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第32回大会 唐　津  優勝戦

2022年6月26日日 第12レース

深川　同期が辞めると言われたら、やっぱり寂
しくはなりますね。性格は真逆やけん、話すよ
うになったのはここ5年くらい…、10年にはな
らないかも。4月戸田の帰りに「何てことして
くれたんだ（笑）」と電話した。ゆっくり休めと
言いました。
渡辺　最後に地元グラチャンへの意気込みを。
深川　佐賀は上手な子はいっぱいいますけど、
今回出場するのは僕だけなので、皆の気持ちだ
けもらって頑張ろうかなと思います。ファンの
人もわかってると思うんで、いつも通りに、い
つも通りのレースをしようと思います。

外コースに行かないから、 
行き足と掛かりが大事

渡辺　ボートレース
からつでＳＧが開催
されるのは2010年の
第13回チャレンジカ
ップ以来、12年ぶり
です。地元から唯1
人の出場ですが、い
つもより気持ちが入
っていますか？

深川　気負い？　俺はそういうのがないんよ
ね。うん、いつも通りです。いつでもどこでも
一緒。
渡辺　地元・唐津のＳＧ出場は03年のＭＢ記念
（メモリアル）以来です。
深川　29歳の時やったんや。「走ったような気
がするな」っていうくらい（笑）。成績が悪かっ
た印象は残ってるけど…（着順は⑤④⑤④③④
⑤③④着）。
渡辺　地元グラチャンへ向けての準備はいかが
でしょうか？
深川　ＧＷ開催でプロペラ調整を試したり、準
備はそれくらいです。今は良いモーターを引け
るかどうかが大きいです。
　外のコースに出ることはないので、調整は行
き足を良くしないといけないと思っています。

行き足と掛かりが重要。もちろん、深い進入で
も持つように、というのが大前提です。
渡辺　数年前までは4コースのダッシュもあり
ましたよね？
深川　やっていましたけどね。でも、やっぱり
ダッシュは難しい。今は、基本的に全部スロー
ですね。何コースになっても、スローにしてい
ます。
渡辺　平和島でダービーを勝った時は、調整力
の勝利でもありました。
深川　調整もそうだし、6号艇で2コースを取
れたことも大きかった。本番は気圧が変わりそ

うで、そこまで全部考えてプロペラを叩いた。
それが決まって良かったなと思います。

追い風の日が多い唐津は 
スタートが難しい

渡辺　深川さんから見て、唐津の水面イメージ
はどのようなものですか？
深川　やっぱり追い風の日のほうが多いから、
スタートは難しいという感じはしますね。唐津
は水面からスタンドが遠いけど、ファンの人が
叫んでいる声はたまに聞こえる。「おっ、なん
か叫びよるなー」と（笑）。熱い人がいるみたい
やね。
渡辺　待機行動時間も他のレース場（1分40秒）
より長く、1分50秒です。
深川　それはやっぱり影響しますね。前づけに
行くと深くなりますから。他のレース場に慣れ
ている人は影響が出るでしょう。
　自分はどのくらいから進入したら、どの程度
流れるかがわかるので、地元のアドバンテージ
はあると思います。

佐賀支部選手の気持ちを 
もらって頑張りたい

渡辺　4月に同期の山崎智也さん（3622・群
馬）が引退されました。

3623 深川　真二（佐賀）

「気負わず、いつも通りスローから、いつも通  りのレースをします」

ＳＧ成績（2021年5月〜2022年3月）
5月 若　松 オールスター ③⑤②⑥③③⑥②④
7月 芦　屋 オーシャンＣ ④④⑤⑤②④⑤⑥⑤
8月 蒲　郡 メモリアル ③④③②④④⑥③

ＳＧ成績（2021年5月〜2022年3月）
5月 若　松 オールスター ⑤③⑤⑤③③失④③
6月 児　島 グラチャン ⑥①③⑥⑥⑤②⑤
7月 芦　屋 オーシャンＣ ③⑥③③⑤④⑥②②
8月 蒲　郡 メモリアル ④③④⑥①②④④④
12月 住之江 ＧＰシリーズ ⑥③③③⑥⑥④①
3月 大　村 クラシック 失⑤②⑥③⑤③⑥

ＳＧ成績（2021年5月〜2022年3月）
5月 若　松 オールスター 失③⑥①②⑤③⑥⑤
7月 芦　屋 オーシャンＣ ①④①②④⑤3①失
8月 蒲　郡 メモリアル ⑥⑤⑤④②③②②
3月 大　村 クラシック ④③⑤⑥⑥④⑥④

ＳＧ成績（2021年5月〜2022年3月）
7月 芦　屋 オーシャンＣ ②⑤⑥④①⑥⑤③⑤
10月 平和島 ダービー ①⑥④⑥⑤②①⑤④
12月 住之江 ＧＰシリーズ ②⑤⑤失⑥⑥⑤①
3月 大　村 クラシック ①③①①③②1❶

グラチャン史上最多の4名参戦！　女子レーサー the コメント
回 開催年 開催場 優勝者

第1回 1991年 住之江 西田　　靖
第2回 1992年 蒲　郡 中道　善博
第3回 1993年 住之江 安岐　真人
第4回 1994年 住之江 三角　哲男
第5回 1995年 桐　生 野中　和夫
第6回 1996年 多摩川 高山　秀則
第7回 1997年 尼　崎 市川　哲也
第8回 1998年 宮　島 上瀧　和則
第9回 1999年 唐　津 大嶋　一也
第10回 2000年 下　関 西島　義則
第11回 2001年 唐　津 植木　通彦

回 開催年 開催場 優勝者
第12回 2002年 宮　島 今垣光太郎
第13回 2003年 丸　亀 池田　浩二
第14回 2004年 浜名湖 原田　幸哉
第15回 2005年 下　関 山本　浩次
第16回 2006年 浜名湖 坪井　康晴
第17回 2007年 戸　田 湯川　浩司
第18回 2008年 芦　屋 湯川　浩司
第19回 2009年 戸　田 今垣光太郎
第20回 2010年 大　村 湯川　浩司
第21回 2011年 児　島 瓜生　正義
第22回 2012年 芦　屋 太田　和美

回 開催年 開催場 優勝者
第23回 2013年 常　滑 太田　和美
第24回 2014年 浜名湖 菊地　孝平
第25回 2015年 宮　島 山崎　智也
第26回 2016年 蒲　郡 山崎　智也
第27回 2017年 鳴　門 石野　貴之
第28回 2018年 徳　山 白井　英治
第29回 2019年 多摩川 柳沢　　一
第30回 2020年 宮　島 徳増　秀樹
第31回 2021年 児　島 前本　泰和

ＳＧグランドチャンピオン　歴代優勝者

◆通算成績 

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 6,476回 303回 103回 54.9％ 69.8％
Ｓ　Ｇ 672回 7回 2回 31.5％ 46.5％
Ｇ　Ⅰ 1,538回 24回 4回 38.8％ 56.8％

◆全国成績（最近2節）
22年	 5月	 宮　島	 ＳＧ・オールスター	 ④⑥⑤⑥⑥①⑥⑥
22年	 5月	 鳴　門	 ＧⅠ・周年	 ④③⑥③②②②①③
◆唐津成績（最近2節）
22年	 4月	 タイトル（ＧＷ戦）	 ③1②②①②①②2❺
22年	 3月	 ＧⅠ・周年	 ④失（帰郷）

（2022年5月29日現在）

ふかがわ　しんじ
1974年6月6日生まれ。佐賀支部・71期。
1992年11月、唐津でデビュー。96年4月、丸亀・
タイトルで初優勝。2009年6月、唐津・ＭＢ大賞
でＧⅠ初優勝。17年10月、平和島・ダービーで
ＳＧ初優勝。同期には馬袋義則、海野ゆかりらが
いる。平和島 ＳＧ第64回ボートレースダービー 

優勝戦
（2017年10月29日・第12レース）

 着順 枠番 選手名 支部 進入 ST タイム
① ❻ 深川 真二 （佐賀） 2 14 1.48.6
 ② ① 魚谷 智之 （兵庫） 1 15 1.49.6
 ③ ❷ 白井 英治 （山口） 3 17 1.52.6
④ ❸ 峰 竜太 （佐賀） 4 20
⑤ �⑤ 前本 泰和 （広島） 5 19
⑥ ❹ 今垣 光太郎 （福井） 6 49
▶2連単  ❻－①  8,850円（24番人気）
▶3連単  ❻－①－❷  27,170円（80番人気）
▶決まり手＝差し

調子を上げるキッカケをつかみたい
4387		平山　智加（香川）

ボートの神様が降りてこないかな？
4450		平高　奈菜（香川）

目の前の一走を大事に、丁寧に走る
4482		守屋　美穂（岡山）

常に上の舞台で勝つ選手になりたい
4502		遠藤　エミ（滋賀）

　調子が良かったのは年頭だけ。2月
からは完全に調子が悪くなって、転覆
や落水が続いて、恐怖心が凄くあっ
た。エンジンも全然出せなくて…今は
自信が全くない状態です。デビュー17

年目ですが唐津は10回も走っていません。プロペラも
わからない。良いエンジンを引けたら別ですけど、ゼ
ロからなので。
グラチャン出場は本当にありがたいです。上の人と
は走りも考え方も違うので学ぶことだらけ。これから
もＳＧは続くので、何かキッカ
ケをつかみたいですね。

　今年は調子が良くない割りに勝率を
持っているし、そこそこやれていま
す。スタートが行けていないので、も
う少し質を良くしたいですね。唐津は
嫌いではないです。

　今年3月の大村クラシックで（遠藤）エミが女子で
初めてＳＧを勝ったけど、私にもボートの神様が降り
てこないかなって思っています（笑）。リズムさえ良
ければチャンスはあると思うの
で、自分の乗り方に合う状態を
早く作れたら良いですね。

　グラチャンは今年初めて出場します
が、たまたま出られたって感じです。
今年はここまで良いことのほうが多い
かなって感じ。2月の桐生レディース
ＡＳは優勝できたけど、悔しいことも

あって…。
　今の調子は悪くないと思います。唐津のイメージは
ありませんが、苦手ってこともないです。いつも通り
目の前の一走を頑張って、それが結果に繋がればと思
っています。先々を考えていたらレースもチグハグに
なるので、目の前のレースを大
事に、丁寧に走りたいです。

　ＳＧクラシック優勝戦はうまく呼吸
ができないくらいの、味わったことが
無い緊張感でした。歴史に名を刻めた
ことが凄く嬉しかった。目標は、常に
上の舞台で勝てるような強い選手にな

ることです。
　唐津の水面は昔から乗りやすくて、好きな水面のひ
とつです。追い風がとても強い日も経験して、そうい
う時はちょっと慎重になりますね。ただ、相性は良い
です。グラチャンでは思いっきり良いレースを見せた
いと思うので、ぜひ本場にきて
応援してください。

聞き手  渡辺　裕介（ボートレースからつ専属解説者）
福岡県出身。スポーツ紙の編集アルバイトで培った知識を活かし、ボートレースからつの直前予想
「ズバッと!! なべチャンネル」、JLCのＳＧ中継などで解説を担当している。鋭い洞察力でレース
直前のモーター動向をキャッチし、豊富なデータと織り交ぜた予想で、多くのファンを持つ。

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「グラチャン特集号」プレゼント係

締　切 2022年6月27日㊊（必着）　●発送をもって発表にかえます。

抽選で
20名様に

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

❶ホームページ 	 	マンスリーBOAT	RACEホームページ内にある応募フォームに必要事項を記載のうえ
ご応募ください。	 マンスリーBOAT RACEホームページ　https://m-kyotei.jp/

❷郵 便 ハ ガ キ 	 	ハガキに、「グラチャン・クオカ希望」と記載のうえ、応募者の①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話
番号⑥本誌を入手したボートレース場・チケットショップ名（定期購読を申し込んでおられる方は「定
期」）・Webを明記して、下記の宛先までお送りください。

応
募
方
法

ボートレースからつ　ＳＧ第32回グランドチャンピオン
オリジナルクオカードをプレゼント!


