
関係各位 平成29年3月7日現在千葉県競馬組合　※　変更事項  平成２９年３月１５日（水） 船橋競馬場 ２，４００ｍ サラ系４歳以上オープン ３，２００万円 ４歳５５㎏　５歳以上５６㎏　牝馬２㎏減　（南半球産の４歳馬は１㎏減）ＪＲＡ所属馬（出走：４頭）№ 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 中央中央中央中央 クリソライトクリソライトクリソライトクリソライト 牡牡牡牡 7777 56565656 音音音音 無無無無 秀秀秀秀 孝孝孝孝 武武武武 豊豊豊豊選定選定選定選定 中央中央中央中央 グレナディアーズグレナディアーズグレナディアーズグレナディアーズ 牡牡牡牡 6666 56565656 音音音音 無無無無 秀秀秀秀 孝孝孝孝 未未未未 定定定定選定選定選定選定 中央中央中央中央 マイネルトゥランマイネルトゥランマイネルトゥランマイネルトゥラン 牡牡牡牡 4444 55555555 武武武武 市市市市 康康康康 男男男男 津津津津 村村村村 明明明明 秀秀秀秀選定選定選定選定 中央中央中央中央 マイネルバイカマイネルバイカマイネルバイカマイネルバイカ 牡牡牡牡 8888 56565656 西西西西 村村村村 真真真真 幸幸幸幸 柴柴柴柴 田田田田 大大大大 知知知知補１補１補１補１ 中央中央中央中央 グランセブルスグランセブルスグランセブルスグランセブルス 牡牡牡牡 4444 55555555 森森森森 秀秀秀秀 行行行行 未未未未 定定定定補２補２補２補２ 中央中央中央中央 メイショウキトラメイショウキトラメイショウキトラメイショウキトラ 牡牡牡牡 6666 56565656 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：３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 兵庫兵庫兵庫兵庫 キングブラーボキングブラーボキングブラーボキングブラーボ 牡牡牡牡 9999 56565656 盛盛盛盛 本本本本 信信信信 春春春春 未未未未 定定定定回避回避回避回避 佐賀佐賀佐賀佐賀 コスモガラサコスモガラサコスモガラサコスモガラサ 牡牡牡牡 8888 56565656 大大大大 島島島島 静静静静 夫夫夫夫 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 8888 54545454 湯湯湯湯 前前前前 良良良良 人人人人 佐佐佐佐 藤藤藤藤 友友友友 則則則則回避回避回避回避 笠松笠松笠松笠松 キングスクルーザーキングスクルーザーキングスクルーザーキングスクルーザー 牡牡牡牡 7777 56565656 栗栗栗栗 本本本本 陽陽陽陽 一一一一 未未未未 定定定定回避回避回避回避 笠松笠松笠松笠松 ビービーガザリアスビービーガザリアスビービーガザリアスビービーガザリアス 牡牡牡牡 10101010 56565656 伊伊伊伊 藤藤藤藤 強強強強 一一一一 未未未未 定定定定選定選定選定選定 高知高知高知高知 ジョージジョージジョージジョージジョージジョージジョージジョージ 牡牡牡牡 7777 56565656 別別別別 府府府府 真真真真 司司司司 小小小小 杉杉杉杉 亮亮亮亮回避回避回避回避 笠松笠松笠松笠松 ディーセントワークディーセントワークディーセントワークディーセントワーク 牡牡牡牡 6666 56565656 栗栗栗栗 本本本本 陽陽陽陽 一一一一 未未未未 定定定定選定選定選定選定 高知高知高知高知 ケイリンボスケイリンボスケイリンボスケイリンボス 牡牡牡牡 6666 56565656 別別別別 府府府府 真真真真 司司司司 佐佐佐佐 原原原原 秀秀秀秀 泰泰泰泰南関東地方競馬所属馬（出走：７頭）順位 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 大井大井大井大井 ケイアイレオーネケイアイレオーネケイアイレオーネケイアイレオーネ 牡牡牡牡 7777 56565656 佐佐佐佐 宗宗宗宗 応応応応 和和和和 未未未未 定定定定 報知ｵｰﾙｽﾀｰｶｯﾌﾟ1着馬報知ｵｰﾙｽﾀｰｶｯﾌﾟ1着馬報知ｵｰﾙｽﾀｰｶｯﾌﾟ1着馬報知ｵｰﾙｽﾀｰｶｯﾌﾟ1着馬優先優先優先優先 大井大井大井大井 ユーロビートユーロビートユーロビートユーロビート 騸騸騸騸 8888 56565656 渡渡渡渡 邉邉邉邉 和和和和 雄雄雄雄 吉吉吉吉 原原原原 寛寛寛寛 人人人人 金杯1着馬金杯1着馬金杯1着馬金杯1着馬優先優先優先優先 大井大井大井大井 ウマノジョーウマノジョーウマノジョーウマノジョー 牡牡牡牡 4444 55555555 渡渡渡渡 邉邉邉邉 和和和和 雄雄雄雄 山山山山 本本本本 聡聡聡聡 哉哉哉哉 金杯2着馬金杯2着馬金杯2着馬金杯2着馬4444 船橋船橋船橋船橋 クラージュドールクラージュドールクラージュドールクラージュドール 牡牡牡牡 7777 56565656 川川川川 島島島島 正正正正 一一一一 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 大井大井大井大井 オリオンザジャパンオリオンザジャパンオリオンザジャパンオリオンザジャパン 騸騸騸騸 7777 56565656 的的的的 場場場場 直直直直 之之之之 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 大井大井大井大井 キープインタッチキープインタッチキープインタッチキープインタッチ 牡牡牡牡 7777 56565656 鈴鈴鈴鈴 木木木木 啓啓啓啓 之之之之 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 大井大井大井大井 デュアルスウォードデュアルスウォードデュアルスウォードデュアルスウォード 牡牡牡牡 9999 56565656 香香香香 取取取取 和和和和 孝孝孝孝 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 大井大井大井大井 トロヴァオトロヴァオトロヴァオトロヴァオ 牡牡牡牡 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 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 川崎川崎川崎川崎 イッシンドウタイイッシンドウタイイッシンドウタイイッシンドウタイ 牡牡牡牡 8888 56565656 内内内内 田田田田 勝勝勝勝 義義義義 赤赤赤赤 岡岡岡岡 修修修修 次次次次 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１5555 浦和浦和浦和浦和 ヴァーゲンザイルヴァーゲンザイルヴァーゲンザイルヴァーゲンザイル 騸騸騸騸 9999 56565656 冨冨冨冨 田田田田 敏敏敏敏 男男男男 未未未未 定定定定 Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１11111111 浦和浦和浦和浦和 トーセンハルカゼトーセンハルカゼトーセンハルカゼトーセンハルカゼ 牡牡牡牡 7777 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 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２11111111 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 8888 56565656 柘柘柘柘 榴榴榴榴 浩浩浩浩 樹樹樹樹 未未未未 定定定定 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２11111111 浦和浦和浦和浦和 タマモネイヴィータマモネイヴィータマモネイヴィータマモネイヴィー 牡牡牡牡 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 Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２14141414 浦和浦和浦和浦和 ニチドウリュンヌニチドウリュンヌニチドウリュンヌニチドウリュンヌ 牡牡牡牡 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 Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１15151515 大井大井大井大井 サンドプラチナサンドプラチナサンドプラチナサンドプラチナ 牡牡牡牡 4444 55555555 市市市市 村村村村 誠誠誠誠 未未未未 定定定定 Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２※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２９年３月８日（木）地方他地区所属馬：平成２９年３月１２日（日）◆出走投票：平成２９年３月１２日（日）　午前９時～午前１０時

馬　　名 性 齢

◆１ 着 賞 金 ：◆負 担 重 量 ： 馬　　名 性 齢
馬　　名 性 齢

◆出 走 資 格 ：
第６２回ダイオライト記念競走（ＪｐｎⅡ）出走予定馬地方他地区所属馬「キングブラーボ」号、「コスモガラサ」号、「キングスクルーザー」号、「ビービーガザリアス」号、「ディーセントワーク」号が出走を回避し、「ジョージジョージ」号、「ケイリンボス」号が繰り上がりました。南関東地方競馬所属の登録馬が決まりました。◆実　 施　 日 ：◆実　 施　 場 ：◆距　　　 離 ：


