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4537	 わたなべ		かずまさ

渡邉	 和将
Ａ1・岡山・31歳

4172	 もりさだ		こうじ

森定	 晃史
Ａ1・岡山・39歳

4932	 しんかい		わたる

新開	 航
Ａ1・福岡・25歳

4437	 なかた		げんた

中田	 元泰
Ａ1・香川・35歳

3780	 うおたに		ともゆき

魚谷	 智之
Ａ1・兵庫・45歳

4713	 しらが		ゆう

白神	 優
Ａ1・岡山・31歳

4308	 かわむら		りょう

河村	 了
Ａ1・愛知・37歳

4579	 なかじま		けんいちろう

中嶋	健一郎
Ａ1・三重・32歳

4278	 ふじおか		しゅんすけ

藤岡	 俊介
Ａ1・兵庫・38歳

4030	 もりたか		かずま

森高	 一真
Ａ1・香川・43歳

4798	 はまさき		まさのり

浜先	 真範
Ａ1・広島・28歳

4352	 しもじょう		ゆうたろう

下條	雄太郎
Ａ1・長崎・35歳

3499	 いちかわ		てつや

市川	 哲也
Ａ1・広島・53歳

4561	 ふじやま		しょうた

藤山	 翔大
Ａ1・大阪・30歳

4239	 たけだ		たつや

竹田	 辰也
Ａ1・山口・37歳

4959	 いのうえ		ただまさ

井上	 忠政
Ａ1・大阪・25歳

4460	 ごとう		しょうし

後藤	 翔之
Ａ1・東京・35歳

4477	 しのざき		ひとし

篠崎	 仁志
Ａ1・福岡・33歳

3978	 さいとう		じん

齊藤	 仁
Ａ1・東京・44歳

4757	 やまだ		ゆうや

山田	 祐也
Ａ1・徳島・32歳

4324	 うんの		こうしろう

海野	康志郎
Ａ1・山口・33歳

3744	 とくます		ひでき

徳増	 秀樹
Ａ1・静岡・46歳

4643	 おおみ		しょうご

近江	 翔吾
Ａ1・香川・28歳

4295	 こさか		なおや

小坂	 尚哉
Ａ1・兵庫・35歳

4042	 まるおか		まさのり

丸岡	 正典
Ａ1・大阪・42歳

4808	 まつお		ひろむ

松尾	 拓
Ａ1・三重・33歳

4361	 やぎゅう		たいじ

柳生	 泰二
Ａ1・山口・36歳

3557	 おおた		かずみ

太田	 和美
Ａ1・大阪・48歳

4573	 さとう		つばさ

佐藤	 翼
Ａ1・埼玉・33歳

4269	 すぎやま		ひろなり

杉山	 裕也
Ａ1・愛知・36歳

4505	 しまだ		けんと

島田	 賢人
Ａ1・埼玉・33歳

3984	 さかぐち		めぐる

坂口	 周
Ａ1・三重・43歳

4013	 なかじま		こうへい

中島　孝平
Ａ1・福井・41歳

4762	 ふじわら		けいしろう

藤原	啓史朗
Ａ1・岡山・31歳

4350	 しのざき		もとし

篠崎	 元志
Ａ1・福岡・35歳

4685	 しまむら		たかよし

島村	 隆幸
Ａ1・徳島・30歳

4305	 かねこ		たくや

金子	 拓矢
Ａ1・群馬・38歳

4166	 よしだ		かくろう

吉田	 拡郎
Ａ1・岡山・39歳

4886	 いるみ		けい

入海	 馨
Ａ1・岡山・25歳

4370	 やまぐち		たつや

山口	 達也
Ａ1・岡山・35歳

さらなるステップアップ
へ気迫の攻めに出る。

好展開を逃さないだけの
旋回力はあり要警戒。

当地出場は少ないが2連
続優出中と相性上々。

前回は5コースから鮮や
かな捲り差しで優勝。

大外でも3連率70％超と
枠不問で上位着獲り。

特別戦でも活躍できるだ
けの実力は十分ある。

優出の7月蒲郡は準優6
コースから白星奪取。

1着は内枠に集中するが
外枠でも舟券に貢献。

記念戦線でも持ち味をフ
ル発揮して捲り一撃。

近年の特別戦は不本意な
走りだが地力は確か。

差し中心の手堅い立ち回
りで連下を確保する。

周回展示でスムーズなら
アウトでも突破する。

期始めにＦを抱えたが、
その後は優出の連続。

伸び足重視の調整が特別
戦で通用するか注目。

自力捲りは少ないが展開
をとらえて上位進出。

若手屈指の旋回スピード
で波乱を巻き起こす。

長欠明け4戦目ならレー
ス勘にも不安はない。

強さ見せつけ8月当地と
芦屋お盆戦で連続Ｖ。

一般戦ながら当地3連続
優出中で優勝も1回。

7月三国ＧⅡを含めて年
間Ｖ5は自身最多だ。

重量ハンデはあるものの
旋回力には自信あり。

インはもちろん高勝率の
4コースに要注目だ。

スピードあふれる走りで
上位相手に金星狙う。

ＧⅠはスポット参戦で常
にチャレンジャーだ。

攻めの姿勢は変わらずも
近況は捲り差し増加。

今年はＳＧに3度出場し
て実績を積み重ねる。

2年連続で自身最多タイ
の年間Ｖ3をマーク。

7月びわこを王道レース
で制してリズム上昇。

捲りも捲り差しも威力が
あり自在に立ち回る。

4月宮島ＤＣは粘り強い
レースで優出果たす。

上位着は奇数コースが多
く特に3コース魅力。

捲り中心のパワー戦で上
位争いに食らいつく。

当地未制覇も全グレード
で優出あり今度こそ。

地元ＧⅠ初出場の前回大
会は初日に1着獲り。

芦屋オーシャンＣでは地
元の意地を見せ優出。

年々決め手に磨きをかけ
て1着率も上昇中。

ＧⅠ初Ｖを決めた3年前
の力強さを取り戻す。

近況リズムはひと息も地
元水面で奮起に期待。

3コースの攻めに迫力が
あり1着率は40％超。

ムラも目立つが一発の破
壊力があり警戒必要。
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2021年獲得賞金ベスト50（8月29日・蒲郡メモリアル終了日現在。 はＧⅠ児島キングカップ出場選手）
順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
① 4320 峰　　竜太 佐賀 102,770,000円
② 3779 原田　幸哉 長崎 98,226,266円
③ 3590 濱野谷憲吾 東京 95,488,928円
④ 3897 白井　英治 山口 73,031,000円
⑤ 4168 石野　貴之 大阪 70,266,000円
⑥ 3573 前本　泰和 広島 67,485,000円
⑦ 4337 平本　真之 愛知 65,567,640円
⑧ 4444 桐生　順平 埼玉 63,774,666円
⑨ 4686 丸野　一樹 滋賀 60,009,000円
⑩ 4477 篠崎　仁志 福岡 57,989,000円
⑪ 4262 馬場　貴也 滋賀 57,894,175円
⑫ 3960 菊地　孝平 静岡 56,173,000円
⑬ 4044 湯川　浩司 大阪 51,978,000円
⑭ 4344 新田　雄史 三重 51,585,000円
⑮ 3783 瓜生　正義 福岡 51,511,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
⑯ 4371 西山　貴浩 福岡 49,442,532円
⑰ 4238 毒島　　誠 群馬 47,747,481円
⑱ 3959 坪井　康晴 静岡 47,153,000円
⑲ 4013 中島　孝平 福井 46,320,000円
⑳ 3941 池田　浩二 愛知 45,650,840円
� 4350 篠崎　元志 福岡 45,386,999円
� 4028 田村　隆信 徳島 44,021,000円
� 3744 徳増　秀樹 静岡 42,747,000円
� 4586 磯部　　誠 愛知 42,548,000円
� 4290 稲田　浩二 兵庫 42,117,066円
� 3942 寺田　　祥 山口 41,918,509円
� 4503 上野真之介 佐賀 41,120,000円
� 3557 太田　和美 大阪 40,695,000円
� 4573 佐藤　　翼 埼玉 40,569,666円
� 4074 柳沢　　一 愛知 40,495,000円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 3854 吉川　元浩 兵庫 39,194,066円
� 3388 今垣光太郎 福井 38,735,000円
� 4502 遠藤　エミ 滋賀 38,645,000円
� 4075 中野　次郎 東京 38,383,000円
� 3415 松井　　繁 大阪 38,134,000円
� 4504 前田　将太 福岡 37,938,266円
� 4205 山口　　剛 広島 35,364,000円
� 4831 羽野　直也 福岡 35,317,266円
� 4052 興津　　藍 徳島 35,293,000円
� 3721 守田　俊介 滋賀 35,085,666円
� 4604 岩瀬　裕亮 愛知 34,412,000円
� 4418 茅原　悠紀 岡山 34,134,000円
� 4450 平高　奈菜 香川 33,982,000円
� 4757 山田　祐也 徳島 33,875,000円
� 4787 椎名　　豊 群馬 33,677,266円

順位 登録番号 選手名 支部 獲得賞金額
� 3780 魚谷　智之 兵庫 33,570,066円
� 3623 深川　真二 佐賀 33,279,000円
� 4061 萩原　秀人 福井 33,240,000円
� 3719 辻　　栄蔵 広島 33,005,666円
� 4760 山崎　　郡 大阪 32,742,000円

 「前期は勝率7点台が残せました。岡
山支部で2番目の勝率というのはたま
たまですけど、11月に結婚して、良い
ほうに向いたのかもしれません。その
期にしっかりと結果が出せたのは、強
い気持ちで行けていたんでしょうね。
　エンジンもそれなりに良いのが引け
たし、調整も良いほうに行っていた。
初のＡ1級にもなれました。全てが良

いほうに向いた感じです。これからは
記念に行きながらも、Ａ1級はキープ
して行きたいです。
　今までＧⅠに行ったことはありませ
ん。9月に宮島周年と徳山ヤングダー

ビーが入っているので、この児島周年
が3回目のＧⅠになります。児島では
調整があまり合わないので、そこは課
題ですね。空回りしないように、冷静
に行けたらと思います。児島周年まで
にＧⅠ水神祭を挙げられなかったら、
児島で水神祭を目指します。
　地元の周年で結果を出して
ＳＧに出られるように、これ
からは上のランクで走れるよ
うに頑張ります」

地元周年で結果を出して、上のランクで走りたい!!

着順
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着

優 勝 戦 10,000 4,200 3,100 2,200 1,800 1,500
特別選抜Ａ戦 1,080 760 560 450 400 370
特別選抜Ｂ戦 750 500 400 330 290 260
準 優 勝 戦 320 240 190 160 135 110
ドリーム戦 320 240 190 160 135 110
予選・一般戦 165 133 102 80 70 60
●	優勝戦1着賞金には、BOAT	RACE振興会会長賞
の副賞金100万円を含む。

選手賞金	 （単位：千円）

●病気などにより出場予定選手が変更になる場合があります。

出場予定選手 プロフィール
［選手登録番号順・ドリーム戦出場選手を除く］

初の地元周年出場！
4886	入海　　馨（岡山）

登録番号

選手名
級別・支部・年齢（初日現在）

全国 			2021年2月1日〜2021年8月
19日／最近6ヵ月

児島 			2018年8月1日〜2021年8月
19日／最近3年

選手データの見方


