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簡単にいかないからこそ勝てた時の喜びは大き
くなると思うので、これからももっと上を目指
して腐らず頑張っていきたいです」

住之江は手の内に入っている!?
― 舞台は住之江になります。

高田「昔は少し住之江に苦手意識があったんで
すけど、今はあまりないです。今年の4月に走
って良い調整ができているなと最近は思ってい
ます。住之江は水が硬いとか乗りづらいとよく
言われますけど、どんな水面でも乗れるのが自
分の強みだと思っているので、あまりそこは気
になりません」

― 枠番抽選に関して思うことは？

高田「どのコースからでも勝てるのが自分のセ
ールスポイントなので、枠番抽選での不利は人
よりも小さいと思います。
　ちなみに、抽選運はこれまであまり良いほう
ではなかったんですけど、ここ最近は40％超の
エンジンを引くとか、上向きなんですよ。この
年末にかけてドンドン良くなっていってほしい
という願いはあります（笑）。
　好きな枠は1号艇以外だと3、4、6号艇で
すかね。5コースの勝率が悪くて、5コースか
ら攻めて6コースの人に展開を突かれがちとい
うか…。単純に好きな色が赤なので、3号艇を
引きたいです。どの枠を引いても捲って勝ちに
いきますよ」

1号艇から 
王道優勝したい！

― 高田ひかるの見極め方は？

高田「基本的には展示タイムを見てい
ただければ良いと思います。あとは、
スタート展示でスタートしてからの足
を見てほしいなと思います。スリット
後の足がウリなので。以前はスリット
後にすぐに上体を起こしていたんです
けど、今はファンの方にもわかっても
らいやすいようにターンマークぐらい
まで被るようにしてます」

― クイーンズクライマックスへの意
気込みを！

高田「調子自体は上がってきているので、良い
感じで年末に臨めそうです。ここまで来て劇的
に何かが上手くなることもないのであとは神頼
みですね（笑）。大阪の箕面にある必勝祈願で
有名な勝尾寺にお祈りしてきます。
　ベストは王道の1号艇で優勝したい。プレッ
シャーが掛かる状況で優勝できれば、またひと
回り成長できるかなと思うんですよ。優勝でき
ると信じて行きます。優勝してクラシックにも
出たいです。出るからにはＳＧを獲りたいって
なると思うので、どこまでも夢が尽きないのが
ボートレーサーの魅力じゃないですか？ 挑戦
し続けることが私にとっての“ダーヒーチャン
ス”です」

― 改めて夢は何ですか？

高田「結局、たくさんの人の記憶に残るレース
がしたいんですよね。井口さんのように人の心
を動かすレーサーになりたい。それが私の夢な
んだと思います」

ボートレースに一目ぼれ
― 小さい頃の夢は？

高田「人の心を動かしたい。そんな憧れを抱い
たのは中学生の時でした。オールスターで井口
佳典さんがＳＧ優勝された時に当時中学生だっ
た私は、地元の津で見ていたんです。ツッキー
ドーム（津の場内施設）で中継を観戦していて、
井口さんがゴールした瞬間に、そこにいた大勢
のファンがスタンディングオベーションで喜ん
でいたんですよ。私も鳥肌が立ったし、地元の
ファンに愛されている井口さんのように人の心
を動かすような人間になりたいと思うようにな
ったんです。
　小さい頃からボートレーサーになるのが夢で
した。小学3年生の時、親に地元の津に連れて
行ってもらって、ファーストインパクトが凄く
てひと目ぼれでした（笑）。卒業文集もずっと
選手になりたいって書いていましたしね」

甘かった考えからの脱却
― 訓練生時代の思い出は？

高田「最初の印象は周りのハングリー精神が凄
くて驚きました。今まで自分がどれだけ温室で
育ってきたかを実感しました。私もモチベーシ
ョンは高いつもりでしたけど、自分なんて全然
だなと思い知らされました。
　最初はみんなに付いていけなかったけど、良
い意味でも悪い意味でも私は柔軟に対応できる
タイプなので、次第に気持ちの面でも付いてい
けるようになりました」

― デビュー当時考えていたことは？

高田「始めの頃はすぐに1着を獲ってやるとか、
すぐにＡ級になってやるって思っていました。

本部めぐみさんと本部真吾（引退）さんに面倒
を見ていただいて、めぐみさんがその時のレデ
ィースチャンピオン最年少優勝（24歳）の記録
を持っていたんですよ。それを塗り替えたいな
んて思い上がってもいました。でも、全然勝て
へんし、気持ちだけではどうにもならないとい
うことを嫌というほど学びました」

の目覚め
― 伸び仕様にしたキッカケは？

高田「転機はやっぱり2020年
から伸び特化にしたことです
ね。元々伸びには興味があっ
たんですよ。
　蒲郡の地区選で伸び寄りの
エース機を引いたんです。男
女混合戦のＧⅠに初めて出
て、どれだけ自分が通用する
かわからない中で、そこそこ
戦えると思えたんです。
　ちょうどその頃に野添貴裕

（引退）さんや藤山翔大さん
と一緒の節が続いて、いろい
ろ教えてもらいながら今に至
るって感じです。
　私は1着がたくさん欲しい
タイプで、注目されるのが好
きなんですよ。学生時代には
生徒会長をやったり、なんでも一番が好きなん
です（笑）。三吉さんに、ダーヒーチャンス（高
田ひかるが捲りそうなチャンスレース）という
言葉を広めていただいたんです（笑）。ＳＮＳ
とかでも私もよく聞くようになって、そのチャ
ンスには応えたいって思うし、注目されること
は嬉しいですよ」

失敗からの学びもある
― 近況について。

高田「ベースの伸びを大事にするというのは、
2年前から変わってないんですけど、今は一節
間のレース運びも考えています。2年前はガム
シャラに伸びだけ求めて走っていただけですけ
ど、初日に周りへ与える印象も大事だなと思っ
ています。1走目は特に相手に与える印象も大
きいと思います。
　ただ、今年は自分の中ではあまりレース内容

に納得していなんですよ。勝
ち切れていないというのが一
番の理由です。記念もたくさ
ん走らせてもらうようになっ
て、対策をされた時に何もで
きない自分がいます。それを
上回ってやろうと意気込んで
調整を失敗したりとか…。や
ってはいけないことを知れた
のも大きいんですけどね。
　それでも最近は立て直して
きました。自分の良い所を挙
げるとすれば、あんまり腐ら
ない所かなと思っています。
ダメな時もやり続けてこられ
たのが、今に繋がっているの
かと。周りからは頑固と言わ
れますけど（笑）」

― 鳴門レディースチャレンジカップは悔しい
結果に…。

高田「優勝戦は80ｍ近辺のスタートからでも伸
び返す調整ができたし、1番数字の悪いエンジ
ンでＳＧメンバーに負けないくらいのパワー出
しができたことは自信になりました。なかなか

4804
（三重）

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

① 4502 遠藤　エミ 75,637,200円

② 4450 平高　奈菜 45,042,000円

③ 4482 守屋　美穂 42,541,000円

④ 4050 田口　節子 37,631,266円

⑤ 4387 平山　智加 35,397,533円

⑥ 3900 香川　素子 34,796,000円

⑦ 4823 中村　桃佳 34,150,838円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

⑧ 4804 高田ひかる 33,874,500円

⑨ 3435 寺田　千恵 32,674,000円

⑩ 4123 細川　裕子 32,044,000円

⑪ 4190 長嶋　万記 31,604,333円

⑫ 4011 堀之内紀代子 27,151,500円

⑬ 4289 落合　直子 27,135,000円

⑭ 4590 渡邉　優美 27,073,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

⑮ 3188 日高　逸子 26,770,500円

⑯ 3618 海野ゆかり 25,848,333円

⑰ 4456 鎌倉　　涼 25,814,000円

⑱ 4546 浜田亜理沙 25,702,933円

⑲ 4065 金田　幸子 24,968,600円

⑳ 4183 宇野　弥生 24,793,066円

� 4208 三浦　永理 24,733,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4627 藤原　菜希 24,522,933円

� 4885 大山　千広 24,397,000円

� 4399 松本　晶恵 23,508,000円

� 3579 中里　優子 22,856,733円

� 4286 平田さやか 22,108,904円

� 3611 岩崎　芳美 21,026,000円

� 4738 清埜　翔子 20,784,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4825 倉持　莉々 20,605,838円

� 3999 大瀧明日香 20,350,000円

� 4372 原田　佑実 20,112,733円

� 3334 角　ひとみ 20,035,838円

� 3232 山川美由紀 19,908,000円

� 4900 中田　夕貴 19,690,199円

� 4464 山下　友貴 19,199,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4240 今井　裕梨 19,104,000円

� 5088 高憧　四季 18,830,000円

� 4642 松尾　夏海 18,576,000円

� 4845 前田　紗希 18,386,833円

� 4746 大豆生田蒼 18,384,000円

� 4961 西橋　奈未 18,346,000円

� 4998 中村かなえ 18,239,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4433 川野　芽唯 18,036,000円

� 4963 實森　美祐 17,999,000円

� 3801 五反田　忍 17,573,600円

� 4519 清水　沙樹 17,559,000円

� 4478 櫻本あゆみ 17,558,000円

� 4884 勝浦　真帆 17,361,257円

� 4964 土屋　　南 17,248,000円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 4938 小芦るり華 17,163,000円

� 4536 喜井つかさ 17,123,833円

� 4447 深川麻奈美 17,113,066円

� 4499 滝川真由子 16,930,000円

� 3302 谷川　里江 16,480,000円

� 4017 向井　美鈴 16,429,157円

� 4443 津田　裕絵 16,365,200円

順位 登録番号 選手名 獲得賞金額

� 3175 渡辺　千草 16,347,000円

� 4758 富樫　麗加 15,959,000円

� 3932 池田　浩美 15,719,000円

� 4224 大橋栄里佳 15,645,111円

注目レーサー the INTERVIEW

 「心を動かすような人間になりたい」とボートレーサーを目指した少女は、今やインパクト大の超攻
撃的なレースで、ファンの心を大きく揺さぶる女子トップレーサーにまで成長を遂げた。
　しかし、かつて見た地元の大先輩ほど、心を動かす人間にはまだなれていないと言う。夢が尽きな
い彼女にとっては、今大会も通過点だが、目標に少しでも近づくために、これからも勝ちまくる。 
 （インタビュアー／三吉功明 ●ボートライター）

高田ひかる

Profile
たかだ　ひかる
1994年8月5日生まれ。三重支部・113期。
2013年11月、津でデビュー。18年5月、下関・Ｗ
優勝戦で初優勝。21年8月、浜名湖・レディース
チャンピオンでＧⅠ初優出。22年5月、宮島・オ
ールスターでＳＧ初出場。同期には椎名豊、佐藤
博亮、浜先真範らがいる。
◆通算成績 

出走回数 優出 優勝 2連率 3連率
全種別 1,742回 34回 6回 35.5％ 50.8％
Ｓ　Ｇ 9回 0回 0回 22.2％ 44.4％
Ｇ　Ⅰ 126回 1回 0回 24.6％ 42.0％

◆全国成績（最近2節）
22年 11月 鳴　門 ＧⅡ・レディースＣＣ 2①③②②①①❹
22年 11月 三　国 ヴィーナスＳ ①⑥②2②②①①①3④①
◆住之江成績（最近2節）
22年 4月 タイトル ②4①①③①⑤①②4①③
21年 7月 ヴィーナスＳ 4①⑤④①①①③5①①

（2022年11月30日現在）

2022年 
女子獲得賞金

ベスト60
（2022年1月1日〜11月27日）

■ はＰＧⅠ第11回クイーンズ 
クライマックス出場予定選手

挑戦し続	 けることこそが
私のダー		 ーチャンス
		人の心を動	 かすレースを目指します！


