
関係各位 平成28年4月5日現在千葉県競馬組合※　変更事項
 平成２８年４月１３日（水） 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：４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 ヴィータアレグリアヴィータアレグリアヴィータアレグリアヴィータアレグリア 牝牝牝牝 5555 55555555 高高高高 柳柳柳柳 瑞瑞瑞瑞 樹樹樹樹 戸戸戸戸 崎崎崎崎 圭圭圭圭 太太太太選定選定選定選定 中央中央中央中央 ディアマイダーリンディアマイダーリンディアマイダーリンディアマイダーリン 牝牝牝牝 4444 56565656 菊菊菊菊 沢沢沢沢 隆隆隆隆 徳徳徳徳 未未未未 定定定定選定選定選定選定 中央中央中央中央 フォーエバーモアフォーエバーモアフォーエバーモアフォーエバーモア 牝牝牝牝 5555 56565656 鹿鹿鹿鹿 戸戸戸戸 雄雄雄雄 一一一一 ＭＭＭＭ ．．．． デデデデ ムムムム ーーーー ロロロロ選定選定選定選定 中央中央中央中央 ブチコブチコブチコブチコ 牝牝牝牝 4444 55555555 音音音音 無無無無 秀秀秀秀 孝孝孝孝 ＣＣＣＣ ．．．． ルルルル メメメメ ーーーー ルルルル補１補１補１補１ 中央中央中央中央 アンズチャンアンズチャンアンズチャンアンズチャン 牝牝牝牝 5555 55555555 大大大大 和和和和 田田田田 成成成成 未未未未 定定定定補２補２補２補２ 中央中央中央中央 ヒメサクラヒメサクラヒメサクラヒメサクラ 牝牝牝牝 6666 55555555 柴柴柴柴 田田田田 政政政政 人人人人 未未未未 定定定定補３補３補３補３ 中央中央中央中央 ノットフォーマルノットフォーマルノットフォーマルノットフォーマル 牝牝牝牝 4444 56565656 中中中中 野野野野 栄栄栄栄 治治治治 内内内内 田田田田 博博博博 幸幸幸幸補４補４補４補４ 中央中央中央中央 ヤマニンシャンデルヤマニンシャンデルヤマニンシャンデルヤマニンシャンデル 牝牝牝牝 4444 55555555 栗栗栗栗 田田田田 徹徹徹徹 未未未未 定定定定補５補５補５補５ 中央中央中央中央 タマノブリュネットタマノブリュネットタマノブリュネットタマノブリュネット 牝牝牝牝 4444 55555555 高高高高 柳柳柳柳 瑞瑞瑞瑞 樹樹樹樹 未未未未 定定定定地方他地区所属馬（出走：３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 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 7777 55555555 山山山山 中中中中 輝輝輝輝 久久久久 中中中中 野野野野 省省省省 吾吾吾吾選定選定選定選定 高知高知高知高知 ブラックバカラブラックバカラブラックバカラブラックバカラ 牝牝牝牝 5555 55555555 雑雑雑雑 賀賀賀賀 正正正正 光光光光 未未未未 定定定定回避回避回避回避 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 6666 55555555 笹笹笹笹 野野野野 博博博博 司司司司 未未未未 定定定定選定選定選定選定 兵庫兵庫兵庫兵庫 ダブルファンタジーダブルファンタジーダブルファンタジーダブルファンタジー 牝牝牝牝 6666 55555555 山山山山 本本本本 和和和和 之之之之 未未未未 定定定定補１補１補１補１ 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 9999 55555555 打打打打 越越越越 勇勇勇勇 児児児児 妹妹妹妹 尾尾尾尾 浩浩浩浩 一一一一 朗朗朗朗補２補２補２補２ 高知高知高知高知 ボーラトウショウボーラトウショウボーラトウショウボーラトウショウ 牝牝牝牝 6666 55555555 雑雑雑雑 賀賀賀賀 正正正正 光光光光 山山山山 中中中中 悠悠悠悠 希希希希補３補３補３補３ 笠松笠松笠松笠松 シークレットオースシークレットオースシークレットオースシークレットオース 牝牝牝牝 4444 55555555 栗栗栗栗 本本本本 陽陽陽陽 一一一一 横横横横 川川川川 怜怜怜怜 央央央央回避回避回避回避 兵庫兵庫兵庫兵庫 ワイドショーワイドショーワイドショーワイドショー 牝牝牝牝 5555 55555555 山山山山 本本本本 和和和和 之之之之 未未未未 定定定定補４補４補４補４ 笠松笠松笠松笠松 フィールドスラッピフィールドスラッピフィールドスラッピフィールドスラッピ 牝牝牝牝 4444 55555555 笹笹笹笹 野野野野 博博博博 司司司司 未未未未 定定定定南関東地区所属馬（出走：７頭） № 所属 予定負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備　　考1111 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 6666 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 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１2222 大井大井大井大井 ブルーチッパーブルーチッパーブルーチッパーブルーチッパー 牝牝牝牝 6666 55555555 荒荒荒荒 山山山山 勝勝勝勝 徳徳徳徳 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１3333 大井大井大井大井 ララベルララベルララベルララベル 牝牝牝牝 4444 55555555 荒荒荒荒 山山山山 勝勝勝勝 徳徳徳徳 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１4444 大井大井大井大井 プリンセスバリュープリンセスバリュープリンセスバリュープリンセスバリュー 牝牝牝牝 6666 55555555 村村村村 上上上上 頼頼頼頼 章章章章 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２5555 船橋船橋船橋船橋 ショウナンガラシャショウナンガラシャショウナンガラシャショウナンガラシャ 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 Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１6666 船橋船橋船橋船橋 クラカルメンクラカルメンクラカルメンクラカルメン 牝牝牝牝 7777 55555555 矢矢矢矢 野野野野 義義義義 幸幸幸幸 未未未未 定定定定 Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１7777 船橋船橋船橋船橋 スターローズスターローズスターローズスターローズ 牝牝牝牝 4444 55555555 山山山山 本本本本 学学学学 未未未未 定定定定 Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１8888 浦和浦和浦和浦和 トーセンセラヴィトーセンセラヴィトーセンセラヴィトーセンセラヴィ 牝牝牝牝 5555 55555555 小小小小 久久久久 保保保保 智智智智 未未未未 定定定定 Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２9999 浦和浦和浦和浦和 トーセンマリオントーセンマリオントーセンマリオントーセンマリオン 牝牝牝牝 4444 55555555 小小小小 久久久久 保保保保 智智智智 未未未未 定定定定 Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２◆補欠馬繰り上がり期限ＪＲＡ所属馬：平成２８年４月７日（木）地方他地区所属馬：平成２８年４月１０日（日）◆出走投票：平成２８年４月１０日（日）　午前９時～午前１０時

馬　　名 性 齢

　◆ 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２８年４月８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

馬　　名 性 齢

　◆ 出 走 資 格 ：
第２０回マリーンカップ競走（ＪｐｎⅢ）出走予定馬　ＪＲＡ所属馬「ヴィータアレグリア号」の騎乗予定騎手が決まりました。　地方他地区所属馬「ユーセイクインサー号」、「ワイドショー号」が出走を回避し、「ダブルファンタジー号」が繰り上がりました。　地方他地区所属馬「タッチデュール号」、「ブラックバカラ号」、「チェルカトローバ号」、「ボーラトウショウ号」、「シークレットオース号」の騎乗予定騎手が決まりました。　南関東所属の登録馬を記載しました。　◆ 実　施　日 ：　◆ 実　施　場 ：　◆ 距　　　離 ：


