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本日のご来場　誠にありがとうございます 
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第5回 8日2節

● 開門予定時間
● 第１Ｒスタート展示 
● 外向発売時間　　　 

10時00分 
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 7時30分
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2019年度
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3064 山　崎　昭　生　 香川 香川 A2 5.59 丸　亀 １３２２６１５３５１６ 3911 鈴　木　　　猛　 東京 東京 B1 4.91 江戸川 ６５４２３２５１５４ 4485 楠　原　正　剛　 福岡 福岡 B1 5.11 福　岡 １３６２６Ｆ４

3261 大　川　茂　実　 岡山 岡山 B1 4.58 児　島 ３２４６６５６２２６ 3918 深　井　利　寿　 滋賀 滋賀 A1 6.95 びわこ １４１２２２１４２ 4513 河　野　真　也　 福岡 宮崎 A2 6.05 福　岡 ６３３３５４５５５１

3339 泉　　　具　巳　 兵庫 大阪 B1 5.01 宮　島 １３２４６６５５４ 3921 川　村　正　輝　 福井 福井 A2 5.70 三　国 １３３３２３６２３５１ 4529 嶋　　　義　信　 香川 香川 B1 3.76 丸　亀 ６４３５６３６２転

3398 有　田　　　岳　 埼玉 埼玉 B1 3.89 桐　生 ４４６３６６５５ 3981 今　坂　晃　広　 静岡 静岡 B1 5.20 常　滑 ６３２３４４６５３ 4549 小　林　文　彦　 福岡 福岡 B1 4.38 芦　屋 ４エ２１転４５１４

3546 中　里　昌　志　 埼玉 埼玉 A2 5.43 平和島 ３１３２４１３３ 3988 古　川　誠　之　 愛知 愛知 A1 6.36 蒲　郡 １１５２４２６１１ 4630 岩　永　雅　人　 愛知 愛知 A2 5.89 蒲　郡 ４４３４２１６５

3606 川　北　浩　貴　 滋賀 滋賀 A1 7.99 びわこ ４１１３２１１１１ 4044 湯　川　浩　司　 大阪 大阪 A1 7.25 住之江 ２２１１２１１３１ 4712 冨　好　祐　真　 兵庫 兵庫 B1 4.02 宮　島 ５５５６５４３５

3624 大　石　和　彦　 静岡 静岡 B1 3.84 蒲　郡 ４６４６５４１５ 4161 黒　柳　浩　孝　 愛知 愛知 A2 5.77 蒲　郡 １５４３２１Ｆ３ 4719 上　條　暢　嵩　 大阪 大阪 A1 7.38 住之江 ５１１２２２２６２

3626 中　林　秀　人　 大阪 大阪 B1 3.88 下　関 ５４４１５２２５３２３ 4172 森　定　晃　史　 岡山 岡山 A1 6.50 児　島 １３３３３１２２３３３ 4890 石　川　　　諒　 山口 山口 B2 2.98 徳　山 ２３４４１５１３５

3654 武　田　光　史　 福井 福井 A1 6.97 三　国 １４１２１４１２５１ 4200 早　川　尚　人　 大阪 大阪 B1 4.35 丸　亀 ３６４３４３５４５ 4896 花　本　　　剛　 山口 山口 B2 4.00 鳴　門 ４２６５５１３４

3683 小　羽　正　作　 福岡 熊本 A2 5.70 福　岡 ３４４６１４４４２５３ 4202 浮　田　圭　浩　 岡山 岡山 B1 5.08 福　岡 ４１５５ 4905 土　井　祥　伍　 大阪 大阪 B1 4.00 住之江 Ｆ５４６６５６

3755 吉　村　和　也　 長崎 長崎 B1 4.69 児　島 ４２３６４５３３ 4213 重　富　伸　也　 長崎 長崎 B1 4.04 芦　屋 ５６２２６６６６１ 4948 木　場　悠　介　 長崎 鹿児島 B1 4.14 芦　屋 １６５５３転３１２

3769 佐　竹　恒　彦　 滋賀 滋賀 A2 5.80 蒲　郡 １３５３２４５３２ 4250 藤　川　利　文　 福岡 福岡 B1 4.26 芦　屋 転２６６４５５４２ 4973 栗　原　直　也　 埼玉 埼玉 B1 2.15 戸　田 ６５４５３３４５

3800 牧　　　宏　次　 東京 神奈川 A1 6.32 平和島 ５６３３２４４３１ 4393 田　中　孝　明　 福岡 福岡 A2 5.70 福　岡 ５６１２３４Ｆ 5036 福　田　翔　吾　 大阪 大阪 B1 2.32 住之江 ５４５Ｆ６５６６

3814 金　子　貴　志　 福井 福井 A2 5.76 三　国 ５４４５３１３５４６６ 4404 岸　蔭　　　亮　 兵庫 兵庫 A2 5.51 びわこ １１６落６２２Ｆ６ 5067 山　田　真　聖　 山口 山口 B2 1.55 徳　山 ４４４６６６３６５

3859 多羅尾　達　之　 東京 神奈川 B1 4.07 江戸川 ５４５２６４３６６３ 4424 松　尾　昂　明　 福岡 福岡 A1 6.59 福　岡 ２４５２５１３６４１２

3888 山　本　英　志　 東京 広島 A2 6.18 平和島 ３２２２２２４ 4430 永　田　秀　二　 東京 東京 A1 6.54 江戸川 ２２４１１１２

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　

ダイスポ選抜戦

 

純烈ＣＤ購入者特典会
純烈のＣＤ販売を実施！
また、ＣＤをご購入いただいた方を対象とした特典会を実施

予定です。特典会の内容は当日発表します。
■ 時間：（１）純烈ライブⅠ回目終了後
　　　　 （２）純烈ライブ２回目終了後

　　　　 （３）純烈予想会終了後
※実施時間は予告なく変更となる場合がございます。
■ 場所：大屋根下ステージ横

優勝選手表彰
尼崎第１２Ｒ終了後、大屋根下ステージにて行います。

■ 時間：尼崎第１２Ｒ終了後

■ 場所：大屋根下ステージ

ボートレース初心者コーナー
■ 時間：開門～尼崎第１２Ｒ発売締切（１６：２５頃）

■ 場所：メインスタンド１階特設コーナー

・ボートレース予想大会

　どなたでも気軽にご参加いただける、６色を使った予想ゲーム！

・ＢＯＡＴＲＡＣＥ ＶＲでリアル体験！

　ボートレーサーの視点から見るレースの迫力を疑似体験しよう！

　対象年齢：小学生以上（１３歳未満の方は、保護者の方の同意

　が必要となります。）

・ボート展示コーナー

　本物のボートに乗って記念撮影！

・初心者向けサポートコーナー

　初心者の方向けにボートレースの

　楽しみ方をレクチャーします。

　　　　 イベント

8/ ２5（日）

 

8/ 25（日）

純烈ライブ
純烈によるライブを実施！

■ 時間

 （１）尼崎第６Ｒ発売開始

        （１２：３０頃）～

 （２）尼崎第８Ｒ発売開始

        （１３：３０頃）～

■ 場所：大屋根下ステージ

8/ ２9（木）

 
　　　　 インフォメーション

尼崎わんぱく屋台
旬を盛り込んだ定番屋台が登場！

■ 時間：開門～尼崎第１２Ｒ発売締切（１６：２５頃）　

■ 場所：大屋根下広場

ボートレーサーグッズ抽選会
当日の尼崎未確定舟券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６Ｒ発売開始（１２：３０頃）～

　　　　 無くなり次第終了

■ 場所：５階指定席

【賞品】

　１等：サマーブルゾン・・・５名様

　２等：ポロシャツ・・・１０名様

　３等：タンブラー・・・２５名様

　４等：タオル・・・５０名様

　５等：ボールペン・・・２５０名様

純烈予想会
純烈と一緒に尼崎本場レースを予想しよう！

さらに、純烈が予想した尼崎第１１Ｒの買い目と同じ舟券をご

購入いただいた方に、抽選で純烈のサイン入りオリジナルグッ

ズが当たる抽選会も同時実施！
■ 時間：尼崎第９Ｒ発売開始（１４：０５頃）～

■ 場所：大屋根下ステージ

【抽選会参加方法】

 予想会終了後（１４：２５頃～）より、予想会で純烈が予想

 した当日尼崎第１１Ｒの買い目と同じ未確定舟券５００円分

 をご提示いただいた方先着１００名様に抽選券を配布します

（お１人様１枚まで）。尼崎第１１Ｒ終了後（１５：５０頃
　～）より当選者を発表しますので、賞品をお受け取り下さい。

【抽選券配布時間】
　１４：２５頃～１５：３０

【当選発表＆賞品引換時間】

　１５：５０頃～１６：２５

【賞品】

　純烈オフィシャルタオル（サイン入り）・・・１０名様

 
ボートレースの醍醐味はなんといっても「まくり」！！

この節、決まり手「まくり」で勝利した選手に「まくり手当」を

支給します。

「まくり水面尼崎」の復活と「レースの活性化」を図る企画レース

に乞うご期待！！

 


