
主催：尼崎市主催：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 
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本日     日目4

主催：尼崎市

第7回 4日1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 
10時17分
 7時30分

10月14日(月)  2019年

2019年度

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

3141 山　来　和　人　 東京 東京 B1 3.70 住之江 ６４６１４３６５ 4016 西　川　新太郎　 愛知 愛知 A2 6.01 びわこ ４３１１６３６３６Ｆ６ 4648 木　村　亮　太　 兵庫 大阪 B1 4.45 下　関 ３２３５６６１５６５

3284 渡　邊　伸太郎　 佐賀 佐賀 A1 6.53 福　岡 ４４１２２６１２４２ 4043 桐　本　康　臣　 三重 三重 A1 6.41 徳　山 １５４５３６４５５ 4672 守　屋　大　地　 岡山 岡山 B1 4.08 三　国 ４５６４４１

3305 小　野　信　樹　 岡山 岡山 B1 3.60 福　岡 ２１２５６１６５６１６ 4066 東　本　勝　利　 三重 三重 A1 6.48 住之江 １２３４１１１４１ 4689 豊　田　　　結　 静岡 静岡 B1 3.87 芦　屋 ３４３５６４５５Ｆ２

3489 大　場　　　敏　 静岡 静岡 A1 7.08 福　岡 ４２３５６２４２４６２ 4094 中　島　真　二　 福岡 福岡 B1 5.02 唐　津 ４５２６５６１５ 4691 水　原　　　慎　 徳島 徳島 B1 4.87 常　滑 ５妨５２６４

3514 山　一　鉄　也　 福岡 福岡 A1 6.32 戸　田 ３１５２１ 4114 深　澤　達　徳　 東京 山梨 B1 4.84 芦　屋 ２５４３１５４２３ 4775 千　葉　真　弥　 静岡 静岡 B1 4.51 芦　屋 ３６４６５２５２３４

3523 寳　田　亮　治　 福岡 福岡 A2 5.49 三　国 ５６５５４３３ 4118 宇佐見　　　淳　 愛知 愛知 A2 5.74 常　滑 １３２５１４２４ 4793 金　子　　　萌　 静岡 静岡 B1 5.12 常　滑 ２６５２３１５

3529 松　本　勝　也　 兵庫 兵庫 A1 6.54 戸　田 ３１５１４３６ 4264 長　尾　章　平　 山口 山口 A1 6.28 戸　田 ２６３６３５３４１ 4804 高　田　ひかる　 三重 三重 A2 6.01 芦　屋 １２３３１３１１４２

3573 前　本　泰　和　 広島 広島 A1 7.80 三　国 ２１１１１１ 4301 関　　　裕　也　 福岡 福岡 A1 6.44 大　村 ３１４２１５１３２４１１ 4833 吉　崎　悠　司　 福井 富山 B1 4.55 住之江 ４１４６１１５１４

3663 木　山　和　幸　 広島 広島 A2 5.57 丸　亀 Ｆ２４３２４３ 4319 三　宅　　　潤　 大阪 大阪 A2 6.09 児　島 ２２４１３４６２６１５ 4845 前　田　紗　希　 埼玉 埼玉 B1 4.71 大　村 ２５２３１５５４２３

3705 濱　田　隆　浩　 大阪 大阪 B1 4.80 蒲　郡 ３２６６４６ 4399 松　本　晶　恵　 群馬 群馬 A1 6.90 芦　屋 ５１２３１１２３１２ 4877 鈴　谷　一　平　 兵庫 兵庫 B1 3.92 常　滑 ６５６３１５

3858 織　田　　　猛　 佐賀 佐賀 B1 4.97 福　岡 ２１６２５１６３６ 4411 沢　田　昭　宏　 大阪 大阪 B1 4.86 丸　亀 ３４２２３２２４１４ 4912 中　山　将　太　 福井 富山 B1 4.13 ― Ｆのため３０日欠場

3867 松　浦　　　勝　 愛知 愛知 B1 3.92 福　岡 ３５３３５５２２ 4434 田　中　辰　彦　 広島 広島 A2 5.54 戸　田 １１３１２ 4930 佐　藤　　　悠　 福井 石川 B1 3.88 ― Ｆのため３０日欠場

3892 草　場　康　幸　 佐賀 佐賀 A2 5.79 戸　田 ２３５２２３２ 4442 松　竹　大　輔　 愛知 愛知 B1 5.20 　津　 ４５１４３１２ 5030 金　子　千　穂　 群馬 群馬 B2 1.23 大　村 ６６６６５６６６６

3903 白　石　　　健　 兵庫 兵庫 A1 7.06 三　国 ５５１２２３４１ 4581 吉　村　　　誠　 静岡 静岡 A2 5.62 三　国 ２３２２３２４ 5078 山　川　波　乙　 三重 三重 B2 ― ― Ｆのため３０日欠場

3925 大　田　　　誠　 山口 山口 B1 4.50 芦　屋 ５４２６４３６４ 4596 葛　原　大　陽　 徳島 徳島 A2 5.83 常　滑 ３２１３２１

3932 池　田　浩　美　 静岡 静岡 B1 4.44 浜名湖 ５１２６５２４３１ 4610 佐　藤　大　佑　 東京 千葉 A2 5.66 若　松 １１４２２２

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　

大阪王将
選 抜 戦
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　　　　 今節出場選手　

   

　　　　 イベント

ＢＯＡＴＲＡＣＥ尼崎×

ＲＥＮＡＩＳＳＡＮＣＥ(ルネサンス)

スポーツイベント 第１回
各教室受付は１０時から大屋根下広場で行います。各教室定員と
なり次第、受付終了とさせていただきます。

※お申込みは当日受付のみとなります。各教室とも開始時間に関

　わらず、開門１０時からの一斉受付となりますので、ご注意く
　ださい。

※「幼児～小学生」を対象とした教室はお子さまご本人と保護者
　同伴でお並びください。

※場内の指定席券をお持ちの方は、先行して９：４５にご入場い

　ただけるため、先に列にお並びいただけます。指定席券の購入
　方法はボートレース尼崎のホームページをご確認ください。

※各教室ごとに受付を行うので、複数の教室の同時受付はできま
　せん。一つの教室の受付が済みましたら次に希望する教室の受

　付へ再度お並びいただく必要があります。

【走り方教室】

速く走るために必要な要素をトレーニングで身につける体験型イ

ベント！正しい姿勢、腕の振り方、色々なジャンプトレーニング、
スタートの仕方まで学びます。総合スポーツメーカーであるミズ

ノのオリジナルツール「ダッシュドライバー」を活用し、楽しく

指導します。

■ 対象：幼児～小学生　■ 定員：各回５０名 

■ 時間：（１）１０：３０頃～１１：３０頃

　　　　 （２）１３：３０頃～１４：３０頃
■ 場所：大屋根下広場

【グループファイト】

総合格闘技をはじめ、ボクシング、ムエタイ等、様々な格闘技の
動きをエキサイティングな音楽に合わせて楽しむプログラム！脂

肪燃焼はもちろんストレス発散、体力向上におすすめ！

■ 対象：成人向け　■ 定員：２５名 

■ 時間：１２：００頃～１２：４５頃　
■ 場所：５階特別観覧スペース「ＲＯＫＵ」

【グループグルーヴ】

身体を動かせる人なら誰でも楽しめる！様々なダンス要素を取り
入れ、最新のヒット曲から懐かしの曲の数々に合わせてレッツダ

ンス！

■ 対象：成人向け　■ 定員：２５名 
■ 時間：１５：１５頃～１６：００頃　

■ 場所：５階特別観覧スペース「ＲＯＫＵ」

10/ 19（土）

　　　　 インフォメーション

 

 

 

メインスタンド外壁の防水工事等により足場を

設置しております。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいた

します。

"ファイナルデ―"優勝戦大還元抽選会
現金１万円などが当たる抽選会！

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１０回までご参加いただけます。

■ 時間：尼崎第１Ｒ発売開始（１０：２０頃）～

　　　　 無くなり次第終了

■ 場所：３階インフォメーション横

【賞品】

　１等：現金１０,０００円・・・１名様

　２等：現金１,０００円・・・１０名様

　３等：現金５００円分・・・１５０名様

　４等：７階ロイヤルシート招待券・・・５名様

　５等：５階指定席招待券・・・１０名様

　６等：うまい棒・・・３２４名様

10/ 16（水）

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

２０１９年１０月１９日(土)より舟券情報満載の

ピット解説「センプルｃｈ」がスタートします！

レギュラー解説者には昨年現役を引退した元大阪支

部小島幸弘氏を迎え、ＢＯＡＴＲＡＣＥ尼崎の展示

解説・レース予想に加え、本番直前までの総力取材

による選手コメントなどここでしか得られない最新

情報をピットからお届けします。

ぜひ舟券攻略の参考にお役立てください！

なお、「センプルｃｈ」は本場映像、ＢＯＡＴＲＡ

ＣＥ尼崎ＨＰのレースライブ、ＪＬＣなどでお楽し

みいただけます。

２０１９年１０月よりピット解説
「センプルｃｈ」がスタート！！

 

オートレーサー・森且行選手

スペシャルトークショー
■ 時間：（１）尼崎第７Ｒ発売開始（１３：００頃）～
　　　　 （２）尼崎第１０Ｒ発売開始（１４：４０頃）～

■ 場所：大屋根下ステージ

10/ 19（土）

  


