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Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

当地ドル箱・吉川の同一ＳＧ3連覇に注目！
　今大会最大の注目は吉川元浩（兵庫）だ。19年の
戸田、20年の平和島に続くクラシック3連覇の大偉
業が懸かる。同一ＳＧ2連覇は吉川を含め過去に14

名いるが、3連覇はいまだに達成者ゼロ。
　難攻不落の記録だが、吉川は現在、当地で18年の65周年、19年のオールス
ター、20年の67周年と3連続Ｖを特別戦でやってのける離れ業を展開中。
「こんなに相性の良いレース場は他にない」というドル箱水面なら、史上初
の同一ＳＧ3連覇、そして同一レース場特別戦4連続Ｖの快挙をダブルで成
し遂げる可能性は十分だ。

峰がクラシックＶで最多獲得賞金更新へ！
　ただ、記録的な注目は吉川だが、主役は峰竜太
（佐賀）で間違いない。昨年は史上初の5冠王（ＭＶ
Ｐ、最多獲得賞金、最多勝利、最高勝率、記者大賞）
に輝き、現役最強の名を欲しいままにしたが、今年はこの内容のアップデー
トが求められる。ターゲットは昨年、艇王・植木通彦の記録にあと一歩に迫
った最多獲得賞金の更新。峰は特別戦Ｖ20（21年2月14日現在）だが、その
うちＶ11が7月以降の下半期とややスロースターターの傾向。1〜3月の優
勝が5回と少ないだけに、ここを改善できれば夢の“3億円”超えも。前年の
グランプリ覇者が翌年のクラシックを制したことは一度もないというジンク

スも打ち破りたい。

絶好調の地元・西山がＳＧＶへ意欲！
　クラシックの出場者は、優先出場組（グランプリのファイナルリスト、前
年度覇者）、ＳＧ・ＧⅠ・ＧⅡ優勝組、一般戦の優勝回数組の3つに分かれ
るが、2000年以降のウイナーを分類すると、優先出場組が6名、特別戦組が
10名、一般戦組が4名。昭和の時代は“番狂わせ”が起きやすいＳＧだった
が、近年は優先出場組、特別戦組が圧倒的な強さを誇っている。となればこ

の優先出場組である西山貴浩（福岡）、特別戦組で
ある篠崎仁志（福岡）、瓜生正義（福岡）、岡崎恭裕
（福岡）の地元勢に期待したいところ。当地ＳＧＶ3

の瓜生、現役最多の当地Ｖ13を誇る篠崎はもちろんだが、近況の勢いなら既
にＧⅠを制している西山が上。昨年のグランプリでのファイナル進出で、
「意識が変わった」というのは本物。ＳＧ初Ｖの機運はこれ以上なく高まっ
ている。

上野＆岩瀬が“番狂わせ”を起こす！？
　近年優勝が遠ざかっている一般戦組とはいえ、今
回は侮れない。一般戦組からの優勝者の特徴は、選
考順位の最上位が多いということ。今回で言えば昨
年Ｖ8の上野真之介（佐賀）と岩瀬裕亮（愛知）が該当する。上野は昨年ＳＧ
初優出、岩瀬も養成所時代から評判の大器とあって、第47回大会を制した馬
袋義則以来の“番狂わせ”を起こすなら彼らだろう。

総展望　森　　大輔�●『西日本スポーツ』 史上初の“同一ＳＧ3連覇”へと  突き進む、吉川元浩を止められるか！？

1号艇 3号艇 4号艇2号艇 5号艇 6号艇

Ａ1	
佐賀	
35歳

Ａ1	
群馬	
37歳

Ａ1	
山口	
42歳

Ａ1	
静岡	
32歳

Ａ1	
兵庫	
48歳

Ａ1	
福岡	
33歳

� 3月� 尼　崎� ＧⅠ・周年記念� 優勝
� 4月� 下　関� ＧⅠ・周年記念� 4着
� 4月� 蒲　郡� ＧⅠ・周年記念� 転覆
�5月� 芦　屋� ＧⅠ・周年記念� 優勝
� 6月� 大　村� ＧⅠ・周年記念� 2着
� 6月� 宮　島� ＳＧ・グラチャン� 4着
� 7月� 三　国� ＧⅡ・ＢＲ甲子園� 優勝

� 7月� 鳴　門� ＳＧ・オーシャンＣ� 優勝
� 9月� 宮　島� ＧⅠ・周年記念� 3着
� 9月� 児　島� ＧⅠ・周年記念� 2着
�10月� 丸　亀� ＧⅠ・周年記念� 優勝
�12月� 平和島� ＳＧ・グランプリ� 優勝
�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝8回

�2月� 多摩川� ＧⅠ・周年記念� 2着
� 4月� 多摩川� ＧⅠ・周年記念� 優勝
� 5月� 住之江� ＳＧ・オールスター� 3着
� 9月� 徳　山� ＧⅠ・ダイヤモンドＣ� 6着
�10月� 大　村� ＳＧ・ダービー� 2着
�10月� 桐　生� ＧⅠ・周年記念� 優勝

�11月� 福　岡� ＧⅠ・周年記念� 6着
�11月� 蒲　郡� ＳＧ・チャレンジＣ� 優勝
�12月� 若　松� ＰＧⅠ・ＢＢＣＴ� 6着
�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝2回

�1月� 徳　山� ＧⅠ・周年記念� 優勝
� 8月� 下　関� ＳＧ・メモリアル� 優勝
�11月� 福　岡� ＧⅠ・周年記念� 4着
�12月� 若　松� ＰＧⅠ・ＢＢＣＴ� 優勝

�12月� 平和島� ＳＧ・グランプリ� 2着
�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝4回

�1月� 浜名湖� ＧⅠ・周年記念� 優勝
�10月� 大　村� ＳＧ・ダービー� 優勝

�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝4回 �1月� 若　松� ＧⅠ・ダイヤモンドＣ� 3着
� 2月� 下　関� ＧⅠ・周年記念� 2着
� 3月� 平和島� ＳＧ・クラシック� 優勝
� 7月� 三　国� ＧⅡ・ＢＲ甲子園� 2着
� 8月� 下　関� ＳＧ・メモリアル� 5着

� 9月� 住之江� ＧⅠ・高松宮記念� 6着
� 9月� 児　島� ＧⅠ・周年記念� 4着
�11月� 福　岡� ＧⅠ・周年記念� 優勝
�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝1回

�3月� 大　村� ＧⅡ・誕生祭� 6着
� 5月� 住之江� ＳＧ・オールスター� 優勝
� 7月� 尼　崎� ＧⅡ・ＭＢ大賞� 優勝
� 7月� 大　村� ＧⅡ・誕生祭� 優勝
�10月� 平和島� ＧⅠ・周年記念� 6着

�11月� 桐　生� ＧⅠ・周年記念� 6着
�11月� 蒲　郡� ＳＧ・チャレンジＣ� 5着
�その他（ＧⅢ・一般競走）� 優勝3回

　2度目の賞金王に輝い
た昨年グランプリ優勝戦
は狭い水面、深い進入、
向い風とイン逆境の中、
コンマ01の極限スタートで逃げ切った。「最優秀」
「最多賞金獲得」「最高勝率」「最多勝利」「記者大賞」
の5冠は史上初の快挙。

　昨年は得意の夏場にエ
ンジンがかからずＧＰ出
場も不安視されたが、10
月以降に大村ダービー準
優勝、桐生周年と蒲郡チャレンジＣ優勝と巻き返
し、トライアル2nd1枠を確保。今年も頂点を目指
しＳＧ戦線を戦い抜く。

　1月徳山周年、8月下
関メモリアル、12月若松
ＢＢＣＴを優勝し、ＧＰ
準優勝と昨年はコンスタ
ントに活躍した。自身2度のＳＧ制覇はともに準完
全Ｖ。現状を打破する思い切った整備力があり、勢
いに乗ったら止まらない。

　大村ダービーでＳＧ初
優出初優勝を飾り、現役
レーサーでは最も登録番
号の若いＳＧウイナーと
なった。昨年1月には自身2度目の浜名湖周年Ｖも
あり、ＧＰのトライアル2ｎｄ発進を経験。スター
への階段を着実に上る。

　今大会は戸田、平和島
と連続Ｖ中で相性抜群で
ある。前回大会は予選4
位通過から優勝戦の1号
艇をゲット。準優では2コースから目の覚めるよう
な捲りで快勝し、流れを引き寄せた。前人未踏の同
一ＳＧ3連覇に挑戦する。

　住之江オールスターで
歓喜のＳＧ初優勝。ＳＧ
2冠の兄・元志と49年ぶ
り史上2組目の兄弟ＳＧ
覇者となった。昨夏には尼崎、大村でＧⅡ連続Ｖも
達成。昨年逃したＧＰファイナルへ、地元開催の�
ＳＧ開幕戦で勢いをつける。

ＳＧグランプリ・オーシャンＣ優勝 ＳＧチャレンジＣ優勝ＳＧメモリアル優勝 ＳＧダービー優勝 ＳＧクラシック優勝 ＳＧオールスター優勝

4320	 みね		りゅうた

峰	 竜太
4238	 ぶすじま		まこと

毒島	 誠
3942	 てらだ		しょう

寺田	 祥
4524	 ふかや		ともひろ

深谷	 知博
3854	 よしかわ		もとひろ

吉川	 元浩
4477	 しのざき		ひとし

篠崎	 仁志

デビュー16年半で通算1400勝を超えているが、初勝利は3
節目の当地だった。大外捲り1着で3連単は3番人気の
1940円。当時からファンの期待が集まっていた。当地ＳＧ
は3優出で「2・2・3」着。次こそは優勝をつかむ。

一般戦では6コースからの優勝もある当地は、ＧⅠで3年
連続優出中と抜群の安定感を誇る。直近2年は準優でセン
ターから0台スタートと、勝負所ではもう一つ上のギヤ
に。艇界屈指の旋回テクニックでうねり攻略。

07年の当地ＧＰを知る1人で、優出こそ逃すも順位決定戦
の1号艇をしっかり押し切っている。09年のオールスター
は上位で予選突破し、前回の67周年は3連勝から予選1位
通過の実績を残す。当地初Ｖを大舞台で決める。

11年の当地初参戦から通算5節と実績はまだ少ない。16年
の周年は予選敗退も、初日イン戦を押し切り5度の舟券絡
み。一般戦は4節すべて優出と苦手意識はなさそう。ダー
ビー王の誇りを胸に、当地の新たな実績を作る。

当地は07年ＧＰでＳＧ初制覇の快挙を達成したメモリアル
水面だ。トライアルで見せた6コースからの豪快な捲りは
鮮烈だった。近年も65周年、19年オールスター、67周年と
3連覇中。調整が合う当地実績は地元勢を凌ぐ。

当地で07年にレーサーの一歩を踏み出し、10年の新鋭リー
グで初優勝、13年のオールスターでＳＧ初出場と節目を刻
む。60周年を含めて当地13優勝は現役ナンバー1で、うね
り対策にも自信。純地元でのＳＧ獲得は悲願だ。

福岡実績 福岡実績 福岡実績 福岡実績 福岡実績 福岡実績

2020年優勝回数� 14回

2020年優勝回数� 7回

2020年優勝回数� 5回 2020年優勝回数� 3回

2020年優勝回数� 6回

2020年優勝回数� 8回


