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Ｇ Ⅱ 特 集 号
企画・制作  株式会社エー・アンド・エー

TEL.075-353-1721
FAX.075-353-1731

〒600－8431 京都市下京区綾小路室町西入る
 グランドビル21 201号

大阪王将こだわり餃子セット

サッポロビールギフトセット

旅行券10万円分

デンタルプロ歯ブラシセット

ＵＣＣ上島珈琲ギフトセット

CASIO G-SHOCK

パナソニックソリューション
システムズジャパン　
4Ｋ対応液晶テレビ

電　車   ＪＲ瀬戸大橋線「児島駅」から無料バスで約5分
車   瀬戸中央自動車道「児島ＩＣ」より約5分

●開催期間中、「倉敷駅」「福山駅」などから無料バスを運行

児島ボートレース場へのアクセス

ボートレース児島テレドーム（一部の携帯電話等は除く）

レース実況・展示タイム・2連単＆3連単オッズ �� ☎0180－998－000
レース実況・展示タイム・2連複＆3連複オッズ �� ☎0180－998－111
気象・競技情報����������������� ☎0180－998－112
レース結果（2連単・3連単） ����������� ☎0180－998－222
レース結果（2連複・3連複・拡連複） ������� ☎0180－998－223

レース直前のナマ予想！
ボートレース児島
予想サイトはこちら！
http://kojima-yosou.com/

お役立ち情報いっぱい！
ボートレース児島
携帯サイトはこちら！
http://macour.jp/kojima/

NTTドコモ、KDDI、Soft Bank
モバイルのバーコード対応携帯電
話をお持ちの方は、バーコードを
読み取ることで簡単にアクセスす
ることができます。

●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。

ＪＲ復路運賃支払いサービス

対象交通機関　ＪＲの列車
（当日発行の乗車駅からの往復切符が必要です）

ボートレース児島ホームページ
http://www.kojimaboat.jp/

ボートレース児島

実況ライブを楽しもう!

倉敷市競艇事業局　岡山県倉敷市児島元浜町6－3　☎086－472－5050

オープン懸賞クイズ

　ハガキに、「ＧⅡレディースオールスターオリジナルクオカード希望」と明記のう
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を記載して、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「ＧⅡレディースオールスター特集号」プレゼント係
締切 2019年3月11日㊊（必着）●発送をもって発表にかえます。

ＧⅡ第3回レディースオールスター 
オリジナルクオカード���������20名様

● ご応募いただいた方の個人情報については、当プレゼント以外には一切使用しません。また、応募ハガキ
は、賞品発送後に責任をもって処分いたします。

本誌読者だけに抽選でうれしいプレゼント！

コジポ 2・3倍キャンペーン
　「ＧⅡ第3回レディースオールスター」開催期間中、「児島テ
レポイント倶楽部」会員様（期間中新規入会された方も対象）
がGETできるコジポが通常の2倍！
　さらに、優勝戦（3月10日・第12レース）は通常の3倍！！

●コジポの付与に多少のお時間がかかります。あらかじめご了承ください。
● コジポの付与日が決まりしだい、児島テレポイント倶楽部サイト掲示板にてお知らせをさせて

いただきます。
● 新たに電話投票会員になられた方は、会員情報が「児島テレポイント倶楽部」へ反映されるの

に時間がかかるため、すぐに児島テレポイント倶楽部に入会できない場合があります。
●平成31年3月15日までに児島テレポイント倶楽部に入会された方はキャンペーンの対象となり
　ます。

5,000,000コジポ大放出！
山分けキャンペーン

　「ＧⅡ第3回レディースオールスター」開催期間中に 
1万円以上購入された児島テレポイント倶楽部会員様の
中から抽選で102名様に総額100万コジポを山分け！

Ａ賞 100,000コジポ   2名様
Ｂ賞 50,000コジポ   10名様
Ｃ賞 10,000コジポ   10名様
Ｄ賞 5,000コジポ   30名様
Ｅ賞 1,000コジポ   50名様

　「ＧⅡ第3回レディースオールスター」開催期間中に
10万円以上購入された児島テレポイント倶楽部会員様
の中から抽選でなんと400万コジポをドーンと山分け！

詳しくは

ボートレース児島ホームページ、携帯マクール・ボートレース児島サイトから
もアクセスできます。

その
1

その
2

レディースオールスター☆キャンペーン

1 6 ＃

当選発表 　 厳正な抽選のうえ、コジポの付与をもって発表にかえさせていただきます。

応募方法  郵 便 ハ ガ キ   郵便ハガキに、クイズの答えと、応募者の郵便番号・住所・ 氏名・年
齢・電話番号（連絡がつくもの）を明記のうえ、ご応募ください。

  【宛先】 〒542-0081  大阪市中央区南船場4－4－3－4Ｆ　㈱新東通信内
   「ＧⅡ第3回レディースオールスターオープン懸賞」事務局
 ホームページ 　  ＧⅡ第3回レディースオールスター特設サイト内

の専用応募フォームよりご応募ください。
応募締切  郵 便 ハ ガ キ 　平成31年3月10日㊐（当日消印有効）
 ホームページ 　平成31年3月10日㊐・24：00まで
当選発表    クイズ正解者の中から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枚限りとし、複数の応募は全て無効とさせていただきます。
●未成年者のご応募はご遠慮ください。
● ご応募頂いた方の個人情報につきましては、当業務以外には一切使用いたしません。  

また、応募ハガキはキャンペーン終了後、責任をもって処分いたします。

ＧⅡ第3回レディースオールスターが開催されるのは
ボートレース〇〇
〇〇にあてはまる漢字2文字をお答えください。
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特設サイト

ＧⅡ第3回レディース
オールスタークオカード

2019年4月に
児島テレポイント倶楽部
リニューアル！

購入金額によって
会員ランク獲得

ポイント付与も
さらに充実

会員ランクごとに特典あり

4885
大山　千広

4190
長嶋　万記

4530
小野　生奈

4482
守屋　美穂

4502
遠藤　エミ

3435
寺田　千恵

オフィシャル
パンフレット

ドリーム戦  
3月5日㊋（初日）第12レース

出場選手

女子人気ナンバーワンは 

最優秀新人・大山千広！　

岡山支部1位は 

レディースＣＣ覇者・守屋美穂！！

●第 1 レース・スタート展示 3/5㊋  10：15　3/6㊌〜10㊐  10：07
●第12レース・本場発売締切 16：45（電話投票・場外発売締切時間は本場締切の1分前です）

●児島ボートレース場・開門 3/5㊋  　9：20　3/6㊌〜10㊐  　9：45
場外発売 全国のボートレース場・チケットショップで発売（詳細はホームページにてご確認ください。）

ボートレース児島は、平成30年7月豪雨により被災された皆様が元の穏やかな生活を取り戻されますよう心よりお祈り申し上げます。本年も本格的な復興を応援してまいります。

レースライブ

全日程
JLC 680

特設サイト

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇
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― たくさんの票が集まりましたね。

　「組織票が入ったんじゃないですか（笑）。でも本
当に有難いですよね。児島は調整が難しいけど、引
き出しはあると思うので頑張りたいです」

― 今期は女子の勝率1位に返り咲きました。

　「全然、意識して走ってはいないですよ。子供の
受験があったので、子供との時間を作りたくて斡旋
を調整したりしましたし。それでもコンスタントに
走れていたのかなと思っています。
　それに、今は“頑張りたい”という気持ちが大き
いんです。ご縁があって、初めて面倒をみる子（弟
子）ができたんですよ。安井瑞紀ちゃんっていう選
手です。
　私もいつまで選手を続けられるかわからないし、
最初はお断りしようと思ったんだけど、私がいなく
なっても主人（立間充宏）が面倒をみてくれると思
ったので、引き受けました。
　まだまだ実力をつけなきゃいけないけど、とって
も美人さんなので、来年は一緒にレディースオール
スターへ行けたら良いなって思っています。しっか
り教えるためにも、プロペラの勉強をしなきゃいけ
ないですね」

― 児島の水面はどうですか？

　「以前はスタートが届きにくいレース場だったかもしれないけど、今は大
時計も変わっているし、ほかのレース場と変わらないですよ。それでも平和
島、徳山、福岡とかと同じように、スタートは突っ込まないといけないレー
ス場だと思います。
　私のセールスポイントは“粘り強さ”です。それは自信がある。そこを、
応援してくれるファンの方に見ていただきたいですね」

― 出場おめでとうございます。

　「投票していただいてありがとうございます。児
島は地元ですが、巡り合わせで2年間斡旋がなかっ
たこともあるし、なかなか走る機会は少ないんです
けど、頑張りたいです」

― 最近の調子はどうですか？

　「一昨年は子供と過ごす時間が必要でした。斡旋
を削ったり、フライングを2本も抱えてしまった
り、そういった環境の中でもクイーンズＣの12人に
残ることができた。コンスタントに走れれば、12人
に残れるというのがわかりました。でも、やっぱり
フライングがリズムを崩してしまう。
　なぜフライングを切ってしまうのか、原因はわか
ってるんですよね。私の場合は、メンタルに左右さ
れる面が大きい。気持ちが弱っているとフライング
をしてしまう。逆に強い気持ちでレースに行けてい
るときはしていません。やっぱりプレッシャーに負
けていたんだと思うんです。
　今はプレッシャーを乗り越えたというか、昔のよ
うにスタートで『やっちゃる、やっちゃる』と意気
込んでレースに行くことは少なくなりました。今は

『私が主役じゃない』と
思えるから、自然体でレ

ースに臨めているのかな。レディースオールス ターへも気負いなく行き
たいですね」

― そんなレディースオールスターへの抱負を お願いします。

　「良いレースができたり、逆にフライングとか で迷惑をかけてしまった
り、その全部が“田口節子”なんだと思うんで す。その全部を受け止め
てもらって、応援していただけたら、とても嬉 しいです」

― 岡山支部トップの得票数です。

　「たくさんご投票いただき、ありがとうございま
した。私が考えてもいなかった投票数で驚いていま
す。感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちを
込めて走り、ファンの方々の期待に応えたいと思っ
ています」

― 昨年は芦屋でＧⅡ初優勝を飾りました。

　「昨年の秋頃から調子が上向いてきました。一昨
年の秋から昨年の夏頃まではモーターが仕上がら
ず、攻めるレースが減っていました。捲って勝つレ
ースが減っていたのは、モーターが仕上がらなかっ
たからです。
　いろいろと試行錯誤をする中で、自然とモーター
が出るようになりましたが、いつまた悪くなるか、
これだけはわかりません。だから、1節走るたびに
全てをリセットして、新たな気持ちで次のレースに
臨むようにしています。
　モーターの仕上がりに関しては、展示タイムの良
いときや、ターンに関するコメントが良いときは成
績が良い感じですね。特にイン戦では“大時計と1マ
ーク、自分との勝負”と言い聞かせて、集中力を欠か
さないようにしています」

― 2つ目のＧⅡタイトルを狙いますよね？

　「地元戦でもあるし、気持ちは入りますが、特別なことをするわけではあ
りません。たくさん練習した水面なので、その点では少し有利かなというく
らい。スタートだけは何回やっても難しいです。昨年はクイーンズクライマ
ックスの12名に残ることができました。今年もそれを目標にしています。目
の前の一戦に全力を尽くし、感謝の気持ちをもって走ります。応援してくだ
さい」

シ リ ー ズ を 盛 り 上 げ る ! !  

　「2ヵ月も休んでいたのに、投
票してくれた方々に感謝したいで
す。私は足が良くても展示タイム
が出ないことが多いんです。回り
足タイムは良いかな。目標は優
勝。しつこく、諦めないレースで
恩返しをしたいですね」

　「投票してくれたファンをワク
ワクさせるレースができたらと思
っています。スタートを行って、
スピードを持って捲り差すレース
がしたい。展示で乗りやすそうに
しているとき、ターンの出口で押
しているときは狙ってください」

　「自分が思っていたよりも上の
順位で選んでいただけて、やっぱ
り嬉しいです。最後まで見応えが
あるレースがしたいです。去年の
びわこ大会は逃げで1回しか勝て
なかったので、今回は結果を残せ
るように頑張りたいですね」

　「凄く嬉しいですね。12位なん
てビックリです。実力が順位に伴
っていないので、追いつけるよう
にしたいです。登番は一番下だ
し、特にプレッシャーはないの
で、若々しく握って攻めるレース
をしたいと思います」

来年は弟子とともに。粘り強さには自信があります！ 良い面も、悪い面も、全部  含めて“田口節子”です。 一戦一戦に全力を尽くし、感謝の気持ちで走ります。

3435  寺田　千恵 4050  田口　節子 4482  守屋　美穂

4501  樋口由加里 4884  勝浦　真帆 4909  薮内　瑞希 4964  土屋　　南

14,334票4,542票9,762票

3,207票 3,587票 3,680票 5,961票

OKAY  AMA
LAD  IES

  BOAT RACER
地 の 利 を 生 か し て

良いレースをして恩返しをしたい！ ワクワクさせるレースができたら… 見応えのあるレースで結果を出す！ 若 し々く、握って攻めるレースを！
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当地前回は準優1枠、優
勝戦も1枠で優勝。

悲願の特別戦タイトル奪
取へ向け機は熟した。

2年連続となる賞金女王
への挑戦が始まった。

今年初戦の大村を予選ト
ップ通過の王道でＶ。

準優で無念のＦを切った
前回大会のリベンジ。

今期適用の勝率で女子ナ
ンバーワンに輝いた。
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 5.13 出走なし

 7.09 6.50

 5.37 4.50

 4.27 3.37

 5.76 5.94

 5.59 5.32

 5.81 出走なし

 5.64 6.60

 3.00 1.08

 4.70 5.43

 6.99 7.00

 6.72 6.50

 5.76 出走なし

 5.15 1.89

 5.97 3.20

 4.05 1.11

 6.85 4.56

 6.83 5.82

 3.94 2.92

 6.76 5.00

 5.38 4.41

 6.19 5.79

 7.12 6.75

 5.18 4.56

 4.63 3.79

 6.75 6.24

 5.65 8.18

 4.60 2.89

 7.12 6.11

 4.60 1.29

 5.40 5.10

 5.54 5.70

 5.56 出走なし

 5.85 5.61

 5.23 6.84
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 5.31 6.94
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 6.73 5.69

 6.09 6.00  5.60 5.03
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 4.00 出走なし

 2.75 2.50

 6.24 6.17
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5,770票（13位）
4758	 とがし  れいか

富樫	 麗加
Ａ2・東京・29歳

Ｆ3を経験して道中の走
りが格段に上達した。

4,179票（21位）
3845	 なかたに  ともこ

中谷	 朋子
Ａ1・兵庫・42歳

実力は申し分ないが大舞
台での活躍が少ない。

3,216票（29位）
4447	 ふかがわ  まなみ

深川	麻奈美
Ａ2・福岡・32歳

機力負けがなければ豪快
なターンが飛び出す。

2,763票（37位）
4714	 きたず  あんな

喜多須	杏奈
Ｂ1・徳島・28歳

最近はコース問わない2
着獲りの巧さが光る。

2,040票（45位）
4313	 にしむら  みちこ

西村	美智子
Ａ2・香川・34歳

スタートが決まるスロー
域の走りには安定感。

5,536票（14位）
4519	 しみず  さき

清水	 沙樹
Ａ2・東京・32歳

伸び型ペラの調整に正解
を出して各地で噴く。

4,109票（22位）
4443	 つだ  ひろえ

津田	 裕絵
Ａ2・山口・32歳

スリットは控えめだがコ
ーナー勝負で浮上。

3,207票（30位）
4501	 ひぐち  ゆかり

樋口	由加里
Ａ2・岡山・31歳

前期Ｆ2の影響もあり 
Ａ2級だが旋回は鋭い。

2,377票（38位）
4843	 ふかお  ともえ

深尾	 巴恵
Ｂ1・群馬・26歳

仕掛けムラだがダッシュ
戦のスタートは安定。

1,898票（46位）
4300	 かとう  あや

加藤	 綾
Ｂ1・三重・36歳

スロー域ならクルリ残し
て3連単の軸になる。

9,019票（7位）
4556	 たけい  なみ

竹井	 奈美
Ａ1・福岡・29歳

正月戦でのＦは痛いがタ
ーン勝負でも魅せる。

5,393票（15位）
4611	 いまい  みあ

今井	 美亜
Ａ2・福井・28歳

場内をわっと沸かせる強
烈なターンが魅力だ。

3,913票（23位）
4304	 ふじさき  さゆり

藤崎	小百合
Ａ1・福岡・35歳

昨年序盤の勢いを取り戻
せれば上位争い参加。

3,079票（31位）
4961	 にしはし  なみ

西橋	 奈未
Ｂ1・福井・22歳

磨きをかけているダッシ
ュ戦は上位陣に通用。

2,362票（39位）
4225	 つちや  ちあき

土屋	 千明
Ａ1・群馬・36歳

1月からは自身初のＡ1
級レーサーになった。

1,898票（46位）
4941	 まごさき  ももよ

孫崎	 百世
Ｂ1・滋賀・30歳

1着少ないが展開突く手
堅い走りで2、3着。

8,554票（8位）
4399	 まつもと  あきえ

松本	 晶恵
Ａ1・群馬・31歳

クイーンズＣに続く女子
特別戦の連覇を狙う。

5,286票（16位）
3232	 やまかわ  みゆき

山川	美由紀
Ａ1・香川・52歳

レディースＣ4優勝の絶
対女王が大会Ｖ2へ。

3,680票（24位）
4909	 やぶうち  みずき

薮内	 瑞希
Ｂ1・岡山・23歳

枠を主張し始めてからは
勝率が上がってきた。

2,964票（32位）
4589	 しおざき  ひさか

塩崎	 桐加
Ａ1・三重・26歳

平和島ＱＣシリーズの優
勝が記憶に新しい。

2,334票（40位）
4927	 せきの  あや

関野	 文
Ｂ1・大阪・25歳

平和島ＱＣシリーズの活
躍で名前を売った。

1,765票（48位）
4289	 おちあい  なおこ

落合	 直子
Ａ1・大阪・34歳

差し構えが多いが最近は
捲り勝ちも増えた。

7,786票（9位）
3188	 ひだか  いつこ

日高	 逸子
Ａ1・福岡・57歳

グレート・マザーが完全
復活を果たした。

5,004票（17位）
4825	 くらもち  りり

倉持	 莉々
Ｂ1・東京・25歳

レディースＣはＦ2ハン
デあったが準優進出。

3,587票（25位）
4884	 かつうら  まほ

勝浦	 真帆
Ｂ1・岡山・23歳

スタート力を生かせる行
き足と伸びが欲しい。

2,846票（33位）
4117	 ひろなか  ちさえ

廣中	智紗衣
Ａ1・東京・38歳

東京の女子エースとして
の風格が漂ってきた。

2,186票（41位）
4243	 にしむら  あゆみ

西村	 歩
Ｂ1・大阪・33歳

Ｆが多く調子が上がらな
いが一撃力を秘める。

1,755票（49位）
4870	 にった  ゆり

新田	 有理
Ｂ1・広島・27歳

スタート力アップに比例
して勝率も上がった。

7,098票（10位）
3618	 うんの  ゆかり

海野	ゆかり
Ａ1・広島・45歳

レディースＣを2度制し
たスピード戦は健在。

4,905票（18位）
4963	 さねもり  みゆ

實森	 美祐
Ｂ1・広島・22歳

外からの大胆なハンドル
で高配当を演出する。

3,526票（26位）
4726	 しまだ  なぎさ

島田	なぎさ
Ａ2・埼玉・31歳

インとカドから正攻法の
レースで1着を狙う。

2,796票（34位）
4804	 たかだ  ひかる

高田	ひかる
Ａ2・三重・24歳

スタートを磨いて安定感
が格段に上昇した。

2,150票（42位）
4764	 こいけ  あやの

小池	 礼乃
Ａ2・福岡・28歳

コーナー勝負に持ち込め
ればしぶとさを発揮。

1,729票（委員会推薦）
3900	 かがわ  もとこ

香川	 素子
Ａ2・滋賀・42歳

コースを問わないシャー
プな攻めで活躍する。

6,469票（11位）
4045	 ささき  ひろみ

佐々木	裕美
Ａ2・山口・39歳

握って攻める速攻派だが
最近は差し技も巧い。

4,542票（19位）
4050	 たぐち  せつこ

田口	 節子
Ａ1・岡山・38歳

万全の状態なら満場一致
で地元エースに指名。

3,389票（27位）
4183	 うの  やよい

宇野	 弥生
Ａ2・愛知・32歳

Ａ2級暮らしが定着した
がスタート力は健在。

2,789票（35位）
4678	 みずの  のぞみ

水野	 望美
Ａ2・愛知・30歳

勝率6点を維持とＡ1級
が狙えるまでに成長。

2,096票（43位）
4123	 ほそかわ  ゆうこ

細川	 裕子
Ａ1・愛知・37歳

切れ味抜群のターンで狭
い艇間をこじ開ける。

1,586票（委員会推薦）
3611	 いわさき  よしみ

岩崎	 芳美
Ａ1・徳島・46歳

4期ぶりにＡ1級に返り
咲いてリズムは良い。

1,390票（委員会推薦）
4730	 つちや  みさき

土屋	実沙希
Ａ2・静岡・30歳

スタート力を生かせる技
術を磨き勝率が上昇。

5,961票（12位）
4964	 つちや  みなみ

土屋	 南
Ｂ1・岡山・22歳

競りでの粘りを身につけ
て善戦が増えてきた。

4,219票（20位）
4878	 にしおか  いくみ

西岡	 育未
Ｂ1・徳島・24歳

少し伸び悩んでいるが好
センスを持っている。

3,288票（28位）
4937	 やまもと  ともき

山本	 宝姫
Ｂ1・山口・22歳

レースのコツを覚えて1
期ごとに勝率が上昇。

2,786票（36位）
3674	 きし  けいこ

岸	 恵子
Ａ2・徳島・46歳

スリット先制の形から1
マークを自在に運ぶ。

2,071票（44位）
4433	 かわの  めい

川野	 芽唯
Ａ2・福岡・32歳

スタートは慎重だがター
ンの巧さはトップ級。

17,893 票（1位） 15,189 票（2位） 14,442 票（3位） 14,334 票（4位） 10,923 票（5位） 9,762 票（6位）
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4885

大山　千広
4190

長嶋　万記
4530

小野　生奈
4482

守屋　美穂
4502

遠藤　エミ
3435

寺田　千恵

ドリーム戦  3月5日㊋（初日）　　第12レース   出場予定選手
1号艇 4号艇 5号艇 6号艇

選出理由（順位）
登録番号

選手名
級別・支部・年齢（前検日現在）

選手データの見方

予備選手　①4849 森田　太陽（福岡）　②3943 三松　直美（岡山）　③4372 原田　佑実（大阪）　④3334 角　ひとみ（広島）　⑤3801 五反田　忍（大阪）　　⑥4017 向井　美鈴（山口）　⑦4244 鈴木　成美（静岡）　⑧4938 小芦るり華（佐賀）　　選出除外選手　4373 若狭奈美子（岡山）／4900 中田　夕貴（埼玉）

2号艇 3号艇

ＧⅡ第3回レディースオールスター　選出基準
① 優先出場者　ＰＧⅠ第7回クイーンズクライ

マックス（平和島）優出者
② Ａ1級・Ａ2級・Ｂ1級の女子の中から、フ

ァン投票およびレディースオールスター出場
選手選考委員会において推薦された者

｜出｜場｜予｜定｜選｜手｜
［選出順位順・ドリーム戦出場選手は上掲］

全 国    2018年7月1日〜2019年
1月16日／最近6ヵ月

児 島    2016年1月1日〜2019年
1月16日／最近3年

●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。
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バランスの良いメンバー構成
　今大会にはファン投票獲得票数上位者と委員
会推薦の3人が出場。Ａ1級が20人、Ａ2級が
17人、Ｂ1級が15人と実力者から将来有望な若
手まで、絶妙のバランスで選出されている。

　地元勢は7人が出
場。守屋美穂（岡山）
は4位、寺田千恵（岡
山）は6位で出場権を

勝ち取り、初日のドリーム戦に出場する。守屋
は昨年11月芦屋レディースＣＣでＧⅡ優勝。4
年ぶりにクイーンズＣ出場を果たし、年始めの
大村でも優勝と勢いに乗っている。寺田はクイ
ーンズＣ全7回に出場し、5優出の安定感。地
元でのモーター調整力には定評があり、Ｖ争い
の中心的存在だ。

クイーンズＣ出場者11名が参戦
　ＳＧ戦線で男子相手
に奮闘した小野生奈

（福岡）は18年女子賞
金1位、中谷朋子（兵
庫）はＶ6、長嶋万記（静岡）はＶ5でＳＧクラ
シック出場権を獲得。松本晶恵（群馬）はクイ

ーンズＣ2冠。第1回
大会を制した山川美由
紀（香川）は昨年のレ
ディースＣ優勝で健在
ぶりをアピールした。第2回大会を制して年末
のトップ12入りを果たした中村桃佳は不参加

（昨年10月ＧⅢ多摩川Ａレディース準優Ｆのた
め）だが、クイーンズＣ出場組11人がズラリ勢
揃いしてＶ争いは激戦模様だ。

人気1位・大山がＧⅡタイトル獲得へ
　そんなＳＧ級の実力派を抑え、堂々トップで
選出されたのは18年の最優秀新人選手・大山千
広（福岡）。昨年11月の児島Ａレディースは直
前に引退を表明した母・大山博美さんに代わっ

て追加参戦。ＧⅠ優勝モーターを引き当て、強
豪を相手に堂々たるイン逃げＶ。児島で開催さ
れるレディースオールスターのファン投票開始
日に優勝するドラマチックな展開でファンのハ
ートをつかんだ。昨年末のクイーンズＣは次点

であと一歩届かなかっ
たが、再び児島からシ
ンデレラストーリーが
始まる予感がする。

　児島は1月2節目から新モーターに移行。3
月まで大きな整備が行われないため、機力は使
用開始時と変わらないことがこれまでの傾向。
1節目に森岡満郎が優勝した�、松下一也が
抜群の気配を見せた�、高倉孝太が伸び型に
調整した�に注目したい。

3/9㊏・10㊐    小学生以下のお子様お一人につき、お菓子1個をプレゼント 
　開門〜13：00／インフォメーション「ガァ〜コの部屋」

開催期間中毎日   L.A.S. 抽選会
レディースオールスターの当日未確定舟券1,000円分をご提示ください。各日先着1,000名
様に、ガラポン抽選で長嶋万記選手デザインのオリジナルグッズなどをプレゼント。

第1レース発売開始〜賞品がなくなり次第終了／3階エントランス
●お一人様最大5回までとさせていただきます（並び直し可）。　●デザインは変更となる場合があります。

開門〜予定数（各日200本）に達し次第終了
インフォメーションセンター「ガァ〜コの部屋」
●1回につき連続3回までとさせていただきます。●デザインは変更となる場合があります。
● 収益は「倉敷市西日本豪雨災害義援金」として活用させていただきます。

開催期間中毎日   先着1,000名様に、スポーツ新聞を進呈
3/5㊋ スポーツ報知
3/6㊌ 日刊スポーツ

3/7㊍ デイリースポーツ
3/8㊎ スポーツニッポン

3/9㊏ サンケイスポーツ
3/10㊐ スポーツ報知

開催期間中毎日、先着入場1,000名様 
に御来場記念品を進呈。

LADIES ALL STARS OPENING CEREMONY
選手紹介式＆ドリーム戦出場選手インタビュー　9：25〜

芸能活動55周年！ 
「星のフラメンコ」などでお馴染みの元祖・御三家！

西郷  輝彦
 スペシャルステージ

ボートレースアンバサダー

植木　通彦 トークショー　第4レース発売開始（11：47頃）〜
植木通彦と行くピット見学ツアー　第11レース発売開始（15：37頃）〜
　集合場所：インフォメーションセンター「ガァ〜コの部屋」
　●トークショー終了後に参加者の抽選を行います（15名様）。

ＪＬＣ専属解説者がピックアップレースを予想！
　14：00頃〜20：30頃／イベントコーナー

アイドル全盛期を支えたトップアイドル

松本  伊代　 スペシャルステージ

　① 第5レース発売開始（12：04頃）〜
　② 第9レース発売開始（14：18頃）〜

ＭＡＸ・邦丸　

 Ride on Boat 公開収録
　  第9レース発売開始
（14：15頃）〜

優勝戦出場選手インタビュー
　第7レース発売開始（13：07頃）〜

優勝者表彰セレモニー　優勝戦終了後　10：00〜17：00／ガァ〜コステージ

●記載のないイベントの会場は児島ボートレース場・イベントホール。　
●イベントの時間、内容につきましては、都合により変更となる場合がございます。

公開勝利者インタビュー　ガァ〜コステージ

　3/5㊋〜8㊎　各レース終了後　3/9㊏　各準優勝戦終了後

3/5火〜9土

3/6㊌・9㊏    L.A.S. チャリティーオークション
レディースオールスター出場選手のオリジナルグッズなど多数出品！
3/6㊌  第9レース発売開始（14：18頃）〜　3/9㊏  第7レース発売開始（13：07頃）〜
　　　　 イベントホール　　　　　　　　　　　　　　　　　 イベントホール
●収益は「倉敷市西日本豪雨災害義援金」として活用させていただきます。

3/5火

3/9土

3/10日

3/7木

3/8金

公開レース展望予想会　各レース発売中／ガァ〜コステージ開催期間中毎日

岡山支部ボートレーサー 
スペシャルトークショー
①第5レース発売開始（12：04頃）〜　②第7レース発売開始（13：07頃）〜
●出演選手につきましては、ホームページなどでお知らせいたします。

Ｃ賞

Ｆ賞

Ｂ賞

Ａ賞

Ｃ賞

Ｇ賞

Ａ賞 イラスト入りトートバッグ 各日16本

Ｂ賞 ドリーム戦出場6選手イラスト入リＴシャツ 各日20本

Ｃ賞 出場52選手イラスト入りマグカップ 各日60本

Ｄ賞 オリジナル缶バッチ 各日104本

景　品

賞
金
＆
賞
品

Ａ賞 軍資金10,000円 各日3名様

Ｂ賞 軍資金5,000円 各日6名様

Ｃ賞 イラスト入リオリジナルサコッシュ 各日16名様

Ｄ賞 オリジナルクオカード 各日20名様

Ｅ賞 軍資金1,000円 各日40名様

Ｆ賞 オリジナルクリアファイル 各日50名様

Ｇ賞 オリジナル缶バッチ 各日208名様

Ｈ賞 粗品 各日657名様

3/9土 ガァ〜コピア予想会

はずれなし！

向かい風中心の穏やかなコンディション
　「晴れの国おかやま」というだけあり、児島
は1年を通して温暖な気候に恵まれた、瀬戸内
海に面する海水のレース場だ。大潮の場合は1
日の中で2〜3ｍの潮位差が出る。風も台風の
接近がない限りは比較的に弱めで、安定板の使
用も年に数回あるかどうかと、穏やかな水面
だ。春先から夏場にかけては向かい風が中心。
秋から冬場になると追い風の日が増える。
　さて、今回のレディースオールスターは4日
目までが大潮、5日目と6日目は中潮に向かう
潮回り。初日は第2レースあたりに満潮時刻を
迎える。シリーズの序盤は前半レースの潮位が
高く、イン有利に。後半レースは潮位が下がっ

て来るだけに、センター、アウトの出番も十分
だ。最終日は第7レースあたりで満潮となり、
選手もスタートに慣れてくれば内有利となりそ
うだ。

モーターは使用2ヵ月、プロペラは2年目
　毎年、恒例で1月2節目から新モーターに切
り替わる。ただ、プロペラは前回から継続で使
用される。そして、ボートも一新されるため、
モーターの差が縮まるケースが多い。レディー
スオールスターの開催時までには6節あるが、
正味、使用するのは4〜5節となる。新モータ
ーは馴染ませる意味もあり、整備に規制がある
ため、直前の規制解除までは大きな変化はない
だろう。

　注目は、初下ろしのシリーズで森岡満郎が優
勝した�と、2節目に原田篤志が優勝した
�だ。日々のプロペラ調整でバランス良く底
上げして、トップ級の動きを見せていた。松下
一也が準優勝の�は行き足に特徴。石田章央
が安定した走りを見せた�、西山昇一がプロ
ペラ調整で仕上げた�も好気配だった。良い
展示タイムが出ていた�、�、�や、試走
タイムが良い�、�、�も要チェックだ。

シリーズ序盤は前半がイン中心、後半はダッシュ勢の出番増。
1月初下ろしのモーターは�と�に注目!!

総展望 野白由貴子 ●『デイリースポーツ』

春の
コース＆モーター

岡野　修一 ●『専門紙ニュース』
● メンバーは予告なく変更になる場合もございます。
● ステージ中の写真撮影や動画撮影は一切禁止となり

ます。従っていただけない場合、入場をお断りする
ことやイベント自体を中止することがございます。

Fight!! KURASHIKI  みんなで真備地区を応援しよう

仮面ライダージオウ　ショー
【時間】 ① 第5レース発売開始〜 

（12：04頃〜）
 ② 第9レース発売開始〜 

（14：16頃〜）
【場所】 イベントホール

©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

● 各回ショー終了後に撮影会
を実施します。カメラをご
持参ください。（各回先着
100名様。各回30分前か
ら撮影整理券を配布）

観覧
無料

ＡＫＢ48   スペシャルステージ

　① 第2レース発売開始〜（10：40頃〜）
　② 第5レース発売開始〜（12：04頃〜）

● レディースオールスターの当日未確定舟券
1,000円分をご提示ください。当選された10
名様に、第5レースのステージ終了後にサイン
をお渡しします（抽選はお一人様1回限り）。

● レディースオールスターの当日未確定舟券1,000円分をご提
示ください。当選された10名様に、第9レースのステージ終
了後にサインをお渡しします（抽選はお一人様1回限り）。

● レディースオールスターの当日未確定舟券1,000円分をご提示ください。当選された10名
様に、第9レースのステージ終了後にサインをお渡しします（抽選はお一人様1回限り）。

込山　榛香
©AKS

湯本　亜美
©AKS

川本　紗矢
©AKS

馬　嘉伶
©AKS

稲垣　香織
©AKS

佐々木　優佳里
©AKS

開催期間中毎日     L.A.S. オリジナルガチャ
長嶋万記選手とコラボした「レディースオールスターオリジナル
グッズ」が当たるガチャガチャ！（1回300円）

　①第6レース発売開始（12：48頃）〜 
　②第9レース発売開始（14：26頃）〜

詳しくは
特設サイト
をチェック

ＧⅡレディースオールスター　優勝戦結果
第2回大会   2018年・びわこ

 着順 枠番 選手名 支部 進入 ST タイム
 ① �① 中村 桃佳 香川 1 12 1.48.9
 ② ❸ 藤崎 小百合 福岡 3 20 1.50.5
 ③ ❷ 山川 美由紀 香川 2 13 1.51.8
 ④ �⑤ 水野 望美 愛知 5 35
 ⑤ ❹ 細川 裕子 愛知 4 35
 ⑥ ❻ 長嶋 万記 静岡 6 38
▶2連単  �①－❸  720円（3番人気）
▶3連単  �①－❸－❷  2,160円（9番人気）
▶決まり手＝逃げ

第1回大会   2017年・宮　島
 着順 枠番 選手名 支部 進入 ST タイム
 ① �① 山川 美由紀 香川 1 09 1.48.6
 ② ❸ 海野 ゆかり 広島 3 14 1.50.4
 ③ ❷ 松本 晶恵 群馬 2 12 1.51.4
 ④ �⑤ 今井 美亜 福井 5 26
 ⑤ ❹ 細川 裕子 愛知 4 30
 ⑥ ❻ 香川 素子 滋賀 6 28
▶2連単  �①－❸  390円（1番人気）
▶3連単  �①－❸－❷  900円（2番人気）
▶決まり手＝逃げ

最優秀新人大山がファンのハートを鷲づかみ♥
小野、長嶋、守屋、寺田らトップ級が揃い、Ｖ争いは激戦模様！

N

101m
展示ピット

本番ピット

スタンド

65m 59m 43m

92m

第1ターン
マーク

第2ターン
マーク

大型映像 オッズ・確定盤

69m

150m
150m

106m
96m

最近6ヵ月 進入コース別成績（2018年7月1日〜2019年1月24日／1,391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 7.96 56.6% 15.7% 8.5% 0.16 741回 0回 0回 0回 38回 3回

2コース 5.74 14.4% 26.9% 17.4% 0.17 0回 34回 0回 135回 29回 2回

3コース 5.27 10.8% 19.4% 22.7% 0.17 0回 48回 60回 23回 17回 2回

4コース 5.14 10.7% 18.6% 21.8% 0.16 0回 59回 41回 36回 10回 2回

5コース 4.28 6.2% 13.2% 17.4% 0.16 0回 18回 53回 5回 8回 1回

6コース 3.10 1.9% 6.6% 12.8% 0.17 0回 6回 14回 3回 1回 2回

the DATA
開催期間中の潮汐表

開催日 潮 満潮 干潮
3月5日㊋ 大潮 11：16 17：25
3月6日㊌ 大潮 11：41 17：49
3月7日㊍ 大潮 12：04 18：13
3月8日㊎ 大潮 12：26 18：38
3月9日㊏ 中潮 12：47 19：04
3月10日㊐ 中潮 13：10 19：31

●1月11日より新モーターを使用しています。　●3月5日より新ボートを使用します。　●児島はチルト3度まで使用できます。


