
関係各位 平成28年4月28日現在千葉県競馬組合
平成２８年５月５日（祝木）船橋競馬場１，６００ｍサラ系４歳以上オープン６，０００万円牡馬５７㎏　牝馬５５㎏（南半球産の４歳馬１㎏減 ）ＪＲＡ所属馬（出走：５頭）№ 所属 負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備考回避回避回避回避 中央中央中央中央 アスカノロマンアスカノロマンアスカノロマンアスカノロマン 牡牡牡牡 5555 57575757 川川川川 村村村村 禎禎禎禎 彦彦彦彦 未未未未 定定定定選定選定選定選定 中央中央中央中央 コパノリッキーコパノリッキーコパノリッキーコパノリッキー 牡牡牡牡 6666 57575757 村村村村 山山山山 明明明明 武武武武 豊豊豊豊選定選定選定選定 中央中央中央中央 サウンドトゥルーサウンドトゥルーサウンドトゥルーサウンドトゥルー 騸騸騸騸 6666 57575757 高高高高 木木木木 登登登登 大大大大 野野野野 拓拓拓拓 弥弥弥弥選定選定選定選定 中央中央中央中央 ノンコノユメノンコノユメノンコノユメノンコノユメ 牡牡牡牡 4444 57575757 加加加加 藤藤藤藤 征征征征 弘弘弘弘 ＣＣＣＣ ．．．． ルルルル メメメメ ーーーー ルルルル選定選定選定選定 中央中央中央中央 ベストウォーリアベストウォーリアベストウォーリアベストウォーリア 牡牡牡牡 6666 57575757 石石石石 坂坂坂坂 正正正正 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 モーニンモーニンモーニンモーニン 牡牡牡牡 4444 57575757 石石石石 坂坂坂坂 正正正正 ＭＭＭＭ ．．．． デデデデ ムムムム ーーーー ロロロロ回避回避回避回避 中央中央中央中央 キクノストームキクノストームキクノストームキクノストーム 牡牡牡牡 7777 57575757 吉吉吉吉 田田田田 直直直直 弘弘弘弘 未未未未 定定定定回避回避回避回避 中央中央中央中央 ブライトラインブライトラインブライトラインブライトライン 牡牡牡牡 7777 57575757 鮫鮫鮫鮫 島島島島 一一一一 歩歩歩歩 未未未未 定定定定回避回避回避回避 中央中央中央中央 ベックベックベックベック 牡牡牡牡 5555 57575757 牧牧牧牧 浦浦浦浦 充充充充 徳徳徳徳 未未未未 定定定定回避回避回避回避 中央中央中央中央 リッカルドリッカルドリッカルドリッカルド 騸騸騸騸 5555 57575757 黒黒黒黒 岩岩岩岩 陽陽陽陽 一一一一 未未未未 定定定定地方所属馬（出走：９頭）№ 所属 負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備考優先優先優先優先 船橋船橋船橋船橋 タイムズアロータイムズアロータイムズアロータイムズアロー 牡牡牡牡 8888 57575757 川川川川 島島島島 正正正正 一一一一 未未未未 定定定定 報知ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｶｯﾌﾟ1着報知ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｶｯﾌﾟ1着報知ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｶｯﾌﾟ1着報知ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘｶｯﾌﾟ1着選定選定選定選定 船橋船橋船橋船橋 アンコイルドアンコイルドアンコイルドアンコイルド 牡牡牡牡 7777 57575757 岡岡岡岡 林林林林 光光光光 浩浩浩浩 未未未未 定定定定選定選定選定選定 大井大井大井大井 ソルテソルテソルテソルテ 牡牡牡牡 6666 57575757 寺寺寺寺 田田田田 新新新新 太太太太 郎郎郎郎 吉吉吉吉 原原原原 寛寛寛寛 人人人人選定選定選定選定 大井大井大井大井 ハッピースプリントハッピースプリントハッピースプリントハッピースプリント 牡牡牡牡 5555 57575757 森森森森 下下下下 淳淳淳淳 平平平平 宮宮宮宮 崎崎崎崎 光光光光 行行行行回避回避回避回避 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 定定定定回避回避回避回避 船橋船橋船橋船橋 レガルスイレガルスイレガルスイレガルスイ 牡牡牡牡 5555 57575757 矢矢矢矢 野野野野 義義義義 幸幸幸幸 未未未未 定定定定選定選定選定選定 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 未未未未 定定定定選定選定選定選定 浦和浦和浦和浦和 メジャーアスリートメジャーアスリートメジャーアスリートメジャーアスリート 牡牡牡牡 7777 57575757 柘柘柘柘 榴榴榴榴 浩浩浩浩 樹樹樹樹 未未未未 定定定定回避回避回避回避 川崎川崎川崎川崎 ドレミファドンドレミファドンドレミファドンドレミファドン 牡牡牡牡 8888 57575757 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 仁仁仁仁 未未未未 定定定定選定選定選定選定 川崎川崎川崎川崎 ミラーコロミラーコロミラーコロミラーコロ 牡牡牡牡 8888 57575757 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 仁仁仁仁 未未未未 定定定定 繰り上がり繰り上がり繰り上がり繰り上がり選定選定選定選定 高知高知高知高知 ブランクヴァースブランクヴァースブランクヴァースブランクヴァース 牡牡牡牡 7777 57575757 別別別別 府府府府 真真真真 司司司司 西西西西 森森森森 将将将将 司司司司 繰り上がり繰り上がり繰り上がり繰り上がり選定選定選定選定 大井大井大井大井 クレバーサンデークレバーサンデークレバーサンデークレバーサンデー 牡牡牡牡 9999 57575757 香香香香 取取取取 和和和和 孝孝孝孝 未未未未 定定定定 繰り上がり繰り上がり繰り上がり繰り上がり補１補１補１補１ 船橋船橋船橋船橋 ゴーオンゴーオンゴーオンゴーオン 牡牡牡牡 4444 57575757 椎椎椎椎 名名名名 廣廣廣廣 明明明明 未未未未 定定定定◆南関東予備登録締切り平成２８年４月４日（金）◆補欠馬繰り上がり期限ＪＲＡ所属馬：平成２８年４月２８日（木）地方所属馬：平成２８年５月２日（月）◆出走投票：平成２８年５月２日（月）　午前９時～午前１０時※出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬から繰り上がります。

馬名 性 齢

第２８回かしわ記念競走（ＪｐｎⅠ）出走予定馬　※変更事項　ＪＲＡ所属馬「アスカノロマン」号、「キクノストーム」号、「ブライトライン」号、「ベック」号、「リッカルド」号、地方所属馬「ブルーチッパー」号、「レガルスイ」号、「ドレミファドン」号が出走を回避し、「ミラーコロ」号、「ブランクヴァ―ス」号、「クレバーサンデー」号が繰り上がりました。　ＪＲＡ所属馬の騎乗予定騎手、地方所属馬「ソルテ」号、「ブランクヴァース」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 ： 馬名 性 齢


