
主催：尼崎市

12Ｒ　　　　　　　
予選特選

本日のご来場　誠にありがとうございます 
 出走表

本日     日目2

主催：尼崎市

第11回 2日　平成30年度

● 開門予定時間
● 第１Ｒスタート展示 
● 外向発売時間　　　 

10時00分 
10時17分
 7時30分

2 月20日(水)平成31年

１

4296 岡　崎　恭　裕

２

4388 是　澤　孝　宏

３

4515 藤　田　浩　人

４

4272 大　場　広　孝

５

3568 木　村　光　宏

６

4565 西　村　豪　洋

 優 勝 戦  準優勝戦 
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２/ 19 20 21 22 23 24 25  水 木 金 土火

ＭＡＸ・邦丸賞

６８２ｃｈ

日

６８３ｃｈ ６８２ｃｈ

登番 支部 出身地 級 勝率 前走地 前走地成績 登番 支部 出身地 級 勝率 前走地 前走地成績 登番 支部 出身地 級 勝率 前走地 前走地成績

3245 池　上　裕　次　 埼玉 埼玉 A2 5.70 常　滑 ２３２６２４１４ 3879 中　村　　　格　 岡山 岡山 B1 3.84 常　滑 １４５１６４５ 4515 藤　田　浩　人　 佐賀 佐賀 A1 6.29 芦　屋 ５４６６１３５６４

3376 萩　原　善　行　 群馬 群馬 B1 3.69 戸　田 １６６５６４５ 3885 久　田　　　武　 愛知 愛知 B1 4.94 戸　田 ３５２１４５５ 4540 相　原　利　章　 東京 東京 B1 4.27 徳　山 １４４３１４３３４６３

3434 松　尾　宣　邦　 福岡 福岡 B1 5.32 平和島 ３２１２Ｆ４４５ 4022 待　鳥　雄　紀　 福岡 福岡 A2 5.97 丸　亀 ５１１２２２３５５２ 4565 西　村　豪　洋　 愛知 愛知 B1 3.58 大　村 ４４３５４６６２１３

3445 加　藤　高　史　 埼玉 東京 A2 5.42 戸　田 １６２４２１５ 4028 田　村　隆　信　 徳島 徳島 A1 6.99 鳴　門 １１３３４２３５１ 4566 塩　田　北　斗　 福岡 福岡 A1 6.39 芦　屋 ５１２１５５５１

3477 近　藤　稔　也　 徳島 徳島 B1 4.01 鳴　門 １１落４４５１２ 4072 森　永　　　淳　 佐賀 佐賀 A1 7.30 ― Ｆのため３０日欠場 4594 谷　川　祐　一　 滋賀 滋賀 A1 6.27 住之江 ６３５

3538 菊　池　峰　晴　 群馬 栃木 A2 5.97 桐　生 １５２４２３６２１ 4092 岡　部　大　輔　 佐賀 佐賀 B1 4.78 大　村 ３３４２２４４５２５ 4596 葛　原　大　陽　 徳島 徳島 A2 5.80 鳴　門 ２１３２６３６５

3568 木　村　光　宏　 香川 香川 A1 6.51 鳴　門 ４５４２５３１４３ 4103 山　崎　善　庸　 埼玉 東京 B1 4.87 大　村 ３５３６５２４３３４ 4656 大　崎　　　翔　 兵庫 兵庫 B1 4.89 蒲　郡 １５６６１３６６３転

3584 佐々木　英　樹　 広島 広島 A2 5.89 大　村 ６５４４６３ 4254 川　島　圭　司　 滋賀 滋賀 A2 6.11 戸　田 ２１６３４１３１ 4700 金　子　和　之　 埼玉 新潟 B1 4.92 戸　田 ５６２１４１１５５

3673 小　林　　　享　 群馬 群馬 B1 4.11 下　関 ６３３３４４２６ 4257 古　川　　　健　 広島 広島 A2 5.59 平和島 ６２１５３転１１２６６ 4857 加　藤　翔　馬　 兵庫 兵庫 B1 4.63 大　村 ２４４６２２３

3710 吉　永　泰　弘　 香川 香川 B1 4.83 多摩川 ６６２４２６２ 4272 大　場　広　孝　 福岡 福岡 B1 5.37 平和島 ３４１５４１３３６３ 4877 鈴　谷　一　平　 兵庫 兵庫 B1 4.89 丸　亀 ６５４６６２２６

3729 松　田　英　数　 佐賀 佐賀 B1 4.40 唐　津 ５６５６ 4277 金　田　大　輔　 岡山 岡山 A2 5.89 常　滑 ３６１１６３１１ 4942 柴　田　朋　哉　 福岡 福岡 B1 3.03 下　関 妨２５３４５３３５

3742 宮　地　秀　祈　 福岡 福岡 A2 5.52 浜名湖 ５１５２２５１３６１４ 4296 岡　崎　恭　裕　 福岡 福岡 A1 7.33 芦　屋 ４３１３２１Ｆ３ 5001 坂　本　雅　佳　 岡山 岡山 B2 1.45 宮　島 ６５５４４６６５６

3804 中　渡　修　作　 福岡 鹿児島 B1 5.20 唐　津 ４１２３３４２４３４２４ 4318 桑　原　将　光　 東京 東京 A2 5.99 桐　生 ３１３５５２５４１ 5016 宮　田　龍　馬　 兵庫 兵庫 B2 1.39 下　関 ５６６４６６６５５

3812 山　崎　聖　司　 東京 千葉 B1 3.91 蒲　郡 ６５４４５６２１５ 4388 是　澤　孝　宏　 滋賀 京都 A2 6.02 住之江 ５５４ 5032 谷　口　知　優　 香川 愛媛 B2 1.42 びわこ ６３６４６５４

3828 明　石　正　之　 兵庫 兵庫 A1 6.68 蒲　郡 ３５２２２３転欠 4453 永　田　郁　弥　 愛知 愛知 B1 3.68 多摩川 ４６５３２４ 5059 冨　田　　　祥　 香川 香川 B2 ― 下　関 ６６６６６６６６４

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　

月

６８２ｃｈ

 準優進出戦 

 

ＢＴＳ梅田にてフォーメーション投票に

よる勝舟投票券をご購入されたお客様へ

フォーメーション投票による投票券の払戻を

ご希望の方は、１０１投票所、３０１投票所、

５０１投票所、５０２投票所、早朝前売投票所

に設置してあります、大口払戻窓口をご利用く

ださい。

家族でピザランチ！抽選会
４種の味が楽しめるクワトロピザが抽選で各回１０組、計３０組に

当たる！

※ピザの引き換えには当日の尼崎未確定舟券２００円分が必要です。

■ 受付時間：１０：００～

■ ピザお渡し時間：(1)１１:３０ (2)１２:３０ (3)１３:３０

■ 実施場所：大屋根下広場

■ 参加対象：小学生以下のお子様を含むご家族

わんぱくフードマルシェ
尼崎市内の飲食店が屋台となって登場！

■ 時間：開門～尼崎第１２Ｒ発売締切　■ 場所：大屋根下広場

『ＳＧ第５４回ボートレースクラシック

（戸田）』オリジナルノベルティプレゼント
ご来場先着１,０００名様にオリジナルかりんとうをプレゼント！

■ 時間：開門～　※無くなり次第終了

■ 場所：正門、西門付近

↓ 得点率上位２４名

↓ 各レース上位３名

↓ 各レース上位３名

　準優勝戦　　（６日目１１Ｒ・１２Ｒ）

　優　勝　戦  （最終日１２Ｒ）

　予　　　選  （初日～４日目）

　準優進出戦  （５日目９Ｒ～１２Ｒ）

（詳しくは裏面の実施要綱抜粋欄をご覧下さい）

 

今開催は準優進出戦方式です 

　　　　 イベント

2/ 24（日）

『ＳＧ第５４回ボートレースクラシック

（戸田）』平成最後ＳＧスペシャル抽選会
当日の尼崎もしくは戸田の未確定舟券１,０００円分以上につき

１回、お一人様最大５回までご参加いただけます。

■ 時間：尼崎第９Ｒ発売開始～　※無くなり次第終了

■ 場所：３階インフォメーション横

　　　　 インフォメーション

"ファイナル７マッチ”キャンペーン
尼崎の舟券を購入頂いた方に、現金１万円が当たるチャンス！

【参加方法】

　開催初日～最終日前日の間に、場内インフォメーションにて当日

　の尼崎未確定舟券１,０００円分以上ご提示頂いた方各日先着１0

　０名様に、「ファイナルマッチ７カード」を配布します。

　カードに書かれた「３桁」の番号と、最終日尼崎第７Ｒの３連単

　配当額の「下３桁」の番号が一致した方６名様に、現金１万円を

  プレゼント！

■ カード配布日時：２月１９日（火）～２月２４日（日）

　　　　　　　　 　開門～無くなり次第終了

　　　　　　　　 　※または尼崎第１１Ｒ締切まで

■ 賞品引換日時：２月２５日（月）

　　　　　　　　 尼崎第７Ｒ確定後～尼崎第１２Ｒ発売締切

■ カード配布場所：インフォメーション

■ 賞品引換場所：インフォメーション前

2/ 20（水）～25（月）

2/ 24（日） 前園真聖×ボートレーサー金子龍介選手

夢は叶う！スペシャルトークショー
元サッカー日本代表・前園真聖さん

とボートレーサー金子龍介選手（兵

庫支部）によるトークショー！！

■ 時間：尼崎第６Ｒ発売開始～

■ 場所：大屋根下ステージ

　※複数イベントでの未確定舟券の兼用はできません。

キックダーツにチャレンジ！
サッカーとダーツが融合した新感覚スポーツゲーム！

さらに１４:００頃より前園真聖さんと金子

龍介選手にも参加してもらい、ボールを蹴る

コツをお教えします！

■ 時間：開門～尼崎第１２Ｒ発売締切

■ 場所：大屋根下広場

■ 参加対象：小学生以下のお子様

ＢＯＡＴＲＡＣＥ尼崎オリジナルグルメ

「尼ちゃんクリームうどん（仮称）」

 ＰＲ販売
■ 時間：開門～尼崎第１２Ｒ発売締切

　 ※売切れ次第終了

■ 場所：大屋根下広場

2/ 24（日）

 

 

  

１２７期ボートレーサー募集説明会
学校や試験についての説明、選手の体験談や質疑応答、１次模擬

試験、レース見学、ペアボートなど

■ 場所：ボートレース尼崎

※事前申し込みが必要です。詳しくはＨＰをご確認下さい。

2/ 23（土）・24（日）


