
いっぬ ぐっでぃ ハロサン ちゅうちゅうさん はるうみ

ウメゾウ az3126 cynce777 ダルマ えったん

さけん ひーぼーちゃん 日広車両 ののパール アシノ

とととしし ぴきお つよがり ひろたん ゲン4832

タカシくん ヴェル とらじろうX 雷杏 トトマル2992

ナリシー  8 やいやい kona オニオン tos

たむ 当たるかな？ かいかい えふぃふ 駆け出しのジマ

しろん せんたいくん タマ五郎 しょうももり ハチ太朗

マサマサマサ 鶏豚 kmew たたたたいが おのぴ

shiro777 Neko レモンライム 徳さん ヘタレ馬券師

うんりゅう おにぎりさん たいへい ミッチィー 破滅ロドリゲス

いしかず たかべー ニー羽尾 ひろーるん ロビン1515

ピロリン634 あささけ まくり一発 まさと だちこう

おとりさま 競スロ まさパパ かっちゃんa 海鮮たらば

k@-zu パパイヤ西調布 ていくわん はるやんけいやん チャリで全速ツケ

TAZ07 ゆううと ゆうさぶろう 源さん ミスターナィーブ

ひろりゆ オモタケ かふみよき きょうさわら メガひろ

きえくん 大和ポロリ ぷり じゅんぺーぃ ヤマトマル

ななな777 kazu4012 かずきち 38 がちゃ319

びって RYO10 しおしお ととまる3415 さてぃす

7 かえでしん ショーー すめにゃん 目玉のおやじ

8276039 アメゴン たまはな Tacc マサシゲ

らららライフ 大和 ヒデ！ ニッキー9 25連単

だいちゃんAL 艇ノ介24 タラタラコ まぁーさ227 だいく

パパなのだ キリア しげるん つかさんたさん モナミヤジロベエ

よる katsu983 やまちゃん あわかつ ともみどり

熟成焼肉 チャッピー かっちんレクサス みつさと チー坊チー坊

j① もみた 舟券艇王 てらー てつろう

たらぞう とんずう みのーん トモトラ ひーくん全全

しげでんこ からすどけん みいた クーピー としだよ

キャッシュバック賞

2022年3月キャンペーン当選者リスト

月間皆勤賞

トコタン賞



MKT マント はまよし か-とちゃん アスティ

やまやまj 全速ひろしまくり Ru みつやくる ナイスダゼ

ギイチ ユトユラ ユウリュウ くし カズナナ

ヘボマクリ ぜんつ 善ぽく としみち ピーチ姫

デブ隊長 ロマチェンコ マクルニギル サホユナ アナマサ

ヨシゾウさん どうどう 19800515 マサマサカノン sus

めいせな 林 ルルのパパ ジュテーム やぶ

りぶる はせ1111 板橋のやまちゃん ゴウダ ググッチ

みぴ ニシユウ えむけい べんどん mino

ハルキング ぽんず きゅうたろう ひでりゅうた ヨッピー

まんむぅ しゅんしゅんさん ひさき 森のくまさん サンレンセイ

ゆうやくん くおん タカマルオ 天然水 タカ1576

おぎゃあ シンボリ ぽーくん タユタックス 花ハナ

クランツ のりティマ ぴゅあ のゆう ケンタロウス

テンゾウ よいさー ユウタン まめた えいさん

さこちゃん ノリヒサ ジャン 変態じじい まさらっき

tommy1 ゆうちゃむ さきまい エスロクTVボス イトゥー

michiroo かずkaz！！ 愛ちゃん まーくん1020 もやっすぃー

アルファボート ケイスケ ボトボト 全速インモンキー かばたん

ぼさこ てんてん0605 よねまさ1746 ポンポコ かずおん

まほこ かみるくん たろうまん 酒のホイル焼き たあああ

ナツ まーくんまーくん としみち おーちゃんマロマ つかさんた

kazuking taka13 やくもひろやん KISHU どいたろう

碇 wassan コミタ マリリン&サラ きーくん

パクパックマン ノト こうくんさん ヒロシさん あ----き

おーちゃんマロ ブロ ジャンジャン横丁 さくらさく ちぇちぇな

指定レースキャンペーンWチャンス

年間キャンペーン

指定レースキャンペーン



アヤッチコ リタルノ りみん ミッキーちゃん

gebotan マクーリ ロサンゼルスブー ヨー

ゆうまほしん ケイイチ エミュー1114 ノリカツマン

フジピー くわち ちゃこにゃんこ のぶのぶ

インセンヒラモト もちゃん ハヤブサ7777 ハヤブサ77

むろさん クンカクンカ さとー ロビン

07006745 スーパー大工 おさむくん つーちゃん

マイ キテルテル たかべー 人生7号艇

ジャック カオイチ こうじ kyouteio

松三 まつ3 ラディ トチ

※全て敬称略

キャッシュバック賞 カロリー

12月指定レースCP つなまよ

Ado カズナリ なかのん

たけたけ Mto888 トコべー

＜注意事項＞

※キャッシュバックはお客様のテレボートの口座への振込となります。

※お客様のご都合により振込が完了できなかった場合、当選を無効とさせていただきます。

※月間皆勤賞に当選された方の中から3名様には、サイン入りオリジナルモバイルバッテリーとなります。

※一部の記号など、ニックネームで文字が読み取れなかったものは「?」表記となります。予めご了承ください。

お友達紹介キャンペーン（第３回）

当選者ペア 当選者ペア

※月間皆勤賞・新規登録キャンペーンに当選された方で、

プレゼント発送先住所に不備があり返送された場合、当選を無効とさせていただきます。

繰り上げ当選

月間皆勤賞


