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オフィシャルパンフレット

2コース差し、3コース捲り、4コース差し…といった王道パターンが多い。
　モーターは4月に使用開始となり約5ヵ月。好不調の波があるモーターも
あるが、基本的に調子が良いモーターはずっと良いままで、素性も固まり
つつある。
　まずは優勝2回と実績上位の�。ここまで使用した全員が「すごく良
い」と話した超抜機だ。夏場以降もその勢いに衰えはなく底力がある。

�も白井英治がＧＷシリーズで優勝して以降、ずっと好調。�は島川
光男が優勝したほか、準Ｖが2回と安定感がある。スリット付近、ターン
回りの気配が良く、実戦向きに仕上がる傾向だ。
　注目は�。5月の68周年で魚谷智之が使用して準Ｖ。その後も節イチ
パワーを誇ったシリーズもある。安定感にこそ欠けるが、その破壊力は魅
力十分だ。

　スタートですか？　2節連続でフライングを
してしまったけど、他場よりは自信を持って踏
み込めるので、Ｆ持ちでも問題はありません。
　昨年は下関のフレッシュルーキーだったけ
ど、今年は徳山に選んでいただきました。施行
者さんからは「ヤングダービーに合わせて、走
る機会を増やしてあげたいから選んだ」と聞き
ました。凄く嬉しかったし、期待されているの
だ、と。力になります。

―徳山といえば、2月中国地区選でのオール
6コースが印象的です。

佐々木　最初から地区選は6コース1本で行く
つもりでした。自分では、ＧⅠ以上のレースは
6コースから水神祭（初1着）をすると決めてい
ます。
　6コースから勝つにはエンジンを出さないと
いけないし、走り方も重要です。準優勝戦には
進めなかったけど、ある程度の成績を残せたこ
とが自信になりましたし、いろいろと考える良
い機会になりました。そこから急激に成績を伸
ばすことができたのは、地区選での経験があっ
たからだと思います。

―ヤングダービーもＧⅠですが、全部6コー
スで？

佐々木　そのつもりです。ヤングダービーだけ
ではなくて、ＧⅠに関しては、今後1年は6コ
ースから行きます。自分が成長するために、今
ではなくて将来を見据えて走りたい。
　それ以上に重要だと思っているのは、話題性
です。ＧⅠを6コース1本で戦う選手っていな
いじゃないですか？　なかなか理解されないだ
ろうけど、周りがやってないことをやりたい
し、ここで結果を出すことができれば一気に成
長できると思っています。

―地元ヤングダービーへの意気込みを！

佐々木　優勝を狙っていくのはもちろんだけ
ど、今後の自分に繋がるレースがしたい。6コ
ースから勝って、全国のファンの方に「佐々木
完太」という名前をアピールしたいです！

山口屈指の強豪校出身者が 
野球からボートレースの道へ
―野球の強豪・早鞆高校のご出身ですが、な

ぜボートレーサーに？

佐々木　最初は大学に進学して、野球を続けよ
うと思っていました。ただ、高校3年間で身長
が伸びなくて…。そこでスパッと野球の道は諦
めて、自分に合う職業はないかな、と。そんな
時に、同級生からペアボートに誘われたことが
キッカケです。
　初めてボートに乗った時は怖かったけど、そ
れ以上に衝撃的だった。「自分の仕事はこれ
だ！」って思いました。
　やまと学校（現ボートレーサー養成所）での
生活、つらいと思ったことはないです。高校時
代は寮生活でテレビも漫画も見ら
れないし、携帯を扱うこともでき
なかった。やまと学校も合宿みた
いな感じでした。

― 120期でやまと学校に入学し、
勝率1位で卒業しました。

佐々木　結果を残してデビューし
たこともあって、デビュー当時は
何となく「やれるんだろうな」って
思っていました。完全に調子に乗
っていましたね（苦笑）。
　2019年に、同県同期の井本昌也が徳山フレ
ッシュルーキーに選ばれました。当時は「自分
より先に選ばれて悔しい」という思いもあった
けど、それは自分が結果を出せていなかっただ
け。まずは将来を見据えて、自分にできること

をしよう、と。
　それが外からのレー
スでした。

―イン全盛の時代に、外から…ですか？

佐々木　まずは、外からでも成績をまとめられ
る自信をつけたかった。結果が出るまでは外で
走ろうと決めていたので、同期や周りと比べて
枠を主張するのが遅かったです。それが今に繋
がっています。
　今年は目標だったＡ級に上がることができ
て、Ａ1級にも昇級できたので、ペースは悪く
ないと思います。まだ優勝ができていないの
で、近い目標は初優勝です。

道中で競ったら強い！ 
機力とスタート力が武器

―近況はさらに勝率を伸ばしています。

佐々木　最近は自信を持ってレース
に臨めています。師匠の吉村正明さ
んから「若手を引っ張っていけ」と
言われたことで、自覚も出てきまし
た。最初はプレッシャーを感じてキ
ツい時期もあったけど、最近はそれ
を受け止められるようになった。良
い緊張感の中で走ることができてい
ます。
　どこに行ってもエンジンが出るの
も、大きな要因だと思います。周り
の選手から「いつも（エンジンを）

出しているね」って言われることが多い。調整
に自信があるわけではないので、抽選運が良い
のかな。自分では、エンジンが出やすい体型に
救われていると思っています。
　スタートに関しても、成長できているのか

な。昔はメンタルが弱かったので、絶対に大丈
夫なスタートでも放ってしまうことが多かった
けど、今年に入ってからはスタートが全速で行
けるようになった。1マークの展開が見えやす
くなったことで、良い成績が獲れるようになっ
てきました。

―佐々木選手の得意なレースパターンは？

佐々木　道中の競り合いに自信を持っていま
す。1つでも上の着順を狙っているので、逆転
が多いと思う。レーススタイルに合わせて、舟
足の特徴も出足寄りにしています。まずは一番
大事な行き足を求めて、そこから手前に持って
くる感じです。行き足重視なので、展示タイム
やオリジナル展示が出ている時は、エンジンが
出ている証拠です。
　師匠譲り？　そうかもしれないですね。吉村
さんも道中追い上げで勝っていらっしゃいま
す。一番身近な選手なので、ずっとレースを見
てきましたし、目標にもしているので、自然と
同じスタイルになったのかも。吉村さんからも
「最後までしっかり走り切れ」と言われていま
す。

成長の可能性と話題性を求めて 
今後1年、ＧⅠは6コースから
―地元・徳山水面は得意？

佐々木　凄く乗りやすい水面ではあるけど、他
のレース場と違ってちょっと癖がある。水質が
柔らかい分、いつもとは乗り方を変える必要が
あるし、特に2マークはターンマークを振って
あるので、走り方が難しい。ただ、自分は走り
慣れている強みがあるし、レーススタイルとも
合っているので、そこは大きなアドバンテージ
になると思います。

　全国の若獅子たちが集結するＰＧⅠヤングーダービーが、9年ぶりに徳山
で開催される。地元で唯一人出場を決めた佐々木完太への期待は大きいが、
ＧⅠ初優勝ではなく、さらに先を見据えてオール6コースで走ると話す。
　「誰もやっていないことをやって『佐々木完太』という名前をアピールした
い」という野望を胸に、佐々木の快進撃が始まる！

佐々木完太  4980・山口6コース1本で
ヤングダービーを戦い抜く!!

注目レーサー the INTERVIEW

◆通算成績 

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 870回 9回 0回 27.1％ 45.1％
Ｇ　Ⅰ 11回 0回 0回 9.0％ 27.2％

◆全国成績（最近2節）
21年	 8月	 大　村	 タイトル	 ⑥①③③③②③①失（帰郷）
21年	 8月	 徳　山	 タイトル（お盆戦）	 ⑤3②③③③①③F⑥
◆徳山成績（最近2節）
21年	 8月	 タイトル（お盆戦）	 ⑤3②③③③①③F⑥
21年	 7月	 ルーキーＳ	 ①①Ⓕ6（帰郷）

（2021年8月21日現在）

ささき　かんた　
1996年5月29日生まれ。山口支部・120期。
2017年5月、徳山でデビュー。20年4月、下関・
タイトルで初優出。20年2月、下関・周年記念で
ＧⅠ初出場を果たす。同期には前田篤哉、井本昌
也らがいる。

当地得意＆近況好調な村上にＶ期待
　毎年、ニューヒーローの誕生に沸くＰＧⅠヤングダービー。今年は徳山で
初開催となる。実力接近の大激戦の大会だけに、序盤から勢いに乗った選手

が圧倒的に有利。そうなると調整面で有利となるの
は当地実績が高い選手だ。
　注目は村上遼（長崎）。ＧⅢウエスタンヤングに
続き、7月の当地ルーキーＳでＶと実績、勢いとも

抜群だ。近江翔吾（香川）も当地は4月にＶ。そのシリーズ準Ｖだった井上
一輝（大阪）は、7月のルーキーＳでも優出。ともに当地を得意にしている。
　選出勝率ナンバーワンの上田龍星（大阪）、2位の上條暢嵩（大阪）の大阪

コンビも堂々と主役を張る。上田は約1年当地出走
はないが、昨年のルーキーＳ準Ｖなど苦手意識はな
い。念願のＧⅠタイトルへ猛アタックだ。上條は今
年既に2節、当地を走っていて、うち準Ｖが1回と

水面相性も良く期待は高まる。
　羽野直也（福岡）、仲谷颯仁（福岡）の福岡コンビ
も大暴れ候補。地元で孤軍奮闘の佐々木完太（山
口）も見せ場を作る。

使用者全員◎評価の�がエース候補
　徳山は全国有数のイン有利な場で、過去1年間の1コース1着率は60％を
超える。イン逃げが10本以上決まる日も多い。レース傾向はインが逃げて、

渕上　　知	●『日刊スポーツ』

ヤングダービーは序盤好成績の選手が優勝戦まで突っ走る！！を読む

モーター2連率ベスト10（2021年4月・使用開始〜8月18日）

順位 モーター
番号 2連率 勝率

① � 55.0％ 7.01
② � 50.0％ 6.55
③ � 47.7％ 5.91
④ � 47.0％ 6.08
⑤ � 46.0％ 5.86

順位 モーター
番号 2連率 勝率

⑥ � 44.9％ 6.27
⑦ � 44.6％ 5.40
⑧ � 43.2％ 6.25
⑨ � 40.7％ 5.71
⑩ � 40.6％ 5.60

●徳山はチルト2度まで使用できます。

開催日 潮 満　潮 干　潮

9月21日㊋ 大潮 9：09 15：05
22日㊌ 大潮 9：43 15：37
23日㊍ 大潮 10：15 16：06
24日㊎ 中潮 10：46 16：34
25日㊏ 中潮 11：18 17：02
26日㊐ 中潮 11：52 17：31

開催期間中の潮汐表 最近6ヵ月  進入コース別成績（2021年2月1日〜7月31日／1,128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 8.57 63.8% 16.5% 7.0% 0.15 761回 - - - 31回 1回
2コース 5.78 12.1% 28.2% 19.9% 0.17 - 32回 - 105回 11回 2回
3コース 5.43 9.2% 23.2% 22.7% 0.16 - 51回 42回 14回 8回 0回
4コース 4.89 8.4% 16.7% 20.2% 0.16 - 43回 30回 21回 9回 2回
5コース 4.10 5.3% 10.8% 17.9% 0.16 - 12回 35回 4回 15回 0回
6コース 3.06 1.5% 5.0% 12.5% 0.18 - 6回 6回 0回 6回 1回


