
レディースジョッキーズシリーズ２００９ 

高知ラウンド競走実施要領 

高知県競馬組合 

 

１． 目的 

   高知県競馬組合が実施する競馬で、国内で活躍する女性騎手が一同に会する競走

を行うことにより、ファンに興味溢れるレースを提供するとともに、騎手交流を通

じ騎乗技術の向上と競馬の活性化を図って、競馬事業の健全な発展に資することを

目的とする。 

 

２． 実施年月日 

平成２１年１２月７日（月） 

   平成２１年度高知県競馬組合営第１３回高知競馬第４日目 

 

３． 実施競馬場 

   高知競馬場 （高知県高知市長浜宮田２０００番地） 

 

４． 実施競走名称等 

   レディースジョッキーズシリーズ２００９ 第５戦  

    イーバンク銀行株式会社協賛 『 イーバンク銀行賞 』 

    （ 第５競走  右回り・ダート １，４００ｍ ） 

 

  レディースジョッキーズシリーズ２００９ 第６戦  

    オッズ・パーク株式会社協賛 『 オッズパーク賞 』 

    （ 第６競走  右回り・ダート １，４００ｍ ） 

 

５． 出走資格 

   平成２１年度高知競馬において出走実績のあるサラブレッド系選定馬 

 

６． 負担重量 

   定量重量  ５５ｋｇ ， 牝馬 ５３ｋｇ （減量制度は適用しない） 

 

７． 出走頭数 

   １０頭以内 

 



８． 出場予定騎手 

   ＪＲＡ所属騎手 ２名 

他地区所属騎手 ６名 

高知所属騎手  ２名    

 

９． 騎乗馬の決定 

   騎乗馬の決定は、抽選により行う。 

 

10．賞金及び諸手当について 

（１） 馬主に関するもの 

  ア 本賞金 

       第５戦 

        １着        １２０，０００円 

        ２着         ３０，０００円 

        ３着         １５，０００円 

        ４着         １０，０００円 

        ５着          ６，０００円 

        着外          ３，０００円 

 

      第６戦 

        １着        １３０，０００円 

        ２着         ３３，０００円 

        ３着         １６，０００円 

        ４着         １１，０００円 

        ５着          ７，０００円 

        着外          ３，０００円 

 

    イ 出走手当         ２７，０００円 

ウ レコード賞         ５，０００円 

 

（２） 調教師に関するもの 

ア 調教管理手当        ３，６００円 

イ 調教師賞   １着     １，０００円 

         ２着       ３００円 

ウ レコード賞         ３，０００円 

  

（３） 騎手の関するもの 



  ア 騎乗手当          ４，０００円 

  イ 騎手賞    １着     １，０００円 

           ２着       ３００円 

  ウ 特別騎乗手当  

     レディースジョッキズシリーズ２００９実施要領により、ＬＪＳ企画運

営協議会から別途支給する。 

  エ 特別参加手当 （ 旅費相当 ） 

     ・北海道所属     １３５，０００円 （ ２泊３日 ） 

     ・岩手所属      １０６，９８０円 （ ２泊３日 ） 

     ・浦和所属       ７２，７４０円 （ １泊２日 ） 

     ・名古屋所属      ６１，８２０円 （ １泊２日 ） 

     ・福山所属       ４０，０００円 （ 日帰り  ） 

     ・荒尾所属       ５８，４６０円 （ １泊２日 ） 

     ・ＪＲＡ所属（美浦）  ８７，２６０円 （ １泊２日 ）   

     ・ＪＲＡ所属（栗東）  ４７，４８０円 （ １泊２日 ） 

     （算定は本組合旅費規程等に準ずる。ただし、当日のスケジュール等に

より変額あり。） 

    オ レコード賞         ３，０００円 

    カ 他地区所属騎手が来場後、騎手又は馬の疾病及び事故などで騎乗すること

ができなかった場合でも上記エを支給する。 

 

（４） 厩務員に関するもの 

  ア 厩務員引馬手当       ２，８００円 

  イ 厩務員賞   １着     １，０００円 

           ２着       ３００円 

  ウ レコード賞         ３，０００円 

 

（５）出走馬の確定後、騎手が病気などで騎乗できなくなった場合、馬については

出走取消又は競走除外とする。 

 

11．天変地異その他やむを得ない事由によって、レディースジョッキーズシリーズの各

競走を施行することができなくなった場合はその競走を取り止めるものとし、賞金及

び諸手当の支給については、その都度協議のうえ決定するものとする。 

 

 

12．その他 

   この要領に定めのない事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。 



レディースジョッキーズシリーズ２００９ 

高知ラウンド競走実施細目 

高知県競馬組合 

 

１． 出場騎手の推薦依頼 

   出場騎手推薦締切 

    平成２１年１１月１５日（日） 

 

２． 騎乗申込 

（１） 騎乗申込締切 

    平成２１年１１月１５日（日） 

（２） 提出書類 

    騎乗申込書兼服色申請書 

（３）申込手数料  １００円 

 

３． 騎乗馬の決定 

（１） 出走馬の決定      

平成２１年１２月４日（金） 午前１０時 

（２） 出走投票        

平成２１年１２月４日（金） 午前１１時 

（３） 出走馬の確定      

平成２１年１２月４日（金） 午後 １時 

 

４． 出場騎手の当該競走以外の騎乗 

   出場騎手は、当該競走以外の競走にも騎乗できるものとする。 

   （ただし、第２競走確定後に騎手紹介式を行うため、第２競走は除く。） 

 

５． 出場騎手について 

（１） 入所時刻等 

    競走当日、正午までに来場することとし、事前に来場予定時刻を事業課競

走班に連絡すること。  

    なお、当該競走以外の競走に騎乗する場合は、騎乗予定競走の発走時刻２

時間前までに来場すること。 

（２） 場所 

      高知競馬場 調整ルーム 



（３） 騎手服 

・ ＪＲＡ所属騎手 

   ＬＪＳ企画運営協議会から貸与された騎手服とする。 

・ 他地区所属騎手 

   所属主催者から指定を受けた騎手服とする。 

（４） 保護ベスト 

    競走に騎乗するときには、保護ベストを着用すること。なお検量上の取扱

いは０．５ｋｇ差し引いた重量とする。 

（５） 当該競走以外の競走に騎乗するときは平成２１年度高知競馬番組編成要領

等による。 

（６） 当日の持参品 

    当日の騎乗に必要な装具等（保護ベスト・鉛を含む） 

（７） 退所時刻 

    総合順位確定後。ただし、被表彰者については、表彰式終了後。 

 

６． 騎手紹介 

   第２競走確定後  スタンド前ステージ 

 

７． 賞典・諸手当について 

   平成２１年１２月９日（水）以降、指定口座に振込む。 

 

８． 騎手の災害補償について 

・ＪＲＡ所属騎手 

  日本中央競馬会騎手災害補償規定による。 

・ 他地区所属騎手 

 高知県競馬組合が保険会社と契約し補償する。 

ア 死亡、後遺障害    ５，０００万 

イ 入院保険      １５，０００円（ １８０日限度 ） 

ウ 通院保険（日額）  １０，０００円（  ９０日限度 ） 

 

９． 騎手の総合順位について 

   ＬＪＳ２００９実施要領に定めるとおりとする。 

 

10．表彰式 

   ＬＪＳ２００９実施要領に定めるラウンド表彰規定に基づき表彰する。（第５戦

及び第６戦の企業協賛はあるが、表彰式はなく、レース前実況放送で紹介する。） 

 



  （１）時間      第７競走確定後 

  （２）場所      スタンド前ステージ 

  （３）副賞 

     ア 高知ラウンド 

        １位騎手   地方競馬全国協会理事長賞 

               イーバンク銀行賞  

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

        ２位騎手   イーバンク銀行賞  

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

        ３位騎手   イーバンク銀行賞  

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

 

     イ シリーズ表彰（全体表彰） 

        １位騎手   日本中央競馬会理事長賞  

               オッズ・パーク株式会社社長賞 

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

        ２位騎手   オッズ・パーク株式会社社長賞 

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

        ３位騎手   オッズ・パーク株式会社社長賞 

               高知県馬主協会会長賞 

               高知県競馬組合管理者賞 

11．騎手の総合順位について 

   ＬＪＳ企画運営協議会が定めたＬＪＳ２００９実施要領により表彰する。 

 

12．その他 

   この細目に定めない事項については、その都度協議のうえ決定するものとする。 

 

13．当該競走に関する連絡先 

   〒 ７８１－０２７１ 

     高知県高知市長浜宮田２０００番地 

      高知県競馬組合 事業課競走班（番組） 

       ＴＥＬ ０８８－８４１－５１２３  



       ＦＡＸ ０８８－８４１－５１３０  

  


