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 出走表 本日のご来場　誠にありがとうございます

本日     日目3

主催：伊丹市

第5回 3日　

● 開門予定時間 
● 第１Ｒスタート展示 
　　 

10時00分
10時17分

8 月11日(木)  2022年

令和4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

3122 高　山　哲　也　 兵庫 兵庫 B1 3.76 唐　津 ５４６１５４６４５６ 4278 藤　岡　俊　介　 兵庫 兵庫 A1 6.30 三　国 １１２４４３４１３５１ 4790 柳　内　敬　太　 兵庫 兵庫 A2 5.52 徳　山 ２１２２２３１

3484 芝　田　浩　治　 兵庫 兵庫 A2 6.09 徳　山 ２１２１４２２ 4295 小　坂　尚　哉　 兵庫 大阪 A1 6.68 － Ｆのため６０日欠場 4794 和　田　拓　也　 兵庫 兵庫 A2 5.53 徳　山 １２５３４４６Ｆ６

3572 安　田　政　彦　 兵庫 大阪 A1 6.26 大　村 ３２２３４１６１１ 4375 照　屋　厚　仁　 兵庫 大阪 B1 5.21 　津　 ４４５６２２５４６ 4857 加　藤　翔　馬　 兵庫 兵庫 A1 6.42 江戸川 ２５３２１２３１３６３

3577 向　所　浩　二　 兵庫 兵庫 B1 5.16 住之江 ６５５４６５４４ 4381 田　路　朋　史　 兵庫 兵庫 A2 5.91 大　村 ２２１４３４６３５ 4877 鈴　谷　一　平　 兵庫 兵庫 A2 5.79 － Ｆのため３０日欠場

3612 馬　袋　義　則　 兵庫 兵庫 A1 6.22 下　関 ２１４２６１３２３ 4404 岸　蔭　　　亮　 兵庫 兵庫 B1 4.80 下　関 ６６３３５２３５ 4902 山　川　雄　大　 兵庫 兵庫 B1 4.47 戸　田 ６３３３６５３

3745 橋　本　年　光　 兵庫 兵庫 A2 5.76 常　滑 １２１６３４３４ 4446 和　田　兼　輔　 兵庫 兵庫 A1 6.89 戸　田 １２２６１１ 4925 森　　　悠　稀　 兵庫 兵庫 B1 4.20 戸　田 １３３３３６３

3780 魚　谷　智　之　 兵庫 兵庫 A1 7.47 唐　津 ６３１２４１１２３１１ 4449 中　嶋　達　也　 兵庫 兵庫 B1 4.23 蒲　郡 ２３５６欠 4965 福　岡　泉　水　 兵庫 兵庫 B2 3.80 尼　崎 落４３５４Ｆ６

3854 吉　川　元　浩　 兵庫 兵庫 A1 7.10 三　国 １１２１３１１１４１ 4472 尾　嶋　一　広　 兵庫 兵庫 A1 6.26 下　関 ２２４１２３３６１ 5003 来　田　衣　織　 兵庫 兵庫 B1 4.76 若　松 ５６５２６５６１６

3903 白　石　　　健　 兵庫 兵庫 A1 7.14 江戸川 ４２１１５４５５３４ 4512 高　野　哲　史　 兵庫 兵庫 A1 6.44 三　国 １４４３１２２１２ 5016 宮　田　龍　馬　 兵庫 兵庫 A2 5.73 尼　崎 ３５２３３１５

4002 古　結　　　宏　 兵庫 兵庫 A1 6.78 鳴　門 落４ 4543 重　木　輝　彦　 兵庫 兵庫 A2 5.99 江戸川 ２３２Ｆ１５転 5060 数　原　　　魁　 兵庫 兵庫 B1 3.44 鳴　門 ３３３３４

4025 山　本　隆　幸　 兵庫 兵庫 A1 6.40 常　滑 ２３３１２４４１ 4633 森　　　智　也　 兵庫 兵庫 B1 5.25 　津　 ３２６２２６２５２６ 5161 登　玉　隼　百　 兵庫 兵庫 B1 3.51 若　松 ５４３５４５５５

4040 廣　瀬　将　亨　 兵庫 兵庫 A2 5.48 　津　 ６３１６２３６４２６ 4648 木　村　亮　太　 兵庫 大阪 A2 5.57 徳　山 ６２１１３６３４ 5179 藤　本　元　輝　 兵庫 兵庫 B2 1.21 鳴　門 ４５

4055 吉　田　俊　彦　 兵庫 兵庫 A1 6.58 鳴　門 ３６１４１３５１ 4654 篠　田　優　也　 兵庫 兵庫 A2 5.84 三　国 ５３１５４２１１５４３ 5188 武　井　莉里佳　 兵庫 兵庫 B1 2.00 尼　崎 ６５５６６１５

4105 松　下　直　也　 兵庫 兵庫 B1 4.95 　津　 ５６６３４４５６５ 4725 佐　竹　太　一　 兵庫 兵庫 A2 5.68 住之江 ３３６３５４５１６ 5247 大　森　　　翼　 兵庫 兵庫 B2 － 鳴　門 ４４６６６４４

4133 高　橋　正　男　 兵庫 兵庫 A1 6.63 徳　山 ２２４１１５１ 4735 角　山　雄　哉　 兵庫 兵庫 B1 4.80 鳴　門 ４３４６２４１

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　

８ / ９ 10 11 12 13 14 
 優 勝 戦  準優勝戦 ファン選抜戦

土金木火 日

６８１ｃｈ

水

６８１ｃｈ６８１ｃｈ６８１ｃｈ６８１ｃｈ６８１ｃｈ

　　　　 インフォメーション

  

エレファントプール
 大きさ２４ｍの超ＢＩＧウォーターパーク！！当日は乳幼児用の
 小さなプールも設置！
 ■時間：以下の時間の完全入替制となります。各回の開始３０分
　　　　 前より整理券を配布します。（①は10：00～）整理券の

　　　　 配布は定員になり次第、終了します。
　　　　 ①10：15～11:15　②11：30～12：30　③13：00～14：00

　　　　 ④14：10～15:10　⑤15：20～16：20
 ■定員：各回４０名　■場所：芝生広場付近

 ■参加対象：５歳以上～小学生以下の方であればお一人でご参加
　　　　　　 いただけます。５歳未満のお子さまは保護者が付き
　　　　　　 添っていただければご参加可能とします。

 ※注意事項などはボートレース尼崎ＨＰでご確認ください。

よしもとお笑いステージ
「ミルクボーイ」

 ■時間：尼崎第１Ｒ発売中（１０：２０頃～）

「おいでやすこが」

 ■時間：尼崎第６Ｒ発売中（１２：３０頃～）

 　　　  尼崎第７Ｒ発売中（１３：０５頃～）

「からし蓮根」

 ■時間：尼崎第１１Ｒ発売中（１５：１５頃～）

 ■場所：屋外ステージ

 ※上記時間は前後する可能性があります。

   予めご了承ください。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止

  （ソーシャルディスタンスの確保等）に

　 ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策について

　■お食事、レストラン・売店の営業等

　　・飲食は、場内フードコート、フードスタンド前、屋外エリア及び

　　　有料指定席（自席）にてお願いいたします。

　　・カン・ビン類（ペットボトル・水筒除く）の持込は全面的に禁止

　　　となっていますので、ご協力をお願いいたします。

　■こどもルーム

　　・ご利用は、お食事など家族２組までとし、ご利用時間１時間まで

　　　とさせていただきます。

　　・おむつ替え、授乳でもご利用ください。

  ■外向発売所（センプルピア）

　　営業時間：（本場開催日）　１４時～２１時

　　　　　　　（本場非開催日）１０時～２１時

　　・食堂の営業は１９時３０分までになります。

　　感染拡大防止策（マスク着用、ご入場時の検温、ソーシャルディス

　　タンスの確保、手指の消毒 等）について、引き続きご協力をお願

　　いいたします。

　※上記内容は今後の情勢等により変更となる場合がございますので、

　　あらかじめご了承ください。

【ＩＤ】ＢＯＡＴ-ＲＡＣＥ-ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ　

【ＰＡＳＳ】ＢＲａｍａ１３２０１５　

　 　　Ｗi-Ｆiサービスのご案内 

８/ 13（土）・14（日）

8 / 14（日）

 

 

 

【YouTubeライブ配信番組】
　  ★場内では３階イベントスペースで放送！★

    

 

 

ぼくもわたしも

ボートレーサー
 1人乗りのパドルボートに乗って

 自由に操縦！ボートレーサー
 気分を味わおう！

 ■時間：開門～１６：００
 ■場所：芝生広場
 ■体重制限：40ｋｇ程度まで

 ■年齢制限：４歳～小学生以下

MoooviあまがさきPresents【あおぞらMooovi】
 今年４月にオープンした「Moooviあまがさき」のおもちゃを使った水遊
 び・芝生遊びを無料で体験できるイベントを期間限定で実施！

 ■時間：開門～１６：００　 ■場所：芝生広場

 ①アクアプレイで水遊び

 ②イマジネーションプレイグラウンドでモノづくり

 ③パカポコ／ファン・ジャンパーで芝生遊び

　※上記以外にも親子で楽しんでいただけるイベントを適宜実施します！

　※荒天等の場合はイベントを中止する場合がございます。予めご了承

　ください。

８/ 11（木）～14（日）

   

　ラグジュアリーシート
   利用者限定 三角くじ抽選会　　

　■ 時間：開門～
　■ 場所：ラグジュアリーシート入口

 【賞品】 特　賞　麻布日進亭 国産黒毛和牛 すき焼き･焼き肉用
　　　　　　　　　　　   　　　                  １名様
　　　　　当たり　クオカード５００円分    　　　 ５名様

　　　　　参加賞　森永 大粒ラムネ         　 　２８名様

8/ 11（木）


