
関係各位 平成27年4月8日現在千葉県競馬組合※　変更事項  平成２７年４月１４日（火） 船橋競馬場 １，６００ｍ サラ系牝３歳以上オープン ２，１００万円
ＪＲＡ所属馬（出走枠：４頭） ※現在の登録頭数：９頭※現在の登録頭数：９頭※現在の登録頭数：９頭※現在の登録頭数：９頭№ 所属 予定負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備　　考選定選定選定選定 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 8888 56565656 柴柴柴柴 田田田田 光光光光 陽陽陽陽 内内内内 田田田田 博博博博 幸幸幸幸選定選定選定選定 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 5555 56565656 藤藤藤藤 岡岡岡岡 健健健健 一一一一 未未未未 定定定定選定選定選定選定 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 6666 58585858 角角角角 居居居居 勝勝勝勝 彦彦彦彦 岩岩岩岩 田田田田 康康康康 誠誠誠誠選定選定選定選定 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 5555 56565656 畠畠畠畠 山山山山 吉吉吉吉 宏宏宏宏 戸戸戸戸 崎崎崎崎 圭圭圭圭 太太太太補1補1補1補1 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 5555 55555555 石石石石 栗栗栗栗 龍龍龍龍 彦彦彦彦 丸丸丸丸 田田田田 恭恭恭恭 介介介介補2補2補2補2 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 4444 57575757 斎斎斎斎 藤藤藤藤 誠誠誠誠 未未未未 定定定定補3補3補3補3 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 6666 55555555 角角角角 田田田田 晃晃晃晃 一一一一 未未未未 定定定定補4補4補4補4 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 3333 51515151 音音音音 無無無無 秀秀秀秀 幸幸幸幸 ＭＭＭＭ ．．．． デデデデ ムムムム ーーーー ロロロロ補5補5補5補5 中 央中 央中 央中 央 牝牝牝牝 3333 51515151 西西西西 浦浦浦浦 勝勝勝勝 一一一一 未未未未 定定定定地方他地区所属馬（出走枠：３頭） ※現在の登録頭数：５頭※現在の登録頭数：５頭※現在の登録頭数：５頭※現在の登録頭数：５頭№ 所属 予定負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備　　考選定選定選定選定 笠 松笠 松笠 松笠 松 エイシンルンディーエイシンルンディーエイシンルンディーエイシンルンディー 牝牝牝牝 5555 55555555 伊伊伊伊 藤藤藤藤 強強強強 一一一一 花花花花 本本本本 正正正正 三三三三選定選定選定選定 高 知高 知高 知高 知 クロスオーバークロスオーバークロスオーバークロスオーバー 牝牝牝牝 4444 55555555 別別別別 府府府府 真真真真 司司司司 畑畑畑畑 中中中中 信信信信 司司司司選定選定選定選定 笠 松笠 松笠 松笠 松 タッチデュールタッチデュールタッチデュールタッチデュール 牝牝牝牝 6666 55555555 山山山山 中中中中 輝輝輝輝 久久久久 佐佐佐佐 藤藤藤藤 友友友友 則則則則選定選定選定選定 笠 松笠 松笠 松笠 松 ユーセイクインサーユーセイクインサーユーセイクインサーユーセイクインサー 牝牝牝牝 5555 55555555 笹笹笹笹 野野野野 博博博博 司司司司 中中中中 野野野野 省省省省 吾吾吾吾回避回避回避回避 高 知高 知高 知高 知 レオアクトレスレオアクトレスレオアクトレスレオアクトレス 牝牝牝牝 6666 55555555 打打打打 越越越越 勇勇勇勇 児児児児 未未未未 定定定定選定選定選定選定 高 知高 知高 知高 知 チェルカトローバチェルカトローバチェルカトローバチェルカトローバ 牝牝牝牝 8888 55555555 打打打打 越越越越 勇勇勇勇 児児児児 宮宮宮宮 川川川川 実実実実南関東地区所属馬（出走枠：７頭） ※現在の登録頭数：４頭※現在の登録頭数：４頭※現在の登録頭数：４頭※現在の登録頭数：４頭№ 所属 予定負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備　　考回避回避回避回避 川崎川崎川崎川崎 アスカリーブルアスカリーブルアスカリーブルアスカリーブル 牝牝牝牝 6666 57575757 鈴鈴鈴鈴 木木木木 義義義義 久久久久 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１1111 船橋船橋船橋船橋 カイカヨソウカイカヨソウカイカヨソウカイカヨソウ 牝牝牝牝 5555 55555555 佐佐佐佐 藤藤藤藤 裕裕裕裕 太太太太 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１2222 船橋船橋船橋船橋 ケンブリッジナイスケンブリッジナイスケンブリッジナイスケンブリッジナイス 牝牝牝牝 5555 55555555 新新新新 井井井井 清清清清 重重重重 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１回避回避回避回避 浦和浦和浦和浦和 トーセンベニザクラトーセンベニザクラトーセンベニザクラトーセンベニザクラ 牝牝牝牝 6666 56565656 小小小小 久久久久 保保保保 智智智智 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１3333 川崎川崎川崎川崎 マーチャンテイマーマーチャンテイマーマーチャンテイマーマーチャンテイマー 牝牝牝牝 6666 55555555 高高高高 月月月月 賢賢賢賢 一一一一 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１4444 川崎川崎川崎川崎 マイネジェシカマイネジェシカマイネジェシカマイネジェシカ 牝牝牝牝 8888 55555555 河河河河 津津津津 裕裕裕裕 昭昭昭昭 未未未未 定定定定 Ｂ３Ｂ３Ｂ３Ｂ３※出走予定馬が辞退した場合は、それぞれの選定区分ごとに補欠馬から繰り上がります。（補欠馬がいない場合は、他の選定区分から繰り上がることがあります。）◆補欠馬繰り上がり期限ＪＲＡ所属馬：平成２７年４月９日（木）地方他地区所属馬：平成２７年４月１１日（土）◆出走投票：平成２７年４月１１日（土）　午前９時～午前１０時

第１９回マリーンカップ競走（ＪｐｎⅢ）出走予定馬　南関東地区所属馬「アスカリーブル号」、「トーセンベニザクラ号」が出走を回避し、地方他地区所属馬「チェルカトローバ号」が繰り上がりました。　地方他地区所属馬「クロスオーバー号」、「チェルカトローバ号」の騎乗予定騎手が決まりました。　◆ 実　施　日 ：　◆ 実　施　場 ：　◆ 距　　　離 ：　◆ 出 走 資 格 ：　◆ １ 着 賞 金 ：　◆ 負 担 重 量 ： ３歳５１㎏　４歳以上５５㎏（南半球産の３歳馬２㎏、４歳馬１㎏減） ただし、下記①～③のとおり加増する（２歳時の成績を除く）。 ①平成２７年４月９日までのＧ1及びＪｐｎⅠ競走１着馬３㎏、ＧⅡ及びＪｐｎⅡ競走１着馬２㎏、ＧⅢ及び　 ＪｐｎⅢ競走１着馬１㎏。 ②①の重量に加え、Ｇ及びＪｐｎ競走通算３勝以上馬は１㎏を加増し、更に２勝ごとに１㎏加増する。 ③負担重量の上限は３歳５４㎏、４歳以上５８㎏（南半球産馬の上限は３歳５２㎏、４歳５７㎏）。馬　　名 性 齢アクティビューティアクティビューティアクティビューティアクティビューティサマリーズサマリーズサマリーズサマリーズサンビスタサンビスタサンビスタサンビスタトロワボヌールトロワボヌールトロワボヌールトロワボヌールサンバビーンサンバビーンサンバビーンサンバビーンエスメラルディーナエスメラルディーナエスメラルディーナエスメラルディーナカチューシャカチューシャカチューシャカチューシャブチコブチコブチコブチコスキースクールスキースクールスキースクールスキースクール馬　　名 性 齢

馬　　名 性 齢


