
平成30年9月5日

9月3日（月） 9月4日（火） 9月5日（水） 9月6日（木） 9月7日（金） 9月8日（土） 9月9日（日） 9月10日（月） 9月11日（火）

常　滑常　滑常　滑常　滑
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

常滑常滑常滑常滑
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延

常　滑常　滑常　滑常　滑
（最終日）（最終日）（最終日）（最終日）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(初日)(初日)(初日)(初日)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

尼　崎尼　崎尼　崎尼　崎
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ多摩川 ＧⅠ
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

平和島平和島平和島平和島
（初日）（初日）（初日）（初日）

※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

平和島平和島平和島平和島
（２日目）（２日目）（２日目）（２日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

平和島平和島平和島平和島
（３日目）（３日目）（３日目）（３日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

平和島平和島平和島平和島
（４日目）（４日目）（４日目）（４日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

平和島平和島平和島平和島
（５日目）（５日目）（５日目）（５日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

平和島平和島平和島平和島
（最終日）（最終日）（最終日）（最終日）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

多摩川ＧⅠ多摩川ＧⅠ多摩川ＧⅠ多摩川ＧⅠ
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

宮　島宮　島宮　島宮　島
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

宮　島宮　島宮　島宮　島
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

宮　島宮　島宮　島宮　島
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖
(最終日）(最終日）(最終日）(最終日）

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(初日)(初日)(初日)(初日)

⇒中止順延⇒中止順延⇒中止順延⇒中止順延

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(初日)(初日)(初日)(初日)

⇒中止順延⇒中止順延⇒中止順延⇒中止順延

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(初日)(初日)(初日)(初日)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

鳴　門 鳴　門 鳴　門 鳴　門 ❤❤❤❤
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

※開催取止め※開催取止め※開催取止め※開催取止め

福岡福岡福岡福岡
（３日目）（３日目）（３日目）（３日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

福岡福岡福岡福岡
（４日目）（４日目）（４日目）（４日目）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

福岡福岡福岡福岡
（最終日）（最終日）（最終日）（最終日）
※代替発売※代替発売※代替発売※代替発売

琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延

琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ
(５日日)(５日日)(５日日)(５日日)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ琵琶湖 GⅢ
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

多摩川多摩川多摩川多摩川
(初日)(初日)(初日)(初日)

多摩川多摩川多摩川多摩川
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

多摩川多摩川多摩川多摩川
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

三　国三　国三　国三　国
(初日)(初日)(初日)(初日)

三国三国三国三国
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延

三　国三　国三　国三　国
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

三　国三　国三　国三　国
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

三　国三　国三　国三　国
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

三　国三　国三　国三　国
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

三　国三　国三　国三　国
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

唐　津唐　津唐　津唐　津
(初日)(初日)(初日)(初日)

※発売取止め※発売取止め※発売取止め※発売取止め

唐　津唐　津唐　津唐　津
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

唐　津唐　津唐　津唐　津
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

住之江住之江住之江住之江
（初日）（初日）（初日）（初日）

住之江住之江住之江住之江
（２日目）（２日目）（２日目）（２日目）

住之江住之江住之江住之江
（３日目）（３日目）（３日目）（３日目）

住之江住之江住之江住之江
（４日目）（４日目）（４日目）（４日目）

住之江住之江住之江住之江
（最終日）（最終日）（最終日）（最終日）

丸　亀丸　亀丸　亀丸　亀
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

丸 亀丸 亀丸 亀丸 亀
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延※開催中止順延

丸　亀丸　亀丸　亀丸　亀
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

丸　亀丸　亀丸　亀丸　亀
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

丸　亀丸　亀丸　亀丸　亀
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

丸　亀丸　亀丸　亀丸　亀
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催⇒順次繰延開催

下　関下　関下　関下　関
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

下関下関下関下関
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

下　関下　関下　関下　関
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

下　関下　関下　関下　関
(初日)(初日)(初日)(初日)

※発売取止め※発売取止め※発売取止め※発売取止め

下　関下　関下　関下　関
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

下　関下　関下　関下　関
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

下　関下　関下　関下　関
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

若　松 ＧⅢ若　松 ＧⅢ若　松 ＧⅢ若　松 ＧⅢ❤❤❤❤
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

若松ＧⅢ若松ＧⅢ若松ＧⅢ若松ＧⅢ❤❤❤❤
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(初日)(初日)(初日)(初日)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(２日目)(２日目)(２日目)(２日目)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(３日目)(３日目)(３日目)(３日目)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(４日目)(４日目)(４日目)(４日目)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(５日目)(５日目)(５日目)(５日目)

桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ桐　生 ＧⅠ
(最終日)(最終日)(最終日)(最終日)

　ミニボートピア滝野　場　長

MBP滝野　発売日程変更に関するお知らせ　

デイレースデイレースデイレースデイレース

モーニングモーニングモーニングモーニング
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ナイターナイターナイターナイター
☆☆☆☆
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