江 倉田　栄一
第9回 1962年 平和島 長谷部義一
第10回 1963年 住之江 歌谷　　博

回 開催年 開催場 優勝者

第51回 2004年 福　岡 田頭　　実
第52回 2005年 　津　 太田　和美
第53回 2006年 福　岡 魚谷　智之
第54回 2007年 平和島 高橋　　勲
第55回 2008年 丸　亀 丸岡　正典
第56回 2009年 尼　崎 松井　　繁
第57回 2010年 桐　生 瓜生　正義
第58回 2011年 平和島 池田　浩二
第59回 2012年 福　岡 丸岡　正典
第60回 2013年 平和島 瓜生　正義

回 開催年 開催場 優勝者

第21回 1974年 住之江 野中　和夫
第22回 1975年 住之江 林　　　通
第23回 1976年 蒲　郡 野中　和夫
第24回 1977年 福　岡 松本　　進
第25回 1978年 住之江 松田　慎司
第26回 1979年 福　岡 八尋　信夫
第27回 1980年 唐　津 吉田　重義
第28回 1981年 浜名湖 村上　一行
第29回 1982年 桐　生 安部　邦男
第30回 1983年 平和島 林　　　通

回 開催年 開催場 優勝者

第31回 1984年 住之江 半田　幸男
第32回 1985年 福　岡 彦坂　郁雄
第33回 1986年 桐　生 嶋岡　　孝
第34回 1987年 平和島 今村　　豊
第35回 1988年 多摩川 今村　　豊
第36回 1989年 住之江 瀬古　　修
第37回 1990年 戸　田 今村　　豊
第38回 1991年 尼　崎 原田　順一
第39回 1992年 平和島 服部　幸男
第40回 1993年 戸　田 長嶺　　豊

回 開催年 開催場 優勝者

第41回 1994年 常　滑 植木　通彦
第42回 1995年 丸　亀 安岐　真人
第43回 1996年 福　岡 上瀧　和則
第44回 1997年 唐　津 山崎　智也
第45回 1998年 福　岡 濱野谷憲吾
第46回 1999年 戸　田 山室　展弘
第47回 2000年 戸　田 池上　裕次
第48回 2001年 常　滑 滝沢　芳行
第49回 2002年 平和島 原田　幸哉
第50回 2003年 戸　田 山崎　智也

月 日

東大卒エリート記者は 理 で詰める！
正永　岳宏●『スポーツ報知』

　「最近はテレビで将棋を見る機会が増えた。藤井聡太四段や引退した加藤一二三九段
などを見ていると、かつて東大将棋部を率いていた頃を思い出す。たまには若かりし頃
に戻って、今回のダービーを将棋になぞらえて考えてみようか」

　今年も残るＳＧはグランプリを含めて3つ。一局の将棋に例えるな
ら、ダービーの時期は終盤に突入した段階だ。終盤は序盤、中盤より
も状況がはっきりと見えている。グランプリに向けてリードしている
賞金ランクを守ろうとする者、一発逆転を試みる者、交錯するさまざ
まな思惑を想像するのは面白い。52人の選手が、それぞれの最善手を
指すことで、名勝負、伝説のレースと呼ばれるものが作られる。
　クラシックからメモリアルまでの優勝戦は、すべて1号艇の逃げで

決着した。評判のモーターを引いた選
手が初日からその力を発揮し、予選ト
ップ通過から圧倒したＳＧが続いた。
代表例は石野貴之（大阪）だ。オール
スターを制し、続くグラチャンでは、

まるでオールスターを再現するかのような、いや、それ以上の圧勝劇
だった。運を味方にチャンスを逃さない、ＳＧの理想的な勝ち方だ。
石野は7月の平和島企業杯で完勝した。同程度のモーターを得られれ
ば、頂点に向かって王道を歩む。
　一方、今年のＳＧの傾向に唯一当てはまらなかったのが丸亀オーシ
ャンＣの峰竜太（佐賀）だ。予選は2位だったが、転がり込んできた

優勝戦1号艇をものにして悲願のＳＧ初制覇を果たした。オールスタ
ーに続くドリーム1号艇だが、今回は自力で勝ち取ったものだ。よう
やくＳＧ一つ取ったことで、今後はＳＧを量産する可能性がある。
　ダービーと言えば3回優勝している瓜生正義（福岡）だ。前期Ｆ2で
の長期欠場を経て、今回がＳＧ復帰
戦。5月までの貯金を使い果たして賞
金ランクをだいぶ下げたが、ここで再
浮上を狙う。コース取りが積極的な江
口晃生（群馬）は7月企業杯では凡機
を立て直して優出した。ドリームは3号艇で、進入に緊張感をもたら
す。地元・東京支部の角谷健吾（東京）、石渡鉄兵（東京）、齊藤仁
（東京）はダービー出場権を得るまで苦しい思いをして戦ってきた。
わずか3人なのはやや寂しいが、存分に暴れてほしい。
　さて、平和島の特徴は2つある。昨年3月のクラシックでは『鉄人
28号』と呼ばれた当時のエース機で坪井康晴（静岡）が優勝した。14
年のグランプリでは茅原悠紀（岡山）が6コース差しで制した。機力
差か、平和島の水面特性か、今年のダービーではどちらの平和島が現
れるだろうか。

舟券エリート編集長は 才 に賭ける！
石井　誠司●『マンスリーBOATRACE』編集長

　「若松メモリアルでは寺田祥が良いモーターを引いてＳＧ初優勝を飾りました。桐生順
平も石野貴之も、峰竜太も、全員が良いモーターでした。今は『良いモーターを引いた
ときに勝ち切れるか』です。ダービーもモーター抽選運と勝負強さがキーワードです」

　平和島の現行モーターを初使用から見ていますが、良くないモータ
ーの下がりっぷりがとにかく酷い。どんなに整備を頑張っても劇的に
パワーアップすることはなく、シリーズが終了してしまいます。どれ
だけ平和島を走り慣れている選手だろうが、平和島巧者だろうが、今
の平和島ではスリットでヘコんでジ・エンド！　どうしようもありま
せん。レース形態も、かつてのようなターン時の横流れが減りまし
た。出足の強いモーターならイン逃げが決まります。
　まず大事なのは、「良くないモーターを引かないこと」です。逆に
良いモーターを引けば、その時点で上位進出は決まったようなもので
す。�、�は気持ち良いくらいにスリットで伸びて行きますし、
�は回り足を中心に全ての部分がバランス良く仕上がります。この
3基を引き当て、乗りこなした選手こそ、栄えある第64代ダービー王
になると僕は思います。

　�、�は行き足＆伸びが強力な
ので、スタートをバチッと決めること
ができる菊地孝平（静岡）、原田幸哉
（長崎）、白井英治（山口）、井口佳典
（三重）と相性がピッタリと合いそう

ですね。福岡オールスター、鳴門グラ
チャンを連勝した石野貴之（大阪）は
7月企業杯で�を引き、1着を並べ
て優勝しました。伸びを引き出して押
し切る坪井康晴（静岡）のレーススタ
イルも�や�にハマりそうですね。地元勢の中では、伸びを重視
して調整する石渡鉄兵（東京）が向いています。

　�はバランスの良い実戦型ですか
ら、旋回力のある毒島誠（群馬）、茅
原悠紀（岡山）、桐生順平（埼玉）に適
していますね。『走・攻・守』が揃っ
ている瓜生正義（福岡）と峰竜太（佐

賀）の調整方法や乗り方も�の方がマッチしそうな気がします。江
口晃生（群馬）が「ダービーで引きたい」と言った�や、�、　
�もパワーがあります。
　とにもかくにも、まずは前検日のモーター抽選に注目です。特に
�、�、�をゲットした選手は、初日からガンガン狙っていき
ましょう！

実績を丁寧に分析して！ 今年の勢い重視で！

平和島ダービー、どっ ちでチャレンジする？

 第64回大会 平和島
優勝戦

2017年10月29日㊐
第12レース

こっちもチャレンジ!
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峰  　竜太 吉川  元浩 江口  晃生
4320 3854 3159

Ａ1
佐賀
32歳

Ａ1
兵庫
45歳

Ａ1
群馬
52歳

　「ダービーのドリームの1枠になり光栄です。
1枠だし、インからしっかり逃げて、勢いに乗
りたいですね。念願のＳＧも獲れたし、選手生
活の中では今年が一番充実しているし、ダービ
ーにも自信を持って臨めると思いますよ。リズ
ムが良い大きな要因は、エンジンうんぬんじゃ
なくて、レースが上手になったことだと思いま
す。それほどエンジンが動いていなくても結果
を残せていますからね。
　ほかとの兼ね合いもあるけど、このまま突っ
走って、できれば年末のグランプリでも初日の
1枠からスタートをし
たいと思っています
し、ダービーでも結果
を残したいですね」

　「ペナルティー（16年10月・びわこ周年優勝
戦Ｆ）を抱えた状況で、狙っていたＳＧが今年
の平和島ダービーと来年の浜名湖クラシック出
場（優勝6回・9月10日現在）だった。それは
どちらも叶えられそうだし、自分ではそこそこ
はやれたとは思う。ただ最近のリズムはちょっ
と悪いですね。プロペラが合っていない状態が
多いですから。今回もエンジン次第になりそう
です。とにかく良いエンジンを引きたいです。
　8月に尼崎でフライ
ングを切ったため、Ｆ
休みで11月のチャレン
ジＣを走れないですか
ら。これが今年最後のＳＧになるかもしれない
し、頑張りたいですね」

　「久々のＳＧでのドリーム出場と言われても、
そういうことはあまり気にしていないから、前
回いつ走ったかも覚えていないですね。
　本音を言わしてもらえれば、ＳＧやＧⅠをレ
ギュラーで走っていないのにドリームに選ばれ
て、ほかの人に申し訳ない気持ちでいっぱいで
すよ。それと、9月の
住之江・高松宮記念で
フライングを切ってハ
ンデを抱えてしまった
しね。
　ただ、出場できたからには、いつもどおり自
分のスタイルを貫いて、ベストを尽くしたいと
思っています。あとはスタートとエンジン次第
ですね」

ド リ ー ム 戦　10月24日火（初日）   第12レース　出場予定選手 theコメント　●選出順位上位5名および優先枠1名の6名。

3号艇2号艇1号艇 勝率
8.37

勝率
8.14

勝率
7.90

自信を持って、ダービーに挑む！ チャレンジＣ不参加の分も頑張る！ 自分の走りでベストを尽くす！

瓜生  正義 白井  英治 桐生  順平
3783 3897 4444

Ａ1
福岡
41歳

Ａ1
山口
41歳

　「90日のＦ休み中は仲間の成績をチェックし
たり、後輩からプロペラの情報をもらったり、
ボートとはつかず離れずの生活でした。（グラ
ンプリに向けて）ダービーはやらないといけな
いことはわかっています。結果を出さないとい
けないんだけど…、普段どおり戦いたいです。
　ドリームは4号艇。エンジン次第とはいえ、
狭いレース場なのでスタートで後手を踏まない
ようにしたいです。平和島は乗りやすいとかは
感じないんですが、初優勝もここだし、なんだ
ろう？　方角が良いと思っています。休み明け
初戦の児島で優勝でき
ましたけど、実戦勘は
まだまだ…。ボチボチ
戻していきたいです」

　「今年はここまで順調に来ていますね。何よ
りもフライングを切ってないのが一番だと思い
ます。成績に波はあるけど、1年間フライング
を切らずに走れているのは珍しいんじゃないか
な。平和島の印象も良
いですよ。好きな水面
です。
　やっぱりダービーと
いうのは師匠（今村豊）が『一番のＳＧ』と言っ
ていますからね。弟子の自分も同じ考えでいま
す。メモリアルを制した寺田祥君がランキング
6位以内に位置していますし、僕もしっかり賞
金を稼いで、6位以内に入ることを意識してい
きたい。ドリームは5号艇なんで捲り差しをイ
メージして、良いレースをしたいです」

　「ダービーというのは1年間の勝率上位で決
まりますから、とても格式があると思っていま
す。それに今回はドリームに選んでいただきま
したし、すごくありがたいことなので頑張りた
いですね。今年の序盤は流れも良く、ＳＧタイ
トルを獲ることができましたが、夏場になって
ペースダウンしています。気温が下がってくる
と調子は上向いてくる
と思うので、10月から
上げていきたいです。
平和島は正直、得意と
いうイメージはなかったんですが、記念を1つ
勝てたことで苦手意識はなくなりました。
　賞金ランキングのベスト6には入りたいので、
しっかり自分のレースをしたいと思います」

Ａ1
埼玉
31歳

6号艇5号艇4号艇 勝率
7.88

勝率
7.84

勝率
7.67

普段どおり自分の力を出し切る！ ダービーはボート界一番のＳＧ！ グランプリへ調子を上げていく！

歴史を動かす、夢の一戦。
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2017年獲得賞金・順位（9月11日現在）

勝率8.14　6年連続16回目
3854 よしかわ��もとひろ

吉川 元浩
Ａ1・兵庫・45歳

勝率7.62　初出場
4190 ながしま��まき

長嶋 万記
Ａ1・静岡・36歳

勝率8.37　2年ぶり7回目
4320 みね��りゅうた

峰 竜太
Ａ1・佐賀・32歳

勝率7.67　6年連続6回目
4418 かやはら��ゆうき

茅原 悠紀
Ａ1・岡山・30歳

グランプリ優出者　2年連続12回目
3719 つじ��えいぞう

辻 栄蔵
Ａ1・広島・42歳

勝率7.63　3年連続12回目
3779 はらだ��ゆきや

原田 幸哉
Ａ1・長崎・41歳

直近ＳＧ優勝者　6年ぶり9回目
3942 てらだ��しょう

寺田 祥
Ａ1・山口・39歳

勝率7.76　4年連続8回目
3573 まえもと��やすかず

前本 泰和
Ａ1・広島・45歳

グランプリ優出者　6年連続6回目
4444 きりゅう��じゅんぺい

桐生 順平
Ａ1・埼玉・31歳

勝率7.64　3年ぶり2回目
4547 なかだ��りゅうた

中田 竜太
Ａ1・埼玉・29歳

グランプリ優出者　10年連続21回目
3415 まつい��しげる

松井 繁
Ａ1・大阪・47歳

勝率7.84　7年連続13回目
3897 しらい��えいじ

白井 英治
Ａ1・山口・41歳

前年度優勝者　11年連続18回目
3783 うりゅう��まさよし

瓜生 正義
Ａ1・福岡・41歳

勝率7.66　3年連続5回目
4296 おかざき��やすひろ

岡崎 恭裕
Ａ1・福岡・30歳

グランプリ優出者　4年連続5回目
4168 いしの��たかゆき

石野 貴之
Ａ1・大阪・35歳

勝率7.90　2年連続16回目
3159 えぐち��あきお

江口 晃生
Ａ1・群馬・52歳

勝率7.66　3年連続12回目
3946 あかいわ��よしお

赤岩 善生
Ａ1・愛知・41歳

グランプリ優出者　4年連続13回目
3960 きくち��こうへい

菊地 孝平
Ａ1・静岡・39歳

Ｆで歯がゆい思いをしが
ちだが、本格ペースなら
豪快に攻め込む。

技術とともに精神面でも
強くなった今年は相手に
関係なく好勝負。

オールスターに続くドリ
ーム戦1号艇ゲットで名
実ともトップ級。

ミラクルターンのグラン
プリ制覇から3年、2度
目の頂点を狙う。

今年のＳＧ戦線は中外枠
で高配当を提供。自在タ
ーンが冴え渡る。

長崎支部に移籍した転機
の1年をダービー王に返
り咲いて飾るか。

悲願のＳＧ初制覇を成し
遂げた。当地は07年に�
ＳＧ初優出した水面。

ミスター快速戦士は当地
も得意。グランプリ初出
場へ勝負駆けだ。

トップレーサーに成長し
て次のターゲットは関東
圏でのＳＧ戴冠。

3年ぶりのダービーだが、
ＧⅠ制覇を果たし格段に
レベルアップ。

61周年を優勝して平和島
を完全攻略。ここ一番で
底力を発揮する。

今村豊イズムを受け継ぐ
者としてダービー王のタ
イトルが欲しい。

ダービー連覇と最多4冠
に加えてグランプリ出場
と大勝負に挑む。

10年クラシック準優勝以
来の当地ＳＧ参戦。あの
雪辱を果たすか。

真夏にリズムを落とした
が、慌てず騒がずの精神
力が強さの基盤だ。

自身初のダービー・ドリ
ーム戦発進を決めた進化
するベテランだ。

Ｆ2背負う身だが、自慢
の整備力を生かして集中
力を高めるのみ。

当地優勝はまだないが、
ＳＧ2優出、ＧⅠ2優出
と実績は問題なし。

8.03 7.66

7.38 7.728.38 8.35

7.29 7.247.76 7.24

7.66 7.867.88 5.54

7.96 6.067.40 7.91

7.50 7.717.24 7.66

7.75 8.627.63 7.86

7.50 6.147.14 7.72

7.65 6.78

7.28 8.067.24 8.83

25,618,000円（60位未満）

28,775,500円（50位）91,388,666円（2位）

61,414,000円（6位）35,475,000円（26位）

51,151,000円（9位）70,578,000円（4位）

42,583,500円（14位）80,341,000円（3位）

41,797,366円（18位）44,637,700円（13位）

59,077,000円（7位）39,047,500円（21位）

42,009,000円（16位）96,497,000円（1位）

34,365,000円（28位）

41,409,333円（19位）58,642,000円（8位）

最近6ヵ月（2017年3月1日〜
9月5日）の全国勝率

最近3年（2014年9月1日〜
2017年9月11日）の平和島勝率

選出理由　出場回数

登録番号 

選手名
級別・支部・年齢（前検日現在）

短評

76

選手データの見方

［選出順位順］

●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。

出 場 選 手

ベストをつくし
歴史を動かせ
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勝率7.40　6年連続12回目
3898 ひらた��ただのり

平田 忠則
Ａ1・福岡・40歳

勝率7.59　2年連続10回目
4044 ゆかわ��こうじ

湯川 浩司
Ａ1・大阪・38歳

勝率7.30　2年連続2回目
4502 えんどう��えみ

遠藤 エミ
Ａ1・滋賀・29歳

勝率7.42　初出場
4352 しもじょう��ゆうたろう

下條 雄太郎
Ａ1・長崎・31歳

勝率7.36　7年連続12回目
4024 いぐち��よしのり

井口 佳典
Ａ1・三重・40歳

勝率7.54　10年連続14回目
3941 いけだ��こうじ

池田 浩二
Ａ1・愛知・39歳

勝率7.32　4年連続6回目
4350 しのざき��もとし

篠崎 元志
Ａ1・福岡・31歳

勝率7.45　初出場
4136 こうか��みつる

江夏 満
Ａ1・福岡・37歳

勝率7.36　初出場
4070 なかむら��りょうた

中村 亮太
Ａ1・長崎・36歳

勝率7.55　初出場
4504 まえだ��しょうた

前田 将太
Ａ1・福岡・29歳

勝率7.32　2年連続8回目
4205 やまぐち��つよし

山口 剛
Ａ1・広島・35歳

勝率7.48　2年連続13回目
3780 うおたに��ともゆき

魚谷 智之
Ａ1・兵庫・41歳

勝率7.37　3年ぶり9回目
3822 ひらお��たかのり

平尾 崇典
Ａ1・岡山・45歳

勝率7.57　初出場
4074 やなぎさわ��はじめ

柳沢 一
Ａ1・愛知・36歳

勝率7.34　4年連続12回目
3959 つぼい��やすはる

坪井 康晴
Ａ1・静岡・40歳

勝率7.53　5年連続5回目
4238 ぶすじま��まこと

毒島 誠
Ａ1・群馬・33歳

勝率7.38　17年連続28回目
2992 いまむら��ゆたか

今村 豊
Ａ1・山口・56歳

勝率7.57　2年ぶり15回目
3556 たなか��しんいちろう

田中 信一郎
Ａ1・大阪・44歳

勝率7.35　3年ぶり2回目
4500 やまだ��こうじ

山田 康二
Ａ1・佐賀・29歳

勝率7.53　3年ぶり2回目
4477 しのざき��ひとし

篠崎 仁志
Ａ1・福岡・29歳

派手な活躍は減っている
が、粘り強い走りでチャ
ンスを逃さない。

4年ぶりグランプリ出場
へ勝負駆け真っただ中。
快速勝負に出る。

オーシャンＣ準優は波乱
の起爆剤に。もはやＳＧ
挑戦者ではない。

1マークも道中も猛烈に
攻める走りでＳＧ戦線で
も存在感が増す。

今年のＳＧ、ＧⅠで優出
7回。準優突破率も高く
て要所を締める。

当地はＳＧ2冠の実績で
6年ぶりダービー王奪還
へ鮮やかに舞う。

当地58周年優勝と実績良
好。攻撃的なスタイルを
存分に出せる水面だ。

2度目のＳＧ挑戦。快速
パワーと的確なさばきで
好調を維持する。

今期は当地6月戦を含め
て3場所連続優勝を決め
るなど絶好調だ。

ＧⅠ以上で優出11回。無
冠返上へいきなり大仕事
も成し遂げるか。

記念戦線で優出からも遠
ざかっているが爆発エネ
ルギー蓄積中か。

切れ味鋭い差しが自慢だ
が、びわこ65周年では果
敢な捲りも見せた。

粘りの走りが身上で、混
戦になればなるほど巧ハ
ンドルを決める。

浜名湖64周年で4度目の�
ＧⅠ優勝。スタートには
絶対の自信を持つ。

前回福岡大会でも優出と
秋にペースアップの傾向
で今回も激走だ。

機力に苦戦する場面が多
い中でも粘りの走りで賞
金ランク18位内。

ダービーは3冠、最多28
回出場のレジェンドだ。
名人技で魅せる。

びわこ65周年は準優の6
コース勝利で優出。自在
水面はお手のもの。

ダービーに強いこだわり
を持つ若武者は勝率もグ
ングン上昇中だ。

昨秋はグランプリへ猛ス
パート。今年もボーダー
近辺で要注目だ。

7.07 7.887.76 6.89

7.26 6.337.48 5.40

7.50 8.797.19 7.74

7.36 7.847.29 6.57

7.47 8.707.38 7.00

7.15 7.297.61 6.22

7.33 5.857.03 6.09

7.57 8.837.53 8.16

7.38 6.567.66 8.40

7.73 4.007.29 3年間出走なし

26,843,000円（59位）41,843,666円（17位）

27,490,500円（55位）30,192,000円（43位）

64,154,000円（5位）30,161,000円（44位）

37,556,000円（22位）20,261,000円（60位未満）

25,559,000円（60位未満）37,181,000円（23位）

31,358,000円（38位）29,631,000円（47位）

25,469,000円（60位未満）35,158,700円（27位）

47,950,700円（12位）42,070,000円（15位）

32,238,000円（35位）48,045,500円（11位）

30,755,000円（41位）39,878,000円（20位）
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勝率7.15　2年連続2回目
4188 ひさだ��としゆき

久田 敏之
Ａ1・群馬・36歳

勝率7.29　2年ぶり3回目
3613 すみや��けんご

角谷 健吾
Ａ1・東京・44歳

勝率7.16　2年連続7回目
3576 しろうず��かつや

白水 勝也
Ａ1・福岡・45歳

勝率7.25　5年連続18回目
3721 もりた��しゅんすけ

守田 俊介
Ａ1・滋賀・42歳

勝率7.19　3年連続5回目
4019 かさはら��りょう

笠原 亮
Ａ1・静岡・37歳

勝率7.25　6年ぶり5回目
3716 いしわた��てっぺい

石渡 鉄兵
Ａ1・東京・42歳

勝率7.19　6年連続9回目
4013 なかじま��こうへい

中島 孝平
Ａ1・福井・37歳

勝率7.27　2年連続7回目
3435 てらだ��ちえ

寺田 千恵
Ａ1・岡山・48歳

勝率7.12　6年ぶり4回目
4050 たぐち��せつこ

田口 節子
Ａ1・岡山・36歳

勝率7.20　4年連続18回目
3388 いまがき��こうたろう

今垣 光太郎
Ａ1・福井・48歳

勝率7.15　6年連続13回目
3623 ふかがわ��しんじ

深川 真二
Ａ1・佐賀・43歳

勝率7.28　4年ぶり4回目
4055 よしだ��としひこ

吉田 俊彦
Ａ1・兵庫・39歳

勝率7.15　3年ぶり4回目
3996 あきやま��なおゆき

秋山 直之
Ａ1・群馬・38歳

勝率7.21　2年連続2回目
3978 さいとう��じん

齊藤 仁
Ａ1・東京・40歳

地元・桐生で磨いた攻撃
力が自慢。強気に攻めれ
ば本格モードだ。

地元のここを照準にリズ
ムを上げてきた1年だ。
気合はパンパン。

前回大会はＦ2背負って
の参戦で不完全燃焼。そ
の分も力が入る。

第62代ダービー王は当地
でＳＧ2優出の実績があ
り再度大暴れも。

今年のＳＧは予選敗退が
続いたが、ここ一番の爆
発力は侮れない。

14年に関東チャンプに輝
いた水面。地元の看板を
背負って奮起する。

当地56周年覇者は外枠で
も上位着を奪える自在な
走りが持ち味だ。

クイーンズＣに過去5大
会フル出場の女子実力者
は安定感が自慢。

3年ぶりのＳＧ参戦だが、
女子トップ級の底力復活
をアピールだ。

ＳＧ制覇の実績水面。昨
年クラシック準優Ｆの借
りはここで返す。

昨年の当地クラシックで
準優勝。今回もコース取
りで妥協しない。

大技、小技を繰り出す技
巧派だ。互角の機力なら
艇団を切り裂く。

多摩川63周年は全速アタ
ック連発で活躍。関東域
なら攻撃力アップ。

基本戦法は差しだが、コ
ース不問の対応力で着実
に上位着へ迫る。

6.95 7.447.33 7.00

7.35 7.38

7.23 7.62

7.55 7.16

7.44 7.48

7.08 7.56

7.35 7.45

7.69 3年間出走なし6.70 6.80

6.95 7.627.02 6.92

7.28 6.967.28 7.29

23,580,000円（60位未満）20,208,500円（60位未満）

18,658,000円（60位未満）

33,920,000円（31位）

36,723,700円（24位）

35,660,666円（25位）

29,246,200円（48位）

21,695,400円（60位未満）

19,523,200円（60位未満）26,948,000円（57位）

24,073,700円（60位未満）28,846,000円（49位）

27,547,000円（54位）26,436,000円（60位未満）
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◎予備選手　①4290稲田　浩二（兵庫）　②3557太田　和美（大阪）　③3737上平　真二（広島）　④3795金子　龍介（兵庫）　⑤4042丸岡　正典（大阪）　⑥3622山崎　智也（群馬）　⑦3983須藤　博倫（埼玉）　⑧3529松本　勝也（兵庫）　●選出除外選手　3265今村　暢孝（福岡）　3876中辻　崇人（福岡）

2017年獲得賞金額ベスト40（2017年1月1日〜9月11日。住之江・GⅠ高松宮記念特別競走終了日現在）
順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

1 4168 石野　貴之 大阪 96,497,000円
2 4320 峰　　竜太 佐賀 91,388,666円
3 4444 桐生　順平 埼玉 80,341,000円
4 3942 寺田　　祥 山口 70,578,000円
5 4024 井口　佳典 三重 64,154,000円
6 4418 茅原　悠紀 岡山 61,414,000円
7 3897 白井　英治 山口 59,077,000円
8 3960 菊地　孝平 静岡 58,642,000円
9 3779 原田　幸哉 長崎 51,151,000円
10 4030 森高　一真 香川 48,456,000円
11 3556 田中信一郎 大阪 48,045,500円
12 3959 坪井　康晴 静岡 47,950,700円
13 3415 松井　　繁 大阪 44,637,700円
14 3573 前本　泰和 広島 42,583,500円
15 4238 毒島　　誠 群馬 42,070,000円
16 4296 岡崎　恭裕 福岡 42,009,000円
17 4044 湯川　浩司 大阪 41,843,666円
18 4547 中田　竜太 埼玉 41,797,366円
19 3946 赤岩　善生 愛知 41,409,333円
20 4477 篠崎　仁志 福岡 39,878,000円

順位 登録番号 選手名 支部 2017年獲得賞金額

21 3783 瓜生　正義 福岡 39,047,500円
22 4350 篠崎　元志 福岡 37,556,000円
23 4504 前田　将太 福岡 37,181,000円
24 4019 笠原　　亮 静岡 36,723,700円
25 3716 石渡　鉄兵 東京 35,660,666円
26 3719 辻　　栄蔵 広島 35,475,000円
27 4074 柳沢　　一 愛知 35,158,700円
28 3159 江口　晃生 群馬 34,365,000円
29 3622 山崎　智也 群馬 34,240,000円
30 4344 新田　雄史 三重 34,228,700円
31 3721 守田　俊介 滋賀 33,920,000円
32 4042 丸岡　正典 大阪 33,413,000円
33 4028 田村　隆信 徳島 33,082,000円
34 4166 吉田　拡郎 岡山 32,262,000円
35 2992 今村　　豊 山口 32,238,000円
36 4459 片岡　雅裕 香川 31,990,000円
37 4530 小野　生奈 福岡 31,705,000円
38 4205 山口　　剛 広島 31,358,000円
39 4337 平本　真之 愛知 31,301,000円
40 4362 土屋　智則 群馬 30,878,000円
は平和島・SG第64回ボートレースダービー出場選手

 番組編成要領（抜粋）
知っておくと

役に立つ !

（1）競走の距離　全レース1,800ｍ（3周）
（2）ドリーム戦
　　選出順位上位5名および優先枠1名の6名。
（3）準優勝戦　4日目までの得点率上位18名。
（4）選抜戦
　　特別選抜Ａ戦　各準優勝戦3・4着選手
　　特別選抜Ｂ戦　各準優勝戦5・6着選手
　　ピースター選抜戦　開催5日目までの得点率上位

選手。ただし特別選抜Ａ戦、特別選抜Ｂ戦出場
選手を除く。枠番は番組編成委員が決定する。

（5）優勝戦　各準優勝戦1・2着選手。
（6）賞典レース出場資格の喪失

・ ｢競技規程第23条に関する運用要領｣ に規定
する優先艇保護違反、指導事項違反をした選
手
・選手責任によるスタート事故をした選手
・妨害失格をした選手
・不良航法を2回した選手
・待機行動実施細則違反を2回した選手
・準優勝戦で選手責任による欠場、失格をした
選手
・準優勝戦で不良航法をした選手
・準優勝戦で待機行動実施細則違反をした選手
・出走調整を希望した選手
・開催第2日目以降に出場する補充選手（途中
追加あっせん選手）
・その他の賞典除外となる違反をした選手

選手賞金 （単位：千円）
着順

種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 35,000 13,500 9,000 7,000 6,500 6,000
特別選抜Ａ戦 3,000 2,000 1,700 1,350 1,200 1,000
特別選抜Ｂ戦 2,000 1,500 1,000 800 700 600
ピースター選抜戦 550 400 300 250 200 180
準 優 勝 戦 550 400 300 250 200 180
ドリーム戦 550 400 300 250 200 180
予選・一般戦 180 140 100 75 65 60
●優勝戦1着賞金には日本財団会長賞の副賞金500万円、同2
着賞金には150万円、同3着賞金には50万円のBOATRACE
振興会会長賞の副賞金を含む。

準優勝戦組み合わせ （順位は予選得点率順位）
枠番

組 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠

Ａ組 3位 4位 9位 10位 13位 16位
Ｂ組 2位 5位 8位 〜 〜 〜
Ｃ組 1位 6位 7位 12位 15位 18位

●4枠から6枠までの各枠内における組の指定および各組の
レース番号は番組編成委員が決定する。

得点表
着順

レース種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着 選手責任外
欠場、失格

予選・一般戦・準優勝戦 10 8 6 4 2 1 0
ドリーム戦 12 10 9 7 6 5 0

減点表
待機行動実施
細則違反

失　速
（2回目以降） 不良航法 選手責任欠場

（Ｆ・Ｌを除く）
選手責任
失　格

－7 －7 －7 －5 －5
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整備士満場一致のパワー 
平和島のエース1919号機

　「まずは勝率ナンバーワンの�号機で
すね。使用開始から3ヵ月ほど経ったこの
時期（9月10日現在）で、2連率60％以上の
モーターはなかなか出ないですよ。50％以
上は結構出るんですけどね。
　行き足、伸び、回り足と三拍子揃ったモ
ーターで、私たち整備士のなかでも満場一
致で高い評価です。8月末のオールレディ

ースで転覆もあったのですが、ピストン、クランクシャフトなど部品
交換は一切なかったです。平和島のエース機と言えるでしょう」

伸びは19に負けていない 
整備長イチオシ5151号機

　「自分的に推したいのは�号機です。19号機もそうでしたが、最
初からこれは素性が良いなぁと思っていました。7月に吉田一郎の優

勝もありましたが、その後若手の二宮博
貴、黒柳浩孝、樋江井愼祐も出ていまし
た。オールレディースでは長田光子が節
間を通じて良い走りをしていましたし。
特に伸びが良いです。伸びだけで言うな
ら19号機と拮抗していると思いますよ。
ぜひ注目して頂きたいモーターです」

19よりも出ているかも… 
レース足の良い1010号機
　「ベスト3ということで挙げておくべ
きなのは�号機でしょう。近況の気配
が良いですね。7月末に組んだ若手の佐
藤隆太郎や、秋田健太郎もパワーがあって良かったですし、続くオー
ルレディースでは茶谷桜が節イチクラスの足でした。10号機は行き足
とレース足が良いですよね。整備士のなかでは『下手したら19号機よ
り出てるのでは…』という声が上がるほどです。現時点では19号機と
拮抗した底力、足はあると思っています」

センターにパワー上位なら
アウトにもチャンスあり！

　「年間を通じて、平和島のインの1着
率が一番低いのが秋なの？　それは多
分、風だよね。この時期は夏や冬と比べ
ると風向きが変わりやすい。それに展示
と本番で風の強さが全然違うときが多い
んですよ。ただでさえ1マークが狭くて

インは厳しいのに、風が難しくて、
ダッシュの乗らないようなスタート
になってしまう。そうなるとインは
キツいですよ。
　インでエンジンが出ていないとき
も大きな不安材料になるよね。早仕
掛けして放ったりすると絶対にやら
れる。インから戦うときは、とにか
く行き足をこさせるのが大事です。
　逆に言うと、足が良ければ3、4コースからでもチャンスは十分あ
るのが平和島。センター連動のレースも結構あるからね。内が大した
ことなくてセンター勢の仕上がりが良い、そんなときは自分が5、6
コースのアウトでも、チャンスだと思ってレースしていますよ。ま
あ、捲り差しで突き抜けるためには中堅上位くらいの足は必要なんで
すけどね」

センターがパワー上位なら
インはどうしようもない

　「レースをする立場から言わせてもらえば、平和島では“センター
に誰がいるか”というのが凄く重要な要素。最近は20％台のエンジン
を引けば直すのは難しいし、そんなエンジンでのイン戦に、センター
に出ている人がいたらどうしようもない。正直キツいよね。

　エンジンに関しては、最
近の平和島はパワーの差が
凄いですよ。そのなかでも
�と�はホントにえげ
つないくらい出ている。僕
が走ったお盆レースでも、
この2基は噴いていたね。
自然捲りみたいな感じだった。さっきも言ったけど、こんなエンジン
が外にいられたら仕事にならないよね（苦笑）。
　ほかにも良いエンジンはあるんだけど、やっぱりこの�と�が
平和島の二枚看板。もちろんダービーでも大注目でしょう」

東京支部3人には
自信を持ってレースをして欲しい

　「今回出場する地元の3人にはしっかりと存在感を見せてもらいた
いね。最近は『西高東低』とか言われてるし、支部長としては若い子
がもっとたくさん出てきて欲しいんだけど…。
　とにかく、良いエンジンさえ引けたらチャンス。地元のアドバンテ
ージはあるはずだから、自信を持ってレースをして欲しい。最低でも
全員準優には乗ってもらいたいね」

93m
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「平和島では“センターに誰がいるか”というのが重要。
エンジンは平和島の二枚看板、 1010 と 1919 に大注目です」

平和島の整備士さんに聞きました。
「ダービー王候補のモーターは？」

地元の支部長さんに聞きました。
「平和島ってどんなとこ？」

日本モーターボート選手会
東京支部

山田　竜一 支部長

平和島整備株式会社
整備長　

田村　圭正 氏

ボート界伝統のＳＧ。熱戦の  舞台は首都・平和島！

整備士全員が認める
エース・19号機

季節別　1コース入着率

1着率 2着率 3着率
春 41.9％ 18.9％ 12.9％

夏 45.8％ 18.8％ 9.9％

秋 38.2％ 17.8％ 12.1％

冬 40.8％ 19.5％ 11.7％
（ボートレース平和島ホームページより）

最近6ヵ月   進入コース別成績（2017年4月1日〜9月11日／1,069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 7.20 44.0% 18.2% 11.3% 0.16 423回 0回 0回 0回 41回 2回
2コース 5.77 19.3% 22.2% 17.2% 0.16 0回 53回 0回 127回 19回 6回
3コース 5.23 12.3% 19.4% 20.3% 0.16 0回 51回 37回 27回 14回 2回
4コース 5.05 13.8% 17.0% 17.8% 0.16 0回 56回 43回 32回 13回 2回
5コース 4.25 6.7% 13.4% 17.5% 0.16 0回 14回 41回 6回 8回 3回
6コース 3.74 4.6% 10.4% 16.6% 0.18 0回 14回 21回 6回 7回 0回

3連単 最近6ヵ月  
コース組み合わせベスト9

（2017年4月1日〜9月11日／1,069レース）

順位 コース組み合わせ 発生回数
① 1－2－3 59回
② 1－3－4 45回
③ 1－2－4 33回
③ 1－3－2 33回
⑤ 1－3－5 31回
⑤ 1－4－2 31回

順位 コース組み合わせ 発生回数
⑦ 1－2－5 28回
⑧ 2－1－4 26回
⑨ 1－4－3 23回
⑨ 1－5－3 23回
⑨ 2－1－3 23回

モーター2連率ベスト10（2017年6月・使用開始〜9月11日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率

① � 64.8％ 6.97
② � 53.1％ 7.00
③ � 51.6％ 6.47
④ � 50.0％ 6.56

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑤ � 48.7％ 5.86
⑥ � 46.9％ 6.22
⑦ � 45.9％ 6.05
⑧ � 43.3％ 5.75

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑨ � 42.2％ 5.97
⑩ � 41.8％ 5.73
●平和島はチルト3度まで
使用できます。

開催日 潮 満潮 干潮
10月24日㊋ 中潮 7：32 13：12
25日㊌ 中潮 8：14 13：44
26日㊍ 小潮 9：04 14：21
27日㊎ 小潮 10：09 15：18
28日㊏ 小潮 11：41 17：26
29日㊐ 長潮 13：15 19：19

平均払戻金8,253円

3連単 最近6ヵ月  払戻金分布
（2017年4月1日〜9月11日／1,069レース）

100円〜 1,000円〜 2,000円〜 3,000円〜 4,000円〜 5,000円〜 10,000円〜 20,000円〜 30,000円
以上990円 1,990円 2,990円 3,990円 4,990円 9,990円 19,990円 29,990円

79回

7.4％

233回

21.8％

153回

14.3％

101回

9.4％

73回

6.8％

207回

19.4％

122回

11.4％

34回

3.2％ 67回

6.3％
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イベント＆ ●実施場所の記載のないイベントはイベントステージにて実施。
●内容は9月22日・12：00現在のものです。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。

オープニングセレモニー
　 選手紹介＆�
　ドリーム戦出場選手インタビュー
　9：30頃〜

ボートレース平和島応援大使

神園さやか
ライブステージ
　①第3レース発売中
（11：10頃〜）

　②第6レース発売中
（12：35頃〜）

テツandトモ
お笑いステージ

①第5レース発売中（12：05頃〜）
②第8レース発売中（13：35頃〜）

一般財団法人日本モーターボート競走会理事

植木通彦 トークショー
　①第4レース発売中
（11：35頃〜）

　②第7レース発売中
（13：05頃〜）

先着1,200名様に 
「リフレッシュスピナー」をプレゼント。

Ｇ☆Girls  ライブステージ
　①第7レース発売中（13：05頃〜）
　②第9レース発売中（14：10頃〜）

スギちゃん
お笑いステージ
　①第8レース発売中
（13：35頃〜）

　②第10レース発売中
（14：40頃〜）

明日花キララ
トークショー
　①第8レース発売中
（13：35頃〜）

　②第10レース発売中
（14：40頃〜）

電撃ネットワーク
パフォーマンス

①第7レース発売中（13：05頃〜）
②第9レース発売中（14：10頃〜） 先着1,200名様に「クッションシート」をプレゼント。

仮面ライダービルド  ショー

1回目 9：30〜（30分間）
2回目 第5レース発売中（12：05頃〜・10分間）
　場所：イベントステージ
　●2回目のショー終了後に握手会を実施！
　※握手会に参加するには参加整理券が必要です。参加整理券は、1回

目のショー終了後に先着で200名〈1家族1枚〉配布いたします。

優勝戦出場選手インタビュー
　9：50頃〜

亀田興毅  トークショー
　①第7レース発売中（13：05頃〜）
　②第9レース発売中（14：05頃〜）

ロンドン＆リオデジャネイロ
オリンピック
女子重量挙げメダリスト

三宅宏実　
トークショー
　第10レース発売中（14：40頃〜）

アレグリア
サンバパレード
　①第3レース発売中
（11：10頃〜）

　②第4レース発売中
（11：35頃〜）

　スタンド水面際

表彰セレモニー
　優勝者表彰＆メダル贈呈　優勝戦終了後

ボートレースダービー
オリジナルマフラータオル抽選会
　平和島未確定舟券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。
　開門〜賞品がなくなり次第終了／ベイプラザ前
　●お一人様1枚までとさせていただきます。
　●平和島劇場にてご購入の分は対象外とさせてい

ただきます。

10/29㊐

10/25㊌

SGボートレースダービー
開催記念抽選会
　平和島未確定舟券3,000円につき1回、抽選
で賞品をプレゼント。
　第1レース発売開始
　〜賞品がなくなり次第終了／正門付近
　●お一人様最大3回までとさせていただきます。
　●平和島劇場にてご購入の分は対象外とさせてい

ただきます。

公開勝利者インタビュー

　10/24㊋〜27㊎ 各レース終了後

　10/28㊏ 準優勝戦終了後

　2マークステージ

10/28㊏・29㊐
　開門〜／ベイプラザ3Ｆ

10/28㊏・29㊐　開門〜／ベイプラザ3Ｆ

360度ボートレース映像体験ブース

10/28㊏

10/29㊐

10/25㊌ 10/27㊎

10/26㊍

10/24㊋

ファンサービス

ニコニコ生放送ボートレース平和島チャンネル「こんせいそんのスタジオ生放送」　第7〜12レース発売中
ニコ生ページ　http://live.nicovideo.jp/watch/ch2525207　●無料でご覧いただけます。

開催期間中
毎日放映

メダル展示・ダービージャケット展示　ベイプラザ3Ｆ

2マークステージ

開催期間中毎日

©トゥモロウズ

ボートレース平和島ホームページ

　平和島ボート �検索➡

公式 
はじめました。

http://www.heiwajima.gr.jp/tok/17derby/

ＳＧ第64回ボートレースダービー　特設サイト

スマホはこちらから☞

●�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

ＳＧ第64回ボートレースダービー
電話投票・前日前売発売実施！

地上波
10月24日㊋・28日㊏・29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
10月24日㊋　ＢＳジャパン　16：00〜16：54

28日㊏　ＢＳフジ　　　16：00〜16：54
29日㊐　ＢＳ－ＴＢＳ　16：00〜16：54

テレビ＆ラジオ 実況中継 ※都合により変更になる場合がございます。

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
10月29日㊐　16：30〜16：55

（一部放送局は16：00〜16：55）
●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

ボートレース平和島・電話情報ガイド

■テレドーム
単式レース結果�� �☎0180－993－600

複式・拡連複レース結果�� �☎0180－993－601

気象・競技情報�� �☎0180－993－714

実況生放送・展示タイム・前走成績・単式オッズ�
レース結果（レース終了後）��
　� �☎0180－993－704

実況生放送・展示タイム・前走成績・複式オッズ�
レース結果�� �☎0180－993－724

■一般回線
単式・複式レース結果�� �☎03－3540－5600

子供向けイベント　ステージ前広場
ふわふわドーム・輪投げ・ヨーヨー釣り・Ｙフリッカー体験会

キッチンカー　ステージ前広場

濱野谷憲吾 選手トークショー
　①第8レース発売中（13：35頃〜）
　②第10レース発売中（14：40頃〜）

嘉門タツオ
ライブステージ
　①第7レース発売中
　　（13：05頃〜）
　②第9レース発売中
　　（14：10頃〜）


