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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

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

3334 角　　　ひとみ　 広島 広島 B1 5.28 丸　亀 ５６２２２１２３６ 4519 清　水　沙　樹　 東京 千葉 A2 6.14 蒲　郡 ５６６５１６６６５４ 4897 深　見　亜由美　 愛知 愛知 B1 4.43 常　滑 ４３５６３１６３１５

3618 海　野　ゆかり　 広島 広島 A1 6.38 鳴　門 ２３６５３３２ 4525 真　子　奈津実　 福岡 福岡 B1 4.43 戸　田 ３１２５６２２６１６ 4900 中　田　夕　貴　 埼玉 埼玉 A2 5.54 戸　田 ２３３４２２３５６４５

3693 栢　場　優　子　 東京 茨城 B1 4.24 常　滑 １３１４６６５３５５ 4548 篠　木　亜衣花　 三重 三重 B1 4.75 三　国 ３５３３１５４２２５ 4901 出　口　舞有子　 愛知 愛知 A2 6.00 戸　田 １６４１１５５２４１２

4014 片　岡　恵　里　 山口 岡山 B1 5.26 徳　山 ６３６１２３１５４６ 4569 中　澤　宏　奈　 東京 東京 B1 4.94 江戸川 ５２５４３３１６ 4909 薮　内　瑞　希　 岡山 岡山 B1 5.29 常　滑 ３２３４１３２２４２６

4071 古　賀　千　晶　 兵庫 佐賀 B1 5.30 唐　津 ４３３２４５３ 4680 後　藤　美　翼　 東京 東京 B1 5.21 常　滑 不欠 4913 清　水　さくら　 愛知 愛知 B1 4.19 戸　田 ５４４４３１４６２

4240 今　井　裕　梨　 群馬 群馬 A2 5.59 蒲　郡 ２６３６６４４４５ 4690 高　石　梨　菜　 東京 東京 B1 4.83 住之江 ３５４３４２２２５４ 4927 関　野　　　文　 大阪 大阪 B2 － 戸　田 ５２５２１５３２１１

4275 菅　野　はやか　 広島 広島 B1 4.27 唐　津 ６５１２４１ 4730 土　屋　実沙希　 静岡 静岡 B1 4.99 徳　山 ３３１４５２２２２ 4941 孫　崎　百　世　 滋賀 北海道 B1 5.03 戸　田 ３４２３３１４２

4282 黄金井　裕　子　 埼玉 東京 B2 1.00 戸　田 １３３５５転 4781 西　舘　果　里　 東京 神奈川 B1 5.04 江戸川 ６４５２３２５１ 4974 安　井　瑞　紀　 岡山 岡山 B1 3.62 戸　田 ５６５３４６４２１

4289 落　合　直　子　 大阪 大阪 A1 7.16 鳴　門 ５４６１６３６ 4783 木　村　詳　子　 山口 山口 B1 4.54 住之江 ５５５４５６５５ 4990 田　中　博　子　 福岡 福岡 B1 3.50 － 長期欠場

4385 鈴　木　祐美子　 三重 三重 B1 4.38 徳　山 ３４４４５５５４５４ 4791 黒　澤　めぐみ　 東京 神奈川 B1 5.27 戸　田 ３２５３３５４５３ 5078 山　川　波　乙　 三重 三重 B1 4.00 三　国 ３１６１Ｆ４４３３

4387 平　山　智　加　 香川 香川 A1 6.51 鳴　門 ５５４２２２４４ 4804 高　田　ひかる　 三重 三重 A1 6.54 常　滑 ３１１４４１ 5088 高　憧　四　季　 大阪 大阪 A2 5.51 戸　田 ２５３４２２１１１

4399 松　本　晶　恵　 群馬 群馬 A2 6.13 蒲　郡 ６１２３２Ｆ３４２５ 4823 中　村　桃　佳　 香川 香川 A1 6.73 鳴　門 ３２３５３２ 5118 野　田　なづき　 佐賀 佐賀 B1 3.13 三　国 ５５５６６３５２

4456 鎌　倉　　　涼　 大阪 大阪 A2 7.13 鳴　門 ４１２６５１ 4843 深　尾　巴　恵　 群馬 群馬 B2 3.15 常　滑 ４４２３５２４６５２ 5168 池　田　な　な　 大阪 和歌山 B2 2.04 三　国 ５５５６５６５５５

4464 山　下　友　貴　 静岡 静岡 A1 6.30 丸　亀 ３２５３２３３３４１２ 4853 前　原　　　哉　 岡山 岡山 B1 4.23 下　関 ６６５６６６５４ 5202 宮　崎　つぐみ　 大阪 大阪 B2 1.63 三　国 ４６６６５５５５４４

4484 稲　生　夏　季　 東京 東京 B1 5.00 江戸川 ３４５３１４５５ 4874 池　田　奈津美　 福岡 福岡 B1 4.44 唐　津 ５３６６６４ 5203 神　里　琴　音　 福岡 沖縄 B2 1.55 福　岡 ５６６６６４４転５

4510 坂　本　奈　央　 福岡 熊本 B2 3.25 三　国 ４４２６３６４４３６ 4893 渡　邉　真奈美　 東京 千葉 B1 4.86 三　国 ３４４３６５５６欠欠 5213 湯　淺　紀　香　 群馬 群馬 B2 1.43 常　滑 ６３６４６５６５６

選手名 選手名 選手名

　　　　 今節出場選手　
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 優 勝 戦  準優勝戦 

日土金水 月

６８０ｃｈ

木
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記者選抜戦 

 

本日     日目2

主催：伊丹市

第9回 2日　

● 開門予定時間 
● 第１Ｒスタート展示 
　　 

10時00分
10時17分

12月 8 日(木)  2022年

令和4年度

 あまがさき 冬のわくわく

 フェスタ２０２２
 １２/１０(土)より親子で楽しめる

 冬のファミリーイベントを実施！

 全長約10ｍのそりすべりが体験できる

 雪国体験やキャンプグッスが楽しめる

 冬キャン体験、高さ7ｍの巨大なふわ

 ふわサンタクロースなどイベント盛り

 だくさん！詳細はＨＰから☆

2023 BOATRACEカレンダープレゼント
2023 BOATRACEカレンダーを各日先着500名様にプレゼントします!

■時間：開門～カレンダーがなくなり次第終了

■場所：ウィナーズロード

【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！★

    
 

　　　　 インフォメーション

【ＩＤ】ＢＯＡＴ-ＲＡＣＥ-ＡＭＡＧＡＳＡＫＩ　

【ＰＡＳＳ】ＢＲａｍａ１３２０１５　

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、

　　予めご了承ください。

　 　　Ｗi-Ｆiサービスのご案内 

12/ 10（土）・11（日）12/ 10（土）

仮面ライダーギーツ ショー
■時間：１回目　１１：１５頃～（尼崎第３Ｒ発売開始～）

　　　　２回目　１４：１５頃～（尼崎第９Ｒ発売開始～）

　　　　　　※各約２５分

　　　　　　※各時間のショー終了後は写真撮影会がございます。

■場所：屋外ステージ

 ファン感謝抽選会
  ■時間：尼崎第１Ｒ発売開始（１０：２０頃）～

　　　　　賞品が無くなり次第終了

　■場所：スタンド３Fイベントスペース前

　■参加条件：当日の尼崎未確定舟券１,０００円分で１回、お一人

         　　 様最大５回まで

　【賞品】１２/１０（土）

　　　　　３２インチ液晶テレビ・記者選抜戦出場選手サイン入り

　　　　　オリジナルパーカー等

　　　　　１２/１１（日）

　　　　　蟹三昧セット・記者選抜戦出場選手サイン入りオリジナ

　　　　　ルパーカー等

12/ 10（土）・11（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～賞品がなくなり次第終了

　■場所：ラグジュアリーシート入口

 【賞品】１２/１０（土）

　　　　 黒毛和牛しゃぶしゃぶ用(１kg ）・クオカード500円分 等

         １２/１１（日）

　　　　 北海道 海の幸セレクション・クオカード500円分 等

 

 

 よしもとお笑いステージ
 漫才・トークショーなど異例の１日５ステージ！

 ■出演者：

    ①【サバンナ 八木 ネタステージ】

　　②【アキナ 漫才ステージ】

　　③【スリムクラブ 漫才ステージ】

　　④【スーパーマラドーナ 漫才ステージ】

　　⑤【サバンナ 八木・スリムクラブ・

　　　　スーパーマラドーナ スペシャル

        トークショー】

　※各出演者の実施時間はＨＰでご確認

　 ください。

 ■実施場所：屋外ステージ

 ■注意事項

  ・実施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。　　　　  　

 

12/ 11（日）

 

 

 

今開催よりキャブレター部分に温水パイプを

装着しています。

お 知 ら せ


