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54 プレミアムＧⅠ第11回クイーンズクライマックス
オフィシャルパンフレット

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス　勝ち上がり方式
12月29日㊍［2日目］／12月30日㊎［3日目］ 12月31日㊏［最終日］

Ａ組    前日第11レースの1・3・5着と
第12レースの2・4・6着の6名

Ｂ組    前日第12レースの1・3・5着と
第11レースの2・4・6着の6名

1号艇 2号艇 3号艇 4号艇 5号艇 6号艇

クライマックス優勝戦 得点率
1位

得点率
2位

得点率
3位

得点率
4位

得点率
5位

得点率
6位

順 位 決 定 戦 得点率
7位

得点率
8位

得点率
9位

得点率
10位

得点率
11位

得点率
12位

女王戴冠にまず必要
なのは相棒の存在

　2022年は女子レーサー初のＳＧ制覇に、他の
ＳＧでも女子選手の活躍が盛りだくさんでした。
そんな年のクイーンズクライマックスとなれば、
アツい戦いになるのは間違いありません。

　女王になるためには、相性がピッタリなモータ
ーを引けるかどうかが大切です。推奨は�で
す。もともと実績のあるモーターですが、近況は
さらに上昇ムード。11月戦では山口裕太選手が伸
び中心に良かったです。底力があるモーターなの
で、握り込みから好感触もあるでしょう。クイー
ンズクライマックスは短期決戦なので、初日から
他艇を圧倒するかもしれません。

今年の枠番抽選は
少し様子が違う？

　枠番抽選も大切です。こればかりは本当に運で

1着を獲っても、モーターを出しても、この抽選
だけは運に頼るしかありません。
　いつもなら真っ白の玉（1号艇）を願う選手ば
かりですが、今年は伸び型で攻める高田ひかる

（三重）選手、堀之内紀代子（岡山）選手の出場に
より、赤（3号艇）や青（4号艇）の玉を願う選手
もいるかもしれませんね！

近況の上昇度から推す
3名の女王候補

　今年の高田ひかる選手はいつもと違います。鳴
門レディースチャレンジカップで優勝した中村桃

プレミアムＧⅠクイーンズクライマックス　歴代優勝者

回 開催年 開催場 優勝者

第1回 2012年 大　村 三浦　永理
第2回 2013年 芦　屋 平山　智加
第3回 2014年 住之江 日高　逸子
第4回 2015年 福　岡 川野　芽唯
第5回 2016年 平和島 松本　晶恵

回 開催年 開催場 優勝者

第6回 2017年 大　村 遠藤　エミ
第7回 2018年 平和島 松本　晶恵
第8回 2019年 徳　山 今井　美亜
第9回 2020年 浜名湖 平高　奈菜
第10回 2021年 福　岡 田口　節子

第11回大会 
住之江  
優勝戦

2022年12月31日㊏
第12レース

佳（香川）選手、細川裕子
（愛知）選手も近況は優出
ラッシュで絶好調です。年
末に向けてギアを上げてき
たこの3選手は注目です
が、他の9名も素晴らしい
レースで盛り上げてくれる
と信じています。
　無事故完走を願いつつ、
1年を締めくくるアツい女
子トップバトルに期待しま
しょう！

　大村クラシックで女子レー
サー初のＳＧ優勝を飾りました。
　遠藤選手は相手や場所を選ばず、いつでも
強い存在。その影には、しっかりとしたプロ
ペラやモーター整備など、努力の裏付けがあ
るからこそだと思います。
　同期や近畿地区の選手からの信頼も厚く、
レースじゃないところで見せる素顔は、男子
顔負けのレースをするような雰囲気はなく、
とても可愛らしいです。しかし同
期の樋口選手にはわりと…（笑）。

　今や香川支部女子レーサー
の筆頭格で、誰が相手でも仁王立ちで迎え撃
つ姿勢です。今年は4月に3場所連続Ｖや、
その後も宮島オールスターで優出など、年間
を通じて活躍しました。最近では可愛い存在
（弟子、愛犬）を明かしＳＮＳも賑わせてい
ますね。
　自らをサイボーグと言っているように、ケ
ガを乗り越えた後もトレーニングを重ねて、
体力面、筋力面ともに日々進化を
遂げています。どこまで進化する
のか、見届けたいですね！

　昨年の当大会覇者です。今
の女子ボートレース界に絶対必要であると同
時に、初のクイーンズＣ連覇を狙える唯一無
二の存在です。
　レーサー時代は、田口さんの客観的かつ冷
静なアドバイスに何度も助けられ、励まされ
ました。レーサーとして強いだけでなく、人
としても絆を大事にされる方です。
　少ない口数のなかでも、しっかりと大事な
こと、必要なことが伝わってくる
田口さんの言葉にはパワーがあり
ます！

　攻守を兼ね備え、どんな状
況でも大崩れしないオールラウンダーです。
今年もＶ5とコンスタントに成績を残してい
ます。レース以外で見せる愛らしさや、少し
天然っぽい立ち居振る舞いからは想像し難い
ですが、もともとはウェイトリフティングと
いう力技勝負のスポーツをしていた影響か、
レースになると思い切りの良い走りを見せて
くれます。このギャップもGOOD！
　それに選手紹介で「見ててくだ
さい」とアピールされると見守り
たくなりますよね！

　常に冷静に虎視眈々と上位
を狙います。置かれた状況により、やるべき
ことを見据えて、スタイルも柔軟に変えられ
るのが強みです。
　今年の丸亀レディースチャンピオンでも、
6号艇から果敢なコース取りで準優勝と結果
を残したのは流石ですよね！
　周囲に対しても視野がとても広く、気遣い
も素晴らしいです。それが活かされているの
か、選手のいろいろなクセを見つ
けるのが得意な気がします（笑）。

　今年丸亀で行われたレディ
ースチャンピオンの覇者です。姉御肌で支部
も関係なく、後輩からも頼られる存在。もち
ろん、先輩に対しても義を尽くします。その
分け隔てない性格に加えて、しっかりと自分
の中に核を持つ、メンタルの強い先輩です。
　プライベートでは、保護猫の活動なども取
り組んでいるとのことです。Twitterもされ
ていて、最近はＳＮＳからもその人柄が伝わ
ってきますよね。応援したくなり
ます！

　モーターやプロペラを伸び
仕様に調整して、スタートからワクワクさせ
てくれる選手です。型にハマれば破壊力はト
ップ級！ これからの彼女の成長に関しては
伸びシロしかありません。穴党ファンも大注
目のレーサーですよね。
　伸びを求める情熱や、攻撃力に定評がある
高田選手ですが、人を笑わせる“口撃力”も
高いんですよ（笑）
　いつも明るさを忘れず、クイー
ンズクライマックスも、らしさ全
開で活躍して欲しいです！

　新世代を担っていくニュー
スターです。トライアル組では登番最若手と
経験値こそこれからも、そこは持ち前の度胸
やスピードでカバー可能です。その威力を発
揮したレディースチャレンジカップでの6コ
ースＶは記憶に新しいですよね！
　名前に桃が入っていることで、「ピーチ姫」
と言われたり、過去には少林寺拳法で香川県
トップ級の成績を残したり、選手になる前に
は准看護師をしていたり。麗しい
姫、武人、ナースと変幻自在な中
村選手から目が離せません！

　プロペラを緻密に仕上げる
繊細さやこだわりがあり、レースではスピー
ドを活かした大胆な攻めで勝ち上がるハイブ
リッド型レーサーです。
　また細川選手といえば、レース場で着用す
る服などに付ける登録番号のシールを、お洒
落に作ってくれたことを思い出します。お世
話になっている女子レーサーは多いのでは？
　オフの日を利用して作ってくれているんで
すが、恩着せがましくない感じで
サラッと渡してくれるところが、
またカッコイイのです！

　経験と戦略を駆使した走り
で、長きに渡りボート界を支えています。そ
してこれからも引っ張ってくれるのは間違い
ありません。選手時代には、寺田選手のほう
からプロペラを持って来ていただき、情報を
教えてもらいました。支部が違っても後輩に
目をかけてくれる優しさに、いろんな選手が
助けられていると思います。
　その人にとって必要なタイミングで、そっ
と声をかけてくれる。誰もができ
るわけではないことを、自然にで
きてしまう凄い先輩です！

　私の1期下ということで訓
練時代からよく見てきましたが、本当に長嶋
選手はいろいろなことへの好奇心や、自分に
関わっている全ての人や物事への感謝を常に
持っています。その形にできないものを、一
生懸命に形へ残そうとする努力や行動には、
本当に頭が下がりますね。
　他の選手へのリスペクトを忘れず、ボート
レースを愛し、ファンの期待に応えようとす
る姿勢は、これからの若手レーサ
ーに見習って欲しいです。

　今年の蒲郡でチルト3度に
目覚め、近況は強烈なアウト戦で1着を量産
中です。それまでは状況に応じた柔軟なレー
ススタイルで、どんなコースからでも安定し
た成績を残しているイメージでした。ただこ
れまでもスタート一撃のレースは多く、近況
のアウト戦での活躍にも納得ですね。
　私が現役の時は、「激辛でも行ける派」と豪
語されていたのですが、実際のところは…
（笑）。何年か経った今は激辛好き
になっているのか、個人的に気に
なっています。

トライアル出場選手元ボートレーサー・西坂香松が

75,637,200円 （1位）45,042,000円 （2位） 37,631,266円 （4位）42,541,000円 （3位）

35,397,533円 （5位）34,796,000円 （6位） 33,874,500円 （8位）34,150,838円 （7位）

32,044,000円 （10位） 32,674,000円 （9位）31,604,333円 （11位） 27,151,500円 （12位）

言わずと知れた最強女子レーサー進化し続けるサイボーグ パワーワードに何度励まされたか常に「見ててください！」と決意

レーススタイルが柔軟で視野も広い強くて優しい姉さんレーサー 猪突猛進の攻撃がハマれば爆発登番最若手らしく思い切り良く

繊細さを意外なところでも発揮 ボート界をリードし続ける大ベテラン超一流の姿勢が結果に繋がる ニュースタイルを手に入れ爆発中
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トライアル初日　12月28日水　第12レーストライアル初日　12月28日水　第11レース
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