
千葉県競馬組合　関係各位　※　変更事項
平成２８年１２月７日（水）船橋競馬場１，８００ｍサラ系３歳以上牝馬２,１００万円ハンデキャップ　〔ハンデ発表日　平成２８年１１月２４日（木）〕ＪＲＡ所属馬（出走：４頭）No. 所属 負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備考選選選選定定定定 中中中中 央央央央 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 北北北北 村村村村 宏宏宏宏 司司司司選選選選定定定定 中中中中 央央央央 タイニーダンサータイニーダンサータイニーダンサータイニーダンサー 牝牝牝牝 3333 54545454 伊伊伊伊 藤藤藤藤 圭圭圭圭 三三三三 田田田田 辺辺辺辺 裕裕裕裕 信信信信選選選選定定定定 中中中中 央央央央 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 牝牝牝牝 6666 56565656 畠畠畠畠 山山山山 吉吉吉吉 宏宏宏宏 ＣＣＣＣ ．．．． ルルルル メメメメ ーーーー ルルルル選選選選定定定定 中中中中 央央央央 マイティティーマイティティーマイティティーマイティティー 牝牝牝牝 4444 54545454 本本本本 田田田田 優優優優 未未未未 定定定定補補補補１１１１ 中中中中 央央央央 マイネグレヴィルマイネグレヴィルマイネグレヴィルマイネグレヴィル 牝牝牝牝 5555 53535353 和和和和 田田田田 正正正正 道道道道 未未未未 定定定定補補補補２２２２ 中中中中 央央央央 ブチコブチコブチコブチコ 牝牝牝牝 4444 54545454 音音音音 無無無無 秀秀秀秀 孝孝孝孝 未未未未 定定定定補補補補３３３３ 中中中中 央央央央 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 55555555 菊菊菊菊 沢沢沢沢 隆隆隆隆 徳徳徳徳 未未未未 定定定定補補補補４４４４ 中中中中 央央央央 イントロダクションイントロダクションイントロダクションイントロダクション 牝牝牝牝 5555 52525252 鈴鈴鈴鈴 木木木木 伸伸伸伸 尋尋尋尋 未未未未 定定定定補補補補５５５５ 中中中中 央央央央 ベーリングメファベーリングメファベーリングメファベーリングメファ 牝牝牝牝 4444 51515151 牧牧牧牧 浦浦浦浦 充充充充 徳徳徳徳 未未未未 定定定定地方他地区所属馬（出走：４頭）No. 所属 負担重量 調教師 騎乗予定騎手 備考選定選定選定選定 北北北北海海海海道道道道 ジュエルクイーンジュエルクイーンジュエルクイーンジュエルクイーン 牝牝牝牝 4444 51515151 田田田田 中中中中 正正正正 二二二二 吉吉吉吉 原原原原 寛寛寛寛 人人人人選定選定選定選定 北北北北海海海海道道道道 タイムビヨンドタイムビヨンドタイムビヨンドタイムビヨンド 牝牝牝牝 4444 52525252 堂堂堂堂 山山山山 芳芳芳芳 則則則則 五五五五 十十十十 嵐嵐嵐嵐 冬冬冬冬 樹樹樹樹選定選定選定選定 兵兵兵兵 庫庫庫庫 トーコーヴィーナストーコーヴィーナストーコーヴィーナストーコーヴィーナス 牝牝牝牝 4444 53535353 吉吉吉吉 行行行行 龍龍龍龍 穂穂穂穂 田田田田 中中中中 学学学学選定選定選定選定 岩岩岩岩 手手手手 ユッコユッコユッコユッコ 牝牝牝牝 4444 51515151 佐佐佐佐 藤藤藤藤 雅雅雅雅 彦彦彦彦 高高高高 松松松松 亮亮亮亮 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 笠笠笠笠 松松松松 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 51515151 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 央央央央補２補２補２補２ 笠笠笠笠 松松松松 キタノアドラーブルキタノアドラーブルキタノアドラーブルキタノアドラーブル 牝牝牝牝 3333 51515151 栗栗栗栗 本本本本 陽陽陽陽 一一一一 木木木木 之之之之 前前前前 葵葵葵葵補３補３補３補３ 高高高高 知知知知 トゥルーカラーズトゥルーカラーズトゥルーカラーズトゥルーカラーズ 牝牝牝牝 6666 51515151 別別別別 府府府府 真真真真 司司司司 瀧瀧瀧瀧 川川川川 寿寿寿寿 希希希希 也也也也補４補４補４補４ 笠笠笠笠 松松松松 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 51515151 湯湯湯湯 前前前前 良良良良 人人人人 未未未未 定定定定南関東地区所属馬（出走：６頭）No. 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 船船船船 橋橋橋橋 ミスミランダーミスミランダーミスミランダーミスミランダー 牝牝牝牝 3333 52525252 佐佐佐佐 藤藤藤藤 賢賢賢賢 二二二二 未未未未 定定定定 Ａ１(ﾛｼﾞｰﾀ記念1着馬)Ａ１(ﾛｼﾞｰﾀ記念1着馬)Ａ１(ﾛｼﾞｰﾀ記念1着馬)Ａ１(ﾛｼﾞｰﾀ記念1着馬)回避回避回避回避 船船船船 橋橋橋橋 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 51515151 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選定選定選定選定 船船船船 橋橋橋橋 ノットオーソリティノットオーソリティノットオーソリティノットオーソリティ 牝牝牝牝 5555 51515151 川川川川 島島島島 正正正正 一一一一 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１回避回避回避回避 浦浦浦浦 和和和和 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 53535353 小小小小 久久久久 保保保保 智智智智 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１選定選定選定選定 大大大大 井井井井 ララベルララベルララベルララベル 牝牝牝牝 4444 53535353 荒荒荒荒 山山山山 勝勝勝勝 徳徳徳徳 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１選定選定選定選定 大大大大 井井井井 リンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダリンダ 牝牝牝牝 3333 51515151 荒荒荒荒 山山山山 勝勝勝勝 徳徳徳徳 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１選定選定選定選定 船船船船 橋橋橋橋 マテリアメディカマテリアメディカマテリアメディカマテリアメディカ 牝牝牝牝 3333 51515151 矢矢矢矢 野野野野 義義義義 幸幸幸幸 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２回避回避回避回避 船船船船 橋橋橋橋 ミスアバンセミスアバンセミスアバンセミスアバンセ 牝牝牝牝 4444 51515151 椎椎椎椎 名名名名 廣廣廣廣 明明明明 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２回避回避回避回避 大大大大 井井井井 ティーズアライズティーズアライズティーズアライズティーズアライズ 牝牝牝牝 4444 51515151 嶋嶋嶋嶋 田田田田 幸幸幸幸 晴晴晴晴 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２回避回避回避回避 浦浦浦浦 和和和和 ビーインラプチャービーインラプチャービーインラプチャービーインラプチャー 牝牝牝牝 6666 51515151 小小小小 久久久久 保保保保 智智智智 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２選定選定選定選定 大大大大 井井井井 ケイティバローズケイティバローズケイティバローズケイティバローズ 牝牝牝牝 6666 51515151 森森森森 下下下下 淳淳淳淳 平平平平 赤赤赤赤 岡岡岡岡 修修修修 次次次次 Ａ２　繰り上がりＡ２　繰り上がりＡ２　繰り上がりＡ２　繰り上がり回避回避回避回避 大大大大 井井井井 ロゾヴァドリナロゾヴァドリナロゾヴァドリナロゾヴァドリナ 牝牝牝牝 4444 51515151 森森森森 下下下下 淳淳淳淳 平平平平 未未未未 定定定定 Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１回避回避回避回避 浦浦浦浦 和和和和 コスモパープルコスモパープルコスモパープルコスモパープル 牝牝牝牝 4444 51515151 平平平平 山山山山 真真真真 希希希希 未未未未 定定定定 Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２回避回避回避回避 大大大大 井井井井 ニシノケイトニシノケイトニシノケイトニシノケイト 牝牝牝牝 3333 51515151 市市市市 村村村村 誠誠誠誠 未未未未 定定定定 Ｂ３Ｂ３Ｂ３Ｂ３◆補欠馬繰り上がり期限ＪＲＡ所属馬：平成２８年１２月１日（木）地方他地区所属馬：平成２８年１２月４日（日）◆出走投票：平成２８年１２月４日（日）午前９時～午前１０時

◆出走資格：◆ １着賞金 ：◆負担重量： 馬名 性 齢

※１１月２４日（木）から１２月２日（金）までの成績により、ハンデを変更する場合があります（選定順位に変更はありません）。

馬名 性 齢
馬名 性 齢

平成28年11月28日現在第６２回クイーン賞競走（ＪｐｎⅢ）出走予定馬　ＪＲＡ所属馬「ヴィータアレグリア」号、「タイニーダンサー」号の騎乗予定騎手が決まりました。　地方他地区所属馬「ジュエルクイーン」号、「トーコーヴィーナス」号、「シークレットオース」号、「キタノアドラーブル」号、「トゥルーカラーズ」号の騎乗予定騎手が決まりました。　南関東地区所属馬「ティーズアライズ」号に騎乗予定であった「赤岡修次」騎手が、「ケイティバローズ」号の騎乗予定となりました。　南関東地区所属馬「ケンブリッジナイス」号、「トーセンセラヴィ」号、「ミスアバンセ」号、「ティーズアライズ」号、「ビーインラプチャー」号、「ロゾヴァドリナ」号、「コスモパープル」号、「ニシノケイト」号は出走を回避しました。　地方他地区所属馬「ユッコ」号、南関東地区所属馬「ケイティバローズ」号が繰り上がりました。◆ 実 施 日 ：◆ 実 施 場 ：◆ 距 離 ：


