―アジア大会、競技のチ
ームパーシュートは惜し
くも４位でした。
４年に１度の大会です
から、私の年齢を考える
と最後の出場かもしれな
い。これが最後という気
持ちで、メダルを狙った
のですが。優勝した中国
は雲の上の存在ですが、
２位以下の韓国、台湾と
はそれほどの実力差はな
い。もう少し全員で頑張
れれば銀メダルは獲れた
んじゃないかと、悔しく
思っています。
―でも、タイムは従来の
日本記録を大きく更新し
ました。
これまでの記録を４秒
近く更新して、４分 秒
台のタイムが出ましたけ
ど、 秒くらいまでは詰
められるはず。そこを目
指したいです。
ガールズケイリンは個
人の戦いで、点と点の争
いですが、チームパーシ
ュートは名前の通りのチ
ーム戦。４人で力を合わ
せての競技だから、チー
ムワークが本当に大事に
なる。若い大学生たちと
のチームでしたが、団体
競技はやっぱり、いいで
す よ。あんな体験はなか
なかできないし、楽しか
った。中川 諒(子 と)も機
会があれば、２人でチー
ムスプリントをやってみ
たいと話しています。

加瀬加奈子選手 インタビュー

電話投票番号

五日市誠 青森
原田泰志 新潟
高峰賢治 山梨
高瀬 卓 埼玉
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2014 弥彦競輪ファイナル

1980年５月31日生まれ。９月
に韓国・仁川で行われたアジア
競技大会の自転車トラック競技
に出場。チームパーシュートで
４分37秒８９７をマークして４
位に入賞。本業では通算１００
勝を８月31日、高松競輪の決勝
で達成した。

や飲食目的の、街ぐるみ
で 行わ れ る 合 コ ン 、 街 コ
ンの新潟版 に
) 参 加 して
みたいんだけど、女子は
参加費が安いからか、気
がついた時にはいつも定
員オ ー バー 。 機 会が あれ
ば 、 参 加 し た いで す 。
あと は、料理にも挑戦
して み た い 。 実 家 だ か ら
―アジア大会の前には、
自 分で 作 る 機 会 が 少 な い
本業での大一番、前橋ガ
。 こ
ールズコレクションに出 んで す けど …
( の取
材後に挑戦した模様。詳
走 ９(月 日 。)４着とい
しくは加瀬選手のブログ
う結果でした。
加瀬加奈子の男道 を
やりたいと思っていた
｢
｣ご
覧ください 。
レースができませんでし
)
た。打鐘過ぎの３角でガ
―今後は競技の方がさら
ッシャンという落車の音
に忙しくなってきます。
が聞こえた。後ろの様子
月の下旬に競技の合
が気になって、ちょっと
宿があって、 月からは
ひるんでしまったのが痛
Ｗ杯が始まります。以前
かったですね。その隙に
からそうですが、なかな
前にいた 石(井 貴)子がス
か地元にいられないです
パートしてしまい、ペー
ね。本業用の練習をする
スが急に上がりましたか
時間が少ないけど、与え
らね。強引に仕掛けたけ
られたことをこなして、
ど、最後はダッシュ力の
両立していきたいです。
勝負。 小(林 優)香向きの
流れになった。
―これまでの加瀬さんの
―若手の台頭もあって、
レーススタイルに憧れ、
簡単には勝たせてもらえ
選手を目指す人も増えて
なくなってきました。
きました。
まだ獲れると思ってい
それは素直にうれしい
ます。脚が落ちたとも思
ですね。私達はプロだか
っていません。ここ最近
ら、キャラ付けが大事だ
は暮れのガールズＧＰの
し、それを崩さずにいか
選考があったから、他の
ないといけないと思う。
選手が勝ちにこだわる走
田中 麻(衣美 は) 顔｢ で｣、
りをしてきた。私は小さ
私は破天荒なところ、男
い走りをしたくないし、
勝りのところが評価され
前半戦の貯金もあったか
ているんだと思います。
ら普段通りに逃げていき
展開があるから、思うよ
ました。ゴール前で差さ
うなレースができないこ
れるというレースが増え
ともありますが、小さい
たなとは思います。
競走はしたくない。今ま
で通り、魅せる競走をし
―ちょっと話を変えて、
て勝っていきたい。
ご趣味は？
酒 のみですね 笑(）。
｢
｣
取材日 ９月 日
一度、 潟｢コン 出
｣(会い
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６ 金７ 土８
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木

弥彦競輪ＰＲ誌「ＣＲＥＡＴＥ」2014年11月号
新潟県新潟市江南区両川2-4500-4
〒950-0322
弥彦村
新潟スポーツ(株)
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今月の開催

新潟スポーツ
ｅ-ＳＨＩＮＢＵＮ賞 ＦⅡ

６日 692ch ７日、８日 691ch

Ａ級主力 高瀬 卓(埼玉）高峰賢治(山梨）原田泰志(新潟)
五日市誠(青森）浦崎貴史(北海）萩谷直正(神奈)

第24回
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http://www.yahikokeirin.com/smartphone/

弥彦競輪公式twitter

facebook 弥彦競輪 随時更新

骨折から復帰
前橋ＧＣに出走

20

表がありました。４位で出
走が決まりましたが。
ケガをしていたので選出
されるとは思っていなかっ
たし、本当にうれしかった
です 。復帰への目標になり
ました。
何とか９月前までに実戦
へ復帰しようと、酸素カプ
セルに入ったり、弥彦のバ
ンクでバイク誘導をしても
らったりと、調整をしてい
き ました。
ー調整の成果で８月末に復
帰。９月 日の前橋ＧＣに
出走しました。
あれだけ多くのお客様の
前で走るのは初めてだった
から、純粋に楽しかったし
うれしかったです。
レースの方は、ガッシャ
ンという落車の音でひるん
でしまいましたが 。
…
ー話を変えて、休日は？
マッサージに行ったり、
カラオケに行ったりですか
ね。あとは、３週間に１回
ほど、師匠 池(端将巳 の)奥
さんが経営しているネイル
サロンに行って、ネイルを
してもらいます。おしゃれ
のひとつですが、薄い爪の
保護にも役立っています。
デザインはお任せですね。
ー今後の抱負を。
ケガが多かったし、無事
完走が大前提ですが、走る
からには決勝進出を目指し
たい。少しずつでもいいか
ら、上向いていけたらと思
っています。
取材日 ９月 日
15

30

2014/09/07 : 日本トーター賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 緑川 修平 福島 95期
■チャレンジ 渡邉 雄太 静岡 105期

2014/06/03 :
■Ａ級1、2班
■ガールズ
■チャレンジ

ＦＭ ＰＯＲＴ賞/ＦⅡ
浦崎 貴史 北海道 75期
奥井 迪 東京 106期
高木 翔 岩手 105期

2014/05/28 : 報知新聞賞/ＦⅠ
■Ｓ級 諸橋 愛 新潟 79期
■Ａ級 真船圭一郎 福島 94期

2014/08/10 : 多摩川電気賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 加美山隆行 宮城 92期
■チャレンジ 斎藤 和也 福島 78期

2014/04/25 : 日刊スポーツ賞/ＦⅠ
■Ｓ級 白戸淳太郎 神奈川 74期
■Ａ級 土屋 壮登 埼玉 101期

2014/08/03 : エフエムラジオ新潟賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 三浦 雄大 宮城 98期
■チャレンジ 磯島 康祐 青森 105期

2014/04/16：新潟日報社賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 藤原 憲征 新潟 85期
■チャレンジ 武藤 貴志 千葉 81期

2014/07/21 : 第23回寬仁親王牌/ＧⅠ
■Ｓ級 深谷 知広 愛知 96期

※９月開催までのものです。
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チャレンジ戦 １３５レース
小数点第２位を四捨五入
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小数点第２位を四捨五入

２

１

３

４

５

７

６
Ｃ

11

23

12

17

16
20

24

21

25

35

30
33

23
27

31

34
36

○「新聞プリントサービス」 ○「競馬、 競輪、 ボート ○「競輪新聞」 をタッチ。
（競艇） オート」 をタッチ。 各紙・レース購入画面へ。
をタッチ。

○本紙

を選択します。

○購入したい開催日の新聞を選択します。
○プリントする内容を確認して 「購入」 を選択します。
○料金を投入して 「プリント開始」 で新聞をプリントします。

本紙ネット版は、 弥彦全開催、 場外ＧⅢ以上を配信。
※詳しくは→

http://www.e-shinbun.net/cp/nispo

６日 692ch ７日、８日 691ch

２０１５年競輪カレンダー
先着順で1000本プレゼント
弥彦競輪場では2014年の本場最終開催、新
潟スポーツ・ｅ-ｓｈｉｎｂｕｎ賞の開催期間
中(11/6～8)、2015年・競輪カレンダーをプレ
ゼント致します。
先着順で合計1000本のプレゼントとなりま
すので、お早目のご来場をお願い致します。

数少なくなった｢先行職人｣の
ひとりで、８月の小倉では３日
間すべて打鐘先行。決勝２着の
ヒットを飛ばした。その後も好
調で、予選では本命を背負うこ
とが増えた。若手を力でねじ伏
大沼孝行 静岡 せる競走に期待したい。
南関東

弥彦連覇を狙う磯島が積極駆け
戦法が多彩な神奈川勢に要注意
鶴井敬一 神奈・87期

◆弥彦競輪場メモ◆
見なし直線 63.１ｍ 最高上がり 10秒６(山崎芳仁 2010年６月15日)
風向き ホーム側～１角裏が杉林や山のため、２角～４角方向から吹き込ん
でくる風がほとんど。１角～バックは向かい、３角～直線は追い風が多い。
特徴 直線が長く感じる。

早めの仕掛けは減ったが、８
月末からの12戦で４勝、２着２
回と調子を上げている。脚力は
十分にあるだけに、地元戦では
強気な走りを見せてほしい。４
月は準決勝７着で勝ち上がりを
本田拓也 新潟 逃しただけに、今回こそはだ。
地元

チャレンジ戦 主力メンバー

チャレンジ

磯島康祐 青森・105期
11月６､７日
１Ｒ 10：42
２Ｒ 11：10
３Ｒ 11：40
４Ｒ 12：10
５Ｒ 12：40
６Ｒ 13：12
７Ｒ 13：44
８Ｒ 14：20
９Ｒ 14：57
10Ｒ 15：35

11月８日
１Ｒ 10：42
２Ｒ 11：08
３Ｒ 11：37
４Ｒ 12：09
５Ｒ 12：41
６Ｒ 13：13
７Ｒ 13：45
８Ｒ 14：21
９Ｒ 14：57
10Ｒ 15：35

３日間 全レース発売 早朝前売
福島 サテライト会津
新潟 サテライト中越
11/8 最終日のみ全Ｒ発売 早朝前売
新潟

ご購入方法

○「コンテンツプリント」
をタッチ。

新潟スポーツ
ｅ-ＳＨＩＮＢＵＮ賞 ＦⅡ

巧みなペース配分で別線を完封 今年ラストの地元戦で奮起の走り

クで持ち味が生きる。花田
将司 千(葉 に)も警戒か。
小川辰則 埼(玉 は)仕掛け
の早さが持ち味。８月の弥
彦では連日の積極策で決勝
に進出した。
地元のエース格は保科圭
太 新(潟 。)１着か大敗かの
近況で、しばらく決勝進出
がないが、奮起の走りを披
露してほしい。
小山淳 福(島 は)自力勝負
が基本になるが、青森勢や
竹山慶太 宮(城 と)の連係も
視野に入れて走る。

ファミリー サークルＫ
の ローソン ＆ マート ＆ サンクス の コピー機
ー機 で 購入できます。
お近く
--- 弥彦競輪の新聞 --をタッチ。

決勝進出はしばらくないが、
最近10場所の予選は５勝、２着
１回、３着２回。軸として狙っ
ていい成績だ。弥彦でも８月開
催の予選をまくりで勝利。ベテ
ランの域に達したが、打鐘先行
福森慎太郎 千葉 でも勝負になる。

●年会費会員
年会費2000円（保険料含む。要事前申込）
●スポット会員 １回当たり500円（保険料含む。当日ＯＫ）
●来年度、2015年の練習日につきましては決定次第、弥彦競輪
ホームページ、ＰＲ誌ＣＲＥＡＴＥ等でお知らせ致します。

予選での安定感は魅力十分
南関東

とりあえずバンクを走ってみたいという初心者、自分の実
力を伸ばしたいという中級者が対象(男女問わず)。

本紙が

◎ ○「プリントサービス」

新潟スポーツ ｅ-ＳＨＩＮＢＵＮ賞 ＦⅡ（11月6～8日） 決勝想定メンバー以外のＡ級１、２班選手

の後は優勝こそないが、積
極策で実力アップを計って
いる。やや手薄なメンバー
構成の今回は、有力な優勝
候補になる。
磯島とは同県の白川将太
が番手を確保か。近況は準
決での惜敗が目立つが、脚
が落ちたわけではない。自
力駆けでも勝負できるし、
磯島の仕掛けには離れない
だろう。
レース運びのうまさで鶴
井敬一、沼田淳一郎の神奈
川勢が抵抗する。夏場に成
績を落とした鶴井だが、９
月に入って復調。多彩な攻
めができるのは魅力だ。沼
田は９月の豊橋で完全優勝
を決めた。直線での伸びが
目立った開催で、弥彦バン

自転車トラック競技で競技力アップを目指したい方、プロ
アスリートとして競輪選手を目指したい方が対象。
基礎体力などの測定や面接を実施。エキスパートクラス６
期生として、男子、女子、ジュニア（18歳以下）カテゴリで
各３名程度の採用を予定。
ＣＬＵＢ ＳＰＩＲＩＴＳエキスパートクラスの特徴
●年会費１万円(保険料、登録料など)で徹底指導
●競技未経験者でも大丈夫。競技用自転車を貸出など
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８月の弥彦
で デビュー初
Ｖを決めた磯
島康祐 青(森 )
が中心。打鐘
過ぎの４角か
らスパートし
て逃げ切った
内容は素晴ら
しかった。そ
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高瀬 卓 埼玉・87期

45

競輪クロスワードパズル

以心伝心とはなかなかい
かない。…で伝えよう。
昔のこと。
コレはダメ。正直に 。
より美しくなるために。
ヨガ等で予防を。歩行困
難等に陥る運動器障害。
彼は…か、味方か？
31 29 26 24

研
研究

抽選で 名の方に、弥彦競輪オリジナルクオカー
ドをプレゼントします。

新潟スポーツ

日本赤十字社へ…。

34 33

１着
２着
逃 残
16.４％
まくり
19.６％
追 込
30.２％
マーク
33.９％

弥彦競輪ＦⅡ戦

今年のオーラス
ＡＢＣ で締めたい

15

ヨコのカギ

申込、お問い合わせ先（エキスパート、フレンドリー共通）
弥彦村公営競技事務所
〒９５９－０３２３ 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦２６２１
電話
０２５６－９４－２０６６
ＦＡＸ ０２５６－９４－４７４７
メール clubspirits@yahikokeirin.com
弥彦競輪ホームページ http://www.yahikokeirin.com

８.１

▼応募方法 答え、郵便番
号、住所、氏名、年齢と、
弥彦競輪、本紙に対するご
意見を添えて、ハガキでご
応募してください。
〒９５０―０３２２ 新潟
市江南区両川２丁目４５０

11

０番地４

株( 「)競輪クロスワードパ
ズル」係。
▼締め切り
月末日着。
賞品発送をもって発表にか
えさせていただきます。

27 25 22

３.０

54

①一度前に出て、仕掛けた
選手の後ろの内で粘る。
⑤低血圧の人は悪い？
⑧丈夫、しっかり。
⑩液体が回転してできる。
⑪この通りにはいかない。
⑬薄く伸ばした生地で肉や
野菜の具を包んだ料理。
⑮イガイガが特徴。刺身。
⑰良血だと億単位で取引。
⑲ため過ぎると胃腸悪化も。
リラックス、休息。
中学になると数学へ。
絶滅の危機→人工繁殖→
放鳥→自然繁殖へ。
喉が荒れるとかすれる。
一円也、二円也。
レアで食べたい。
来た覚えがない。
競輪選手の体で最大の特
徴といえば？。
36 35 32 30 28

３.０

46

タテのカギ

①葉は黄色に。
②幸せになりたい。
③悪いことをした代償。
④義理堅い、実直。
⑥一番、チャンピオン 。
⑦体だけではなく、心に負
うこともある。
⑨ 使う。公共交通機関を…。
⑫錦織圭の活躍で注目のス
ポーツ。
⑭美味 。
⑯来年用をそろそろ準備し
ましょう。
⑱食べたい料理を好きなだ
け。取り過ぎ注意。
⑳今の高知県あたり。
大掃除のこと。…払い。

※解答は弥彦競輪ホームページに掲載致します。

21

17.８

決まり手の割合は右表の
通り。チャレンジ戦とは違
い、１着で追い込みの割合
が９％以上も減り、その分
がほぼまくりの決まり手の
上昇分になっている。
追い込みが圧倒的に有利
と言われていた弥彦だが、
１着の決まり手では逃げと
まくりの合計分が ％。ち
ょっとビックリのデータだ
が、大ギア使用によるレー
スの変化といえる。スジ車
券は ・６％。
ただ、晩秋の弥彦はバン
クが重くなるため、追い込
みが増える傾向にある。

2014/08/26 :
■Ａ級1、2班
■ガールズ
■チャレンジ

ＢＳＮ 新潟放送賞/ＦⅡ
河村 雅章 東京 92期
梶田 舞 栃木 104期
本間 慎吾 新潟 91期

３.７

高峰賢治 山梨・73期

Ａ級

が、９月のいわき平で優勝
するなど、実績は十分。地
元バンクでは好走するタイ
プで、まくり一発の魅力が
ある。
関東地区では、しぶとい
石渡正也 茨(城 に)も注意。
北ラインの軸は五日市誠
青(森 だ)。７月の西武園、
８月の静岡で優勝。Ｓ級で
長い間戦ってきた脚は上位
ランクと いえる。９月の函
館からやや精彩を欠いてい
るが、立て直してくれば有
力な優勝候補だ。
浦崎貴史 北(海 は)弥彦連
覇を狙っての出走になる。
８月の弥彦は北連係のお陰
とはいえ、きっちりチャン
スをものにした。五日市が
積極策なら、展開的にも恵
まれる。
南関地区は萩谷直正、三
ッ井武の神奈川コンビが中
心になる。７月以降は１着
がない萩谷だが、マーク技
術はさびついていない。９
月末の川崎で決勝２着など
成績は安定している。三ッ
井は９月の弥彦で大敗を喫
しただけに、今回は雪辱戦
になる。前へ前へと強気に
攻める。９月末の千葉で完
全Ｖを決めるなど、完全復
活した亀井久幸 千(葉 に)も
警戒したい。

2014/06/10 : 東京中日スポーツ 伊藤克信賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 高橋 秀吉 秋田 88期
■チャレンジ 亀谷 隆一 神奈川 92期
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逃 切 まくり 追 込
26.７％ 31.１％ 42.２％
０.０

1982年８月11日生まれ､Ｂ型。
弥彦競輪サイクルチームＣＬＵＢ
ＳＰＩＲＩＴＳの１期生。｢顔より
太もも｡」のキャッチコピーが印
象的な、ガールズケイリンのポ
スターのモデルも務める。

インの選手で決まったスジ
車券は ・９％とやや上昇
している点を考えると、番
手差しでの１着が増えたと
考えてよさそうだ。
◆Ａ級１、２班戦◆

2014/09/18 : ＴｅＮＹ テレビ新潟賞/ＦⅡ
■Ａ級1、2班 鈴木 謙二 東京 97期
■チャレンジ 渋谷 錬 神奈川 103期

１着
２着
逃 残
21.５％
まくり
14.１％
追 込
30.４％
マーク
34.１％

弥彦競輪 2014年の最終戦
バンクと好相性の高瀬が中心

田中麻衣美選手インタビュー

２０１4年の弥彦競輪は
月のＦⅡ開催１回で終了
となる。９月までに行われ
たチャレンジ戦、Ａ級１、
２班戦の決まり手データを
分析してみた。
◆チャレンジ戦◆

2014/09/26 : 第56回弥彦王冠記念スポーツニッポン賞/ＦⅠ 2014/07/05 : ＮＳＴ賞/ＦⅡ
■Ｓ級 小埜 正義 千葉 88期
■Ａ級1、2班 伊東 翔貴 福島 100期
■Ａ級 三木 翔太 群馬 95期
■チャレンジ 一戸 康宏 埼玉 101期

チャレンジ戦は１３５レ
ース行われ、１着、２着の
決まり手の割合は右表の通
りだ。過去２年のデータと
比較すると、１着で追い込
みが増えて、２着でマーク
が減っているのが特徴。ラ

2014年 弥彦競輪 栄光に輝いた優勝者一覧

インターネット中継 弥彦競輪ＨＰ、ＫＥＩＲＩＮ．ＪＰ Ｓｔｒｅａｍ、ＵＳＴＲＥＡＭ（ＬＩＶＥ中継＝ＨＤ、標準）、ニコニコ生放送(ＬＩＶＥ)、ＹｏｕＴｕｂｅ（レースダイジェスト）

8月、９月
に続いての弥
彦出走になる
高瀬卓 埼(玉 )
が中心だ。祖
父母の出身地
が新潟県阿賀
野市水原で、 ースはできない と｣、弥彦
ご｢先祖様の では好走を見せる。８月、
地でヘタなレ ９月の出走では連勝で決勝
に勝ち上がり、決勝は４着
と２着。優勝まであと一歩
のところまできた。パワフ
ルな仕掛けに加え、マーク
戦でも結果を出せるタイプ
で、死角が少ない。３度目
の正直となるか。
今年度の弥彦最終開催だ
し、地元コンビにも注目し
たい。高峰賢治 山(梨 は)９
月の平塚で優勝。本当に久
しぶりのＶ奪取で、その後
も大きく崩れてはいない。
好位回りは約束されている
だけに、直線での抜け出し
は十分だ。
Ａ２の原田泰志 新(潟 は)
予選からのスタートになる

―落車による骨折から８月
の末に復帰しました。
前橋のガールズコレクシ
ョンを含めて４場所を走り
ましたが、成績が微妙です
ね 。
…
―６月 日の立川競輪で肋
骨を３本も折る大ケガを負
いました。
初(日３着で 決)勝に乗れ
るかもと、ちょっと無理を
してしまった。落車した直
後に再乗してゴールできま
したし、次の日も走れるか
なと思ったんですが 。
…い
ざ、病院で検査をしてみた
ら、肋骨が３本折れている
という診断でした。
折れた個所が背中の方だ
ったので、息をするにも痛
いし、くしゃみなんかした
ら大変でした。あと、擦過
傷もひどくて 。
…ジュクジ
ュクして 。
…
ー詳しく聞くだけで痛そう
ですね。
昨年が前厄で、今年は本
厄。前厄の昨年、神社で厄
払いをしてもらったのに、
うまくいきません。厄払い
効果で昨年４月に初勝利を
挙げたと思っていたのに、
８月に地元弥彦で鎖骨を骨
折。やっと体調が整ってき
て、成績も上向いてきたと
ころで、今年６月の落車で
すからね。厄年って本当に
あるんだなと、身を持って
感じています。
ーケガで欠場の間に、前橋
ＧＣの出走権がかかったガ
ールズケイリン総選挙の発

弥彦競輪スマートフォン版ライブ中継サイト

サテライト新潟
サテライト阿賀野

弥彦の秋

弥彦競輪場ガイダンスコーナー

0256-94-3154

弥彦競輪開催中、レース展開等の解説を行います。

菊まつり、紅葉

弥彦の秋といえば、彌彦神社の菊まつ
り(11/1～24)と、弥彦公園もみじ谷の
紅葉。色鮮やかな秋色に染まります。

ヤヒコザクラ
たこけやき

多目的施設｢ヤホール｣ ●
外
停車場通り
●
ＪＲ弥彦駅

苑

参宮

坂

通

り

社
家
通
り

弥彦公園
もみじ谷

神社通り ●
旅館、
大銀杏
土産物街

彌彦神社
御神木

●
●

●

婆々杉

● 弥彦競輪場

参道杉並木

通り
●
弥彦総合文化会館

城山通り

↓ＪＲ燕三条駅、北陸道三条燕ＩＣ

全国、世界各地のご当地グルメが集結する「第４
回国際ご当地グルメグランプリ」が10月４日(土)、
５日(日)の２日間、弥彦村「ヤホール前、弥彦公園
やひこ娘
広場」で開催され、２日間で６万９千人あまりの方
イカメンチ
グランプリ
がご来場されました。
を受賞
新潟県内外から｢Ｂ級グルメ｣51品が同グランプリ
に参加。弥彦村からエントリーした｢やひこ娘イカメ
ンチ｣が、来場者による投票で初のグランプリに選出
されました。
弥彦では名物の惣菜となっている｢イカメンチ｣。
弥彦競輪場セダ―ハウス内にある宝光院食堂でも提
供されていますので、ぜひご賞味あれ。
弥彦温泉旅館一覧
旅館名

客室数 収容人員 温泉

0256-94-2015
0256-94-2034
0256-94-2010
0256-94-2013
0256-94-2109
0256-94-5612
0256-94-2026
0256-94-2009

10室
10室
60室
19室
5室
15室
14室
15室

50名
50名
240名
100名
30名
60名
60名
60名

露天
風呂

○湯
○湯
○湯
○湯
○湯
○湯
○湯
○湯

立ち
日帰り
寄り湯 休憩

×
×
○
○
×
○
○
×

×
△
×
×
×
△
×
×

旅館名

電話番号

山本館
綜栄館
上州苑

○
○
○
○
×
○
○
○

客室数 収容人員 温泉

0256-94-2061
7室
30名 ○湯
0256-94-2279 11室
32名 ○湯
0256-94-2114 16室
60名 ×
その他宿泊施設
0256-94-2135
8室
30名 ×
0256-94-4711
8室
60名 ×
やひこ桜井郷温泉 日帰り温泉施設
0256-94-1126
―
―
○桜

冥加屋ハウス
彩食亭
さくらの湯

露天
風呂

日帰り
立ち
寄り湯 休憩

×
×
×

△
×
△

○
○
○

×
×

○
△

○
○

○

○

○

今年の弥彦競輪。開催は
４コーナー回った！ 最終
章の闘いを迎えています。
きっとカープはクライマッ
クスシリーズを制して、頂
上決戦へと進んでいる事で
しょう ←(希望大 。)昼は実
況、夜は日本シリーズ！
頑張るぞ。
競輪界は年間を通じて苦
しかった。選手会の騒動が
ありましたし、車券売上の
減少も言われています。何
とか改善に希望をと思いま
すが、どうかな？
私自身は今年、弥彦でイ
ベントやインタビュー、エ
ア実況等をやらせて頂いて
面白かったです。来年も機
会があれば更に進化させ、
喜んで頂きたいなと思いま
す。本業の実況も頑張らな
いとですけど 。
…
これ から冬も楽しみ一杯
です。新しくやる事も含め
て、ワクワクします。車券
がハズレる中で、資金が貯
まって良かった 笑( 。)
最近は自然災害や嫌な事
件も増えていますが、希望
をたくさん持てる来年を迎
えたいと思います。動じな
い心で、やらされるのでは
なく、積極的に物事をやり
たい。その中で、自分も相
手も愉しくなる日々を過ご
せればと思っています。
厳しい冬を越えた越後の
皆さんと、来春もお会い出
来たら良いなと思います。
筆者・小川雄一郎

information
弥彦山
彌彦神社
弥彦公園
→
弥彦駅
●

テレホンサービス
テレホンサービス
←至寺泊

競輪場
至岩室→

弥彦線

◆実況・結果(２車単・３連単） 0180-992-211
0180-992-212
◆結果(２枠複･２枠単)
◆結果(２車複･３連複･ワイド) 0180-992-213

大鳥居

◆弥彦競輪公式ページでは、地元専門紙情報
をＰＤＦ形式で配信しています。
車券購入の参考にしてください。
アドレス http://www.yahikokeirin.com

116
北陸自動車道
上越新幹線
←至東京

三条燕Ｉ.Ｃ
燕三条駅
至新潟→

８

◆弥彦競輪場◆
新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2621
◆自動車 北陸道・三条燕ICから30分
(競輪場には2000台収容の無料駐車場あり)
◆ＪＲ 上越新幹線・燕三条駅から弥彦線に
乗り換え弥彦駅下車、徒歩15分
◆弥彦競輪場行き無料バス
ＪＲ弥彦駅 発
10：30
ＪＲ吉田駅 発
11：40、12：40
ＪＲ東三条駅発
10：15※
※燕三条駅三条方面出口(10：30発)経由
全レース終了後、帰りの無料バスを運行。
吉田駅前行き、東三条駅前行き（吉田駅東
口および燕三条駅経由）

◆地元選手ビクトリー抽選◆ 本場開催日、毎日先着300名様に抽選券
を配布。競輪選手会新潟支部（新潟、長野、山梨）の選手が１着に
なると、インタビューと抽選を実施（引換 弥彦競輪場・案内窓口）
賞品 オリジナルＴシャツ。１回につき５名様。（引換は当日限り）
◆勝ち上がり１着選手(初日はＦⅠ・７Ｒ、ＦⅡ・６Ｒ以降。２日目は準決）
各級優勝者、メモリアル勝利者（通算100勝等）インタビュー＆プレゼント
インタビュー後に抽選。当選者には弥彦競輪グッズをプレゼント。
◆Ｗチャンス！ラッキーカード◆ 毎月第１、第３日曜日、先着500名
様にラッキーカードを配布（本場開催日、場外発売日ともに）。
チャンス１ 当日の第７レース２車単の配当金下２ケタで決定
賞品 場内食事券（500円分・引換は当日限り）
チャンス２ 配布日の翌開催日に当選番号を掲示。
賞品 車券購入券（3000円分）３名様（引換１週間以内）
◆お子様お菓子プレゼント◆ 各日先着100名のお子様

弥彦競輪場 特別観覧席
特別観覧席
弥彦競輪場

ＪＲ燕三条駅・弥彦競輪場行きバス停 案内図
←東京

非開催日の払戻し
非開催日の払戻し

◆162＃287-0256-94-4747 情報番号＃
◆弥彦競輪場(0256-94-2066)宝光院入場口前
◆前夜版(01＃)、出走表、結果(02＃)、日程表(03＃)
午前９時～午後４時（銀行休業日は休み)

弥彦本場開催

新幹線改札→
東三条→

弥彦競輪場 11月の開催日程

←弥彦

Ｆ
ＦＡＸ情報サービス
ＡＸ情報サービス

越後線

吉田駅

弥彦線

地元予想紙

弥彦競輪場ファンサービス
弥彦競輪場ファンサービス
夏だ！Ｇｏ
Ｇｏ 花火大会

交
交通アクセス
通アクセス

弥彦競輪インフォメーション

新潟→

燕口
燕三条駅２Ｆ 階段
待合室→

●← バスのりば

弥彦線改札→
←びゅうプラザ

三条口

弥彦競輪場行きバス停

場外発売

第32回 希望と言う名の光

◆Ｓ特観席（ゴール前）◆ 56席、1000円。フリードリンク、おしぼり付き
◆Ａ特観席（１コーナー）◆ 185席、500円。フリードリンク、おしぼり付
き。場外発売日は無料です（ドリンクは有料）。
※Ｓ、Ａ特別観覧席入場券に「当たり」の印字があったら、場内食事券
（500円分）をプレゼント！（確率は10分の１）
◆ロイヤルルーム クレッセント◆ 20席 入場料 2000円（フリードリン
ク、専門紙、お菓子、おしぼり付き）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11月

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
松山記念 ＧⅢ

弥彦 ＦⅡ
2014
最終開催

立川
ＦⅠ

千葉
ＦⅠ

高松記念 ＧⅢ

tv@yahikokeirin.comＦＡＸ番号 ０２５６ ９-４ ２-３９７

※使用源泉名を湯神社温泉＝湯、桜井郷温泉＝桜で表記。立ち寄り湯＝食事なし入浴のみ。△印は無料休憩室なし。日帰り休憩＝昼食または夕食付き日帰り利用。

Ｅ メ-ール

旅館清水屋
弥彦館 冥加屋
四季の宿 みのや
名代家
みますや旅館
ホテルヴァイス
お宿だいろく
割烹の宿 櫻家

電話番号

前橋 ＦⅠ

競輪祭
小倉 ＧⅠ

西武園ＦⅠ 岸和田
記念

「スピ★スタ中継」へのメッセージを募集しています。感想、質問、新企画など、何でもお送りください。

弥彦観光協会ホームページ http://www.e-yahiko.com 弥彦観光案内所

