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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6

主催：尼崎市

第8回 6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

11月19日(火)  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

3151 落　合　敬　一　 長崎 長崎 B1 4.95 蒲　郡 １６１ 3734 宮　田　政　勝　 福岡 福岡 B1 4.71 常　滑 ２６５４３５４６４ 4295 小　坂　尚　哉　 兵庫 大阪 A1 6.44 丸　亀 ６３３４４３１５

3246 星　野　政　彦　 兵庫 兵庫 B1 4.83 三　国 ３４５４２６６３５ 3742 宮　地　秀　祈　 福岡 福岡 B1 5.23 三　国 ４３１５ 4356 長　岡　良　也　 兵庫 兵庫 A2 6.19 三　国 ３４１３４３２

3346 宮　本　裕　之　 兵庫 大阪 B1 5.22 宮　島 ６１２５１２３３３５１ 3743 林　　　美　憲　 徳島 徳島 A1 7.07 多摩川 １５５１４１６１ 4417 服　部　　　剛　 静岡 静岡 B1 4.63 鳴　門 ４６３３４３３

3401 上　田　隆　章　 香川 高知 A2 5.67 住之江 ２４４４２１３３１２ 3761 山　本　光　雄　 滋賀 滋賀 A2 5.94 住之江 ６５１５３６２５２ 4436 渋　谷　明　憲　 大阪 大阪 A2 5.64 福　岡 １１２３３３１２４２１

3414 加　瀬　智　宏　 群馬 群馬 A2 5.76 常　滑 ２３４１３１３ 3911 鈴　木　　　猛　 東京 東京 B1 4.91 住之江 １２１２６４１５４１ 4503 上　野　真之介　 佐賀 佐賀 A1 6.81 江戸川 ２３１２１３

3463 乙　津　康　志　 東京 東京 A2 5.80 多摩川 ３５５２５５４１ 4010 越　智　照　浩　 香川 愛媛 B1 4.52 　津　 １５５５６６４５５ 4523 中　村　辰　也　 長崎 長崎 A1 6.25 － Ｆのため６０日欠場

3508 久　富　政　弘　 佐賀 佐賀 B1 5.01 戸　田 １３５６５４６５２ 4031 飯　島　　　誠　 埼玉 埼玉 B1 3.97 若　松 ６２６５５５５６６ 4528 黒　井　達　矢　 埼玉 埼玉 A2 5.71 江戸川 ３２５１３１６１

3532 柴　田　　　光　 群馬 群馬 A1 6.30 鳴　門 ２１６１２４４４４１３ 4092 岡　部　大　輔　 佐賀 佐賀 B1 5.08 鳴　門 ３３１４４３４１２３ 4593 小　坂　宗　司　 大阪 大阪 B1 5.23 常　滑 ３５１１５５１３４２３

3548 室　田　泰　史　 福井 福井 B1 5.03 びわこ １２２１４３３５１ 4122 安　東　幸　治　 福岡 福岡 A2 5.46 住之江 ５３４１４２４１１ 4626 伊　藤　紘　章　 愛知 愛知 B2 3.57 江戸川 ４５１４１５２６１

3555 野　添　貴　裕　 大阪 大阪 A1 6.66 福　岡 ４１３１２１Ｆ４１ 4146 柳　橋　宏　紀　 滋賀 京都 A2 5.49 － Ｆのため３０日欠場 4636 赤　池　修　平　 徳島 徳島 B1 4.50 多摩川 ６２４６５２１６

3558 山　本　浩　次　 岡山 大阪 A2 5.40 常　滑 ２１１４１５１５ 4172 森　定　晃　史　 岡山 岡山 A1 6.50 三　国 １３４１１１１１ 4640 山ノ内　雅　人　 福岡 福岡 B1 4.56 多摩川 ３５５５３４２２３

3574 大　神　康　司　 福岡 福岡 A1 6.31 下　関 １５４２５５４４３６１３ 4214 林　　　祐　介　 岡山 岡山 A2 5.57 びわこ ４１６４３３１１ 4894 原　村　拓　也　 香川 香川 B2 2.84 若　松 ３４４３３４６転５

3624 大　石　和　彦　 静岡 静岡 B1 3.84 下　関 ５１４２４５６４３ 4215 吉　島　祥　之　 愛知 愛知 A2 5.89 － Ｆのため３０日欠場 4995 田　邉　亮　蔵　 東京 千葉 B1 2.41 三　国 ４６６６５６５５５

3654 武　田　光　史　 福井 福井 A1 6.97 戸　田 ２３５６６６２５１ 4232 笠　　　雅　雄　 福岡 福岡 B1 3.88 福　岡 ６３６６５４ 5050 木　下　雄　介　 滋賀 京都 B2 1.48 － Ｆのため３０日欠場

3685 荒　井　輝　年　 岡山 岡山 A2 6.17 多摩川 １３４４２３１３１ 4234 野　相　弘　司　 福岡 福岡 B1 4.72 江戸川 １１６４５４３１ 5082 一　色　凌　雅　 愛知 愛知 B2 － びわこ ３６６Ｆ４

3722 西　村　秀　樹　 福岡 福岡 B1 4.73 多摩川 ３２６５１６３４３２ 4285 伴　　　将　典　 愛知 愛知 B1 4.68 常　滑 ４３２１４６５６１６

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　

 優 勝 戦  準優勝戦 
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６８４ｃｈ

ニッカン
選 抜 戦

６８４ｃｈ ６８４ｃｈ６８７ｃｈ ６８４ｃｈ６８５ｃｈ

     

ＢＯＡＴＲＡＣＥ尼崎×
ＲＥＮＡＩＳＳＡＮＣＥ(ルネサンス)
スポーツイベント 第４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。

【シナプソロジー】

ルネサンスオリジナルの脳活性化メソッド「シナプソロジー」を
活用して楽しみながら脳に刺激を与えます！集中力・記憶力アッ
プに！皆さんで「脳力アップ」しましょう！
■ 対象：幼児～小学生　■ 定員：各回５０名 
■ 時間：（１）１３：００頃～１４：００頃
　　　　 （２）１５：１０頃～１６：１０頃
■ 場所：大屋根下広場

【ＫＯＢＡトレ】

サッカー日本代表の長友佑都選手をはじめ、多くのトップアスリ
ートを指導してきた体幹トレーニングの第一人者、木場克己氏
によるレッスンが直接受けられるクラス！！体幹力アップ！遊び
感覚のトレーニングで、ケガをしないカラダをつくりましょう！

■ 対象：成人向け　■ 定員：各回２５名 
■ 時間：（１）１０：３０頃～１１：３０頃
　　　　 （２）１４：００頃～１５：００頃
■ 場所：５階特別観覧スペース「ＲＯＫＵ」

　　　　 イベント 　　　　 インフォメーション

お知らせ

 キャブレター部分に温水パイプを装着して

 います。

１０月１９日(土)より舟券情報満載のピット解説

「センプルｃｈ」がスタートしました！

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。

１０月１９日（土）よりピット解説
「センプルｃｈ」がスタート！！

ロイヤル席（７階）、有料席（５階）

には無料Ｗｉ-Ｆｉがあります。

詳しくは場内スタッフにお問い合わせ

下さい。

メインスタンド外壁の防水工事等により

足場の設置及び噴水・大屋根ステージ付

近に仮囲いを設置しております。

ご迷惑おかけしますが、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・・・５０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・・・３２９名様

　３Days賞：「ファン感謝３Daysボートレースバトルトーナメン

　　　　　　　ト」初日最終レース舟券（１,０００円分）プレ

　            ゼント抽選券付クオカード・・・１００名様

11/ 19（火）

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

川崎あや

スペシャルトークショー
■ 時間：尼崎第６Ｒ発売開始

        （１２：３０頃）～

■ 場所：大屋根下ステージ

11/ 23（土）

1１/ 24（日）

 

 
アンリミテッドトーン

スペシャルＬＩＶＥ
■ 時間：尼崎第６Ｒ発売開始

        （１２：３０頃）～

■ 場所：大屋根下ステージ  


