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ザ・チャンピオンシップス

2017 年 4月 1、8 日
オーストラリア シドニー 

ロイヤルランドウィック競馬場



Photo: Destination NSW

ザ・チャンピオンシップスはオーストラリアのシドニー
秋の競馬祭の頂点となるレースとして2014年に開始
されました。

ニューサウスウェールズ 州 政 府 の 援 助 により
オーストラリアンターフクラブと、レーシングニュー 
サウスウェールズが一体となり開催するこのエキサイ
ティングなイベントは、2017年に4年目を迎えます。

毎 年 4月の第1、第2 土 曜日に開 催される12の 
レースでは、異なる年齢と距離のチャンピオンを 
決めるために、熱い戦いが 繰り広げられます。

シドニーを代表する宝石デザイナー、セローン作成の
華やかなエメラルドで包まれたトロフィーが、各レース
優勝馬の馬主、調教師、ジョッキーに贈られます。

総 額 賞 金 2 0 2 0 万 ド ル の 賞 金 が 用 意 さ
れ て い る 舞 台 に は 、2 日 間 の エ キ サ イ 
ティングで激しい戦いとなるレースが用意されています。

オーストラリアを代 表する最強 馬がたちが、海
外から選抜されてきた馬たちとバトルを繰り広
げるこのイベントは、シドニーの社交会、そして 

スポーツのイベントを代表する行事になりました。

オーストラリアの競馬場の中でも最も古い競馬場
の一つで、格式の高いレースが開催されるロイヤル 
ランドウィック競 馬場がこのイベントの開催場
所となります。訪問客 、国内外から集まる競 馬 
ファンは 、国 際レベル の 競 馬 を観 戦しな がら 
華やかなファッションで埋め尽くされる会 場で 
賞を受賞するほどの厚いおもてなしを経験し、この
壮大なイベントを満喫することが出来るでしょう。

もうひとつの産業イベント、オーストラリアン・
イースター・イヤリン グ セ ール が 同 時 期 4 月 
4 、5 、6日に近 郊にて開 催されることから、海
外からの参加者も増えることが予想されます。

世界で最も美しい都市の1つとされるシドニーでは
息をのむような景観、多くの印象的な光景、美しい
ビーチ、アートやエンターテイメント、グルメなレス
トランと、様々な経験をお楽しみいただけます。

ザ・チャンピオンシップスが、素晴らしい思いでとなり
ますよう、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。



 ロンジン ゴールデンスリッパー開催日 
2017年3月18日土曜日 ローズヒルガーデン競馬場開催

競走名 賞金
(豪ドル)

条件 距離

ジョージライダーステークス $1,000,000 G1、3歳以上馬齢重量 1500m
ランヴェットステークス $700,000 G1、3歳以上馬齢重量 2000m
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 BMWレース開催日 
2017年3月25日土曜日 ローズヒルガーデン競馬場開催

競走名 賞金
(豪ドル)

条件 距離

ザ・BMW $1,500,000 G1、3歳以上馬齢重量 2400m

ザ・チャンピオンシップス 開催1日目  
2017年4月1日土曜日 ロイヤルランドウィック競馬場開催

競走名 賞金
(豪ドル)

条件 距離

 ザ・スタードンカスターマイル
マイルチャンピオン決定戦 $3,000,000 G1、3歳以上ハンデ 1600m

 ダーレーTJスミスステークス　
オープンスプリントチャンピオン決定戦 $2,500,000 G1、2歳以上馬齢重量 1200m

ザ・チャンピオンシップス 開催2日目  
2017年4月8日土曜日 ロイヤルランドウィック競馬場開催

競走名 賞金
(豪ドル)

条件 距離

 ロンジン クイーンエリザベス 
ステークス
馬齢重量チャンピオン決定戦

$4,000,000 G1、3歳以上馬齢重量 2000m

 シュウェップス　シドニーカップ
長距離チャンピオン決定戦

$2,000,000 G1、3歳以上ハンデ 3200m

 クールモア レガシーステークス
牝馬チャンピオン決定戦 $1,000,000 G1、3歳以上牝馬馬齢重量 1600m

オールエイジドステークス 開催日
2017年4月15日土曜日 ロイヤルランドウィック競馬場開催

競走名 賞金
(豪ドル)

条件 距離

オールエイジドステークス $600,000 G1、2歳以上馬齢重量 1400m

シドニー競馬祭
国際競走プログラム
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2017年 ザ・チャンピオンシップス　
主要レースプログラム
G1ドンカスターマイル

短距離―マイル路線
2017年3月18日土曜日　 

ローズヒルガーデン競馬場開催
2017年4月1日土曜日　 

ロイヤルランドウィック競馬場開催
ジョージライダーステークス
G1、3歳以上馬齢重量　1500ｍ 14 日  ザ・スタードンカスターマイル

G1、3歳以上ハンデ　1600ｍ
$A1,000,000 $A3,000,000

ドンカスターマイル戦に向けての前哨戦の一つとして、ドンカスターマイル戦より14日前に開催されるG1ジョー
ジライダーステークス(1500m) があります。

G1クイーンエリザベスステークス
2000m馬齢重量路線

2017年3月18日土曜日　 
ローズヒルガーデン競馬場開催

2017年4月8日土曜日　 
ロイヤルランドウィック競馬場開催

ランヴェットステークス
G1、3歳以上馬齢重量　2000m 21日  ロンジン クイーンエリザベスステークス

G1、3歳以上馬齢重量　2000ｍ
$A700,000 $A4,000,000

クイーンエリザベスステークス戦に向けての前哨戦の一つとして、クイーンエリザベスステークス戦より21日前に
開催されるG1ランヴェットステークス(2000m) があります。

G1クイーンエリザベスステークス
BMW路線

2017年3月25日土曜日　 
ローズヒルガーデン競馬場開催

2017年4月8日土曜日　 
ロイヤルランドウィック競馬場開催

ザ・BMW
G1、3歳以上馬齢重量　2400m 14日  ロンジン クイーンエリザベスステークス

G1、3歳以上馬齢重量　2000ｍ

$A1,500,000 $A4,000,000

クイーンエリザベスステークス戦に向けての前哨戦の一つとして、クイーンエリザベスステークス戦より14日前に
開催されるG1ザ・BMW (2400m) もあります。

G1シドニーカップ
長距離路線

2017年3月25日土曜日　 
ローズヒルガーデン競馬場開催

2017年4月8日土曜日　 
ロイヤルランドウィック競馬場開催

ザ・BMW
G1、3歳以上馬齢重量　2400m 14日  シドニーカップ

G1、3歳以上ハンデ　3200ｍ
$A1,500,000 $A2,000,000

シドニーカップ戦に向けての前哨戦の一つとして、シドニーカップ戦より14日前に開催されるG1ザ・BMW 
(2400m) があります。
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シドニーの競馬場
ロイヤルランドウィック

ロイヤルランドウィックはシドニー競馬の歴史の
原点です。“本部”と称され1860年に設立された
競 馬場は、近年の1億70 0 0万ドルの再開発に 
より、5階建ての豪華なグランドスタンド、屋外には
舞台のように段 差で囲まれた円形のパドックを
配置する近代的な施設に生まれ変わりました。

高く屹立するグランドスタンドからは、馬場が一望 
できるだけではなく、背景には、センタニアルパーク 
ランズ、その奥には高層ビルを展望することができます。

優れたテクノロジーと多目的利用が 可能なグラ
ンドスタンドは、全ての観客が楽しめるよう、南半で
一番大きな屋外スクリーンを設 置、無料W i - F i 
その他多くの革新的なサービスを完備しています。

シドニーの中心 街 から5キロほどのイースタン 
サバーブスに位置するロイヤルランドウィック競
馬場は、車や公共交通機関によってご来場いただ
けます。ボンンダイやクッジーなどの人気の高い 
ビーチや、国内線国際線発着の空港からも近く 
国内外からの観客にとって理想的な場所にあります。

 
ロイヤルランドウィック競馬場の芝コースは、NSW
州の中で 最も大きいものです。ロイヤルランド
ウィックは向正面直線は左手の16 0 0 mスター ト地点
から始まり、広いコーナーを過ぎると、正面の直線は
ゴール前にかけて〝上り坂 ど称される勾配 があります。

コース概要
芝
１周距離2,224メートル
正面直線410メートル
ゴール前の幅28メートル

イングリス サイヤーズG1
カントリーチャンピオンシップス ファイナル

プロヴィンシャルチャンピオンシップス ファイナル

ダーレーTJスミス ステークスG1
アローフィールド3歳スプリントG2
ガーヴァンウォー パーシーサイクステークスG2

BMW オーストラリアンダービーG1
オーストラリアンオークスG1

ロンジン クイーンエリザベス ステークスG1

シュウェップス  
シドニーカップG1

ローズヒルガーデンズ
ジョージライダーステークスG1

ランヴェットステークスG1

ザ・BMW G1

ザ・ スター ドンカスターマイルG1
クールモア レガシーステークスG1
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ザ・チャンピオンシップスのために指定された検疫 
施 設 は カ ン タベ リ ー 競 馬 場 内 に ありま す。 
オーストラリアンターフクラブの週日開催、そして 
ナイター 競 馬 の 開 催 競 馬 場 で す。シドニー 市
街より西に11km、ロイヤルランドウィック競馬
場からは14kmにある競馬場の馬場はシドニーで
一 番 状 態 の 良 い 芝 馬 場 とい わ れて い ま す。

調教馬場
調教は1周1580m、幅24mの芝コースで行われ 
キクユという暖地型芝生が使用されています。毎朝6
時半から10時までの利用が可能です。

ザ・チャンピオンシップス 検疫施設

スタッフの宿泊施設
競馬場より9kmもしくは車で15分ほどの場所に 
質のよいサービスアパートメントがいくつも隣接され
ています。カンタベリーパーク競馬場へは電車やバス
などの公共交通機関も利用できます。ザ・チャンピオン
シップのコーディネーターが、宿泊やレンタルカーの 
手配のお手伝いもいたします。

ホースマンズハンドブック
検疫施設の詳細、出国検疫、入国検疫、ワクチン 
ビザ、登録方法と用紙、その他の関係情報は、以下の
ウェブサイトのホースマンズブックをご覧ください。
www.thechampionships.com.au
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ザ・チャンピオンシップスに海外から参戦する馬の 
輸送費補助は、各馬の状況によって判断されます。
補助金が提供される場合は、前払いされた経費に対
し一定の額を一括で、指定された方に直接支払われ
ます。

輸送、厩舎利用、個人の航空券、宿泊、移動費、生活
費等の直接掛かる経費は該当馬の関係者負担となり
ます。

ザ・チャンピオンシップス運営機関は指定された検疫
施設と隔離施設の運営費用を負担します。

一般的に輸送補助金は、レーティング110以上を保 し、
ザ・チャンピオンシップスのレースに出走することが
目的でオーストラリアに輸送される馬に支払われま
す。補助金は海外から輸送されオーストラリアの調教
師の下で出走する馬には提供されません。

提供される金額や補助の条件は、該当馬がザ・チャン 
ピオンシップスのレースを目標としていること、該当馬の
レーティングや、輸送費、オーストラリアでの獲得し
得る賞金によって判断されます。

ザ・チャンピオンシップス運営機関は各申し込みを 
メリットに基づいて評価する権限を保持し、補助金
を提供するかどうか、また補助金のレベルについては 
運営機関の独自の決定権により判断されます。

輸送費補助

宿泊
ザ・チャンピオンシップスの運営機関は、出走馬関係
者の宿泊、移動方法などの予約の手配をお手伝いい
たします。

開催当日のホスピタリティ
ザ・チャンピオンシップス運営機関はロイヤルランド
ウィック、並びにローズヒルガーデンズにて豪華な 
ホスピタリティを提供し、ザ・チャンピオンシップスの 
レースや前哨戦に出走する馬の関係者を温かくお迎え
いたします。これには競馬場への移動手段も含まれます。

ビザ
オーストラリアへ入国する全ての人はビザが必要です。
厩務員は渡航前少なくても6－8週間前（オンライン上
であれば2週間）にビザの申請が必要となります。ビ
ザ発行のために必要なザ・チャンピオンシップへスの
招待状を発行することも可能です。

注釈
ニュージーランドパスポートを所有している方は 
通常ビザの申請は不要です。
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ドンカスターマイル マイルチャンピオン決定戦

オーストラリアで最も有名なレースのひとつで1866年に最初の
レースが開催。オーストラリアのマイル王座決定戦とも言われて
います。ドンカスターはオーストラリアを代表する最強馬たちが優勝
しているレースで、過去の優勝馬にはウインクス（2016）､トビンブロンズ 
(1967)､スーパーインポーズ（1990､1991)､サンライン(1999､2002) 
などがいます。レースレコード 1:33.70 ベルマララッド (NZ) 1979 

2015年優勝馬カーマディック (NZ) 
2着リアルインパクト（JPN） 
3着ロイヤルディセント  
タイム/馬場状態 1:37.61 (ソフト７) 

2016年優勝馬 ウインクス
2着ハッピークラッパー
3着アズカデリア(NZ) 
タイム/馬場状態 1:35.27 (ソフト６) 

TJ スミス ステークス オープンスプリント チャンピオン決定戦

1997年に設定され、オーストラリアのスプリント王を決めるレース。
トゥーラック、キングストンタウン、ガンシドなどを調教した元チャン
ピオン調教師TJスミスに敬意を表し、1999年に現在のレース名が 
設定されました。近年の出走馬にはテイクオーバーターゲットや、2013
年には当レースが無敗の引退戦となったブラックキャビアがいます。 
レースレコード 1:08.71 ブラックキャビア 2011

2015年優勝馬シャタクワ 
2着ロードオブザスカイ
3着テラヴィスタ   
タイム/馬場状態 1:11.04 (ソフト７)

2016年優勝馬シャトークア 
2着フェルスウープ
3着イングリッシュ
タイム/馬場状態 1:10.10 (ソフト６)

オーストラリアン ダービー3歳クラッシックチャンピオン決定戦

オーストラリアの3歳クラッシックを代表するこのレースは1861年に
最初のレースが施行されました。以前はＡＪＣダービーと称され、ファー 
ラップ（1929）ピーターパン（1932）トゥーラック（1957）キングストン
タウン（1980）ボーンクラッシャー（1986）オクタゴナル（1996）など
過去の英雄たちが優勝しているレースです。
レースレコード 2:28.41 オクタゴナル (NZ) 1996

2015年優勝馬モンゴリアンカーン 
2着ハラキ
3着ヴォルストックンバレル 
タイム/馬場状態 2:37.10 (ソフト７)

2016年優勝馬タヴァゴ (NZ)
2着ジャメカ
3着タリー
タイム/馬場状態 2:33.67 (ソフト６)

サイヤーズ プロデイュース　2歳チャンピオン決定戦

シドニーの2歳馬3冠の2戦目にあたるレースです。ゴールデンスリッパーG1
が1戦目、シャンペンステークスG1が3戦目となります。このレースの優勝馬
にはエイジャックス（1937）､シャノン(1944)､バゲット（1970)､ラスキンスター
(1977)、オクタゴナル(1995)、ピエロ(2012)などがいます。  
レースレコード 1:21.47 ピエロ 2012

2015年優勝馬プライドオブドバイ 
2着オデッシームーン/レギース
（同着）
タイム/馬場状態 1:25.72 (ソフト７)

2016年優勝馬ヤンキーローズ 
2着テルペリオン
3着ファラウェイタウン
タイム/馬場状態 1:24.38 (ソフト６) 

クイーンエリザベス ステークス 馬齢重量チャンピオン決定戦

クイーンエリザベスステークスはオーストラリアの馬齢重量戦の中で
も最高のレースとしてその名を挙げてきました。1851年に最初の 
レースが行われた時の名はクイーンズプレート。このレースはタロッ
ク(1958,1960,1961）、マイトアンドパワー（1998)、ロンロ（2003) 
グランドアーミー(2004、2005）などのオーストアリアの有名馬が優
勝してきています。レースレコード 2:01.22 インターゲイズ 1997

2015年優勝馬 クライテリオン (NZ)
2着レッドカドー
3着ロイヤルディセント  
タイム/馬場状態 2:05.35 (ソフト７)

2016年優勝馬ルシアヴァレンティーナ (NZ)
2着ザユナイテッドステイツ(IRE)
3着八ピークラッパー
タイム/馬場状態 2:04.82 (ソフト5)

シドニーカップステイヤーズ チャンピオン決定戦

チャンピオンシップスの長距離レースは、オーストラリアで二レース 
ある3200ｍのＧ１レースの一つ。この有名なレースは多くのステイヤーの
格を上げてきました。その中でも有名なのがザ・ブラブ（1868、1869） 
カーバイン（1889、1890）、ギャレリー（1967）キングストンタウン
(1980）タイザノット（1998、1999）マカイビーディヴァ（2004）など。
レースレコード 3:19.00 ジャスタダンサー (NZ) 1991
2015年優勝馬グランドマーシャル 
2着フーショットザバーマン
3着ライクアカルーセル   
タイム/馬場状態 3:24.70 (ソフト７)

2016年優勝馬ギャランテ (IRE)  
2着リブラン(IRE) 
3着グランドマーシャル（GB） 
タイム/馬場状態 3:24.53 (ソフト5)

チャンピオンシップ レースの前歴  
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オーストラリアン オークス 3歳牝馬クラッシックチャンピオン決定戦 

オーストラリア秋競馬の3歳牝馬の主要レースは､1994年に設定
され、その後ＡＪＣオークス、ＡＴＣオークスと名称の変更があり
ました。代表的な優勝馬にはライトフィンガーズ(1965)、サラウン
ド(1977）、トリスケイ（1991）、ストリーマ（2012）などがいます。 
レースレコード 2:28.80 Sセレナーデローズ 2006 

2015年優勝馬ガストオブウインド (NZ) 
2着ウィンクス(NZ)
3着カンデララ
タイム/馬場状態 1:25.72 (ソフト７)

2016年優勝馬ソフィアロサ (NZ) 
2着アンビエンス
3着ビリーヴ
タイム/馬場状態 2:34.27 (ソフト5)

クイーンオブザターフ ステークス　牝馬、古牝馬チャンピオン決定戦  

クールモアレガシーステークスと称されてはいますが、クイーンオブザ
ターフステークスというその正式名の通り、秋に一番強い牝馬を決める
レースです。最初に施行された1972年以来､タイフーントレイシー(2010)
モアジョイアス(2011､2012)､アピアレンス(2013)などの多くのＧ１馬が
その名を連ねています。 
レースレコード 1:35.85 ダイアモンドドリル 2014

2015年優勝馬アマポーア 
2着キャットキンズ
3着ノーブルプロテクター (GB)
タイム/馬場状態 1:37.77 (ソフト7)

2016年優勝馬アズカデリア (NZ) 
2着ヘヴンザアバブ
3着ノーブルプロテクター (GB)
タイム/馬場状態 1:35.98 (ソフト5)

カントリー チャンピオンシップ

秋のザ・チャンピオンシップスにNSW州内どこからでも出走馬が出走
できるよう、州の地方競馬の活性化のために2015年に設置された 
レースです。将来大きなレースに勝つための足掛かりとなるよう 
設定された通り、初年度の優勝馬はアートリー、このレース以降に
ブラックタイプのレースで優勝しています。 
レースレコード 1:24.44 アートリー 2015

2015年優勝馬アートリー 
2着タランゴーワー
3着ブードゥーラッド
タイム/馬場状態 1:24.44 (ヘビー8)

2016年優勝馬クリアリーイノセント 
2着ペラペラ
3着エヴァーソーナチュラル
タイム/馬場状態 1:24.52 (ソフト6)

パーシーサイクス ステークス 2歳牝馬チャンピオン決定戦

2016年後半にＧ２レースとして昇格され、オーストラリア中の2歳
牝馬限定戦の最も価値の高いレースです｡2011年に最初の優勝馬
として名を挙げたストリーマはその後、2012年にオーストラリアン
オークス､2013年にはジョージメインステークスで優勝しています。 
レースレコード 1:09.67 スナップショッツ 1997

2015年優勝馬ガストオブウインド
2着ウィンクス
3着カンデララ 
タイム/馬場状態 1:12.44 (へビー8)

2016年優勝馬ミスロック
2着プロンプトリスポンス
3着スプライト
タイム/馬場状態 1:11.07 (ソフト6)

3歳スプリント3歳短距離チャンピオン決定戦  

1979年に施行されて以来、ロンロ(2002)エクシードアンドエクセル
(2005）シュートアウト(2010）などの最強馬達が優勝してきた 
レース。競馬祭のレースとしての移行、オーストラリア中の3歳 
短距離王座決定戦となりうるよう設定されたレースは開催レースの
中でも注目を浴びるレースとなるでしょう。  
レースレコード 1:08.90 カーペンター 1989 

2015年優勝馬デレクテーション 
2着ブリングミーザメイド
3着レキンドルドパワー 
タイム/馬場状態 1:11.71 (ヘビー8)

2016年優勝馬ジャポニスム 
2着カウンターアタック
3着テイクダウン
タイム/馬場状態 1:11.07 (ソフト5)

プロヴィンシャル チャンピオンシップ

シドニー均衡の5つのプロヴィンシャル競馬場の活性化のために 
2015年に設置されたレースで、この競馬場で調教されている馬たち
そしてその馬の関係者が秋のザ・チャンピオンシップスのレースに
参加できるシリーズです。   
レースレコード 1:24.30 ショアアンドファスト 2015

2015年優勝馬ショアアンドファスト 
2着エレクトリックパワー
3着オックスフォードポエト
タイム/馬場状態 1:24.30 (ヘビー8)

2016年優勝馬デニッシュツイスト 
2着パワーライン
3着ヒズマジェスティー(IRE)
タイム/馬場状態 1:23.91 (ソフト6)

チャンピオンシップ レースの前歴  
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ザ・チャンピオンシップスの重要期日

ザ・チャンピオンシップス開催2日目の重要期日  
2017年4月8日土曜日 ロイヤルランドウィック競馬場開催

予備登録締め切り 2017年2月6日月曜日 現地時間正午
最終追加登録締め切り 
(シュウェップス シドニーカップ) 2017年2月17日金曜日 現地時間正午

負担重量発表 
(シュウェップス シドニーカップ) 2017年2月20日月曜日 現地時間正午

初回登録 2017年3月7日火曜日 現地時間正午

開催2日目出馬投票 2017年4月4日火曜日現地時間午前9時  
(最終追加登録が認められているレースも含）

その他同日発走レース
初回登録 2017年4月3日月曜日 現地時間午前11時 出馬投票 2017年4月5日水曜日現地時間午前9時

ゲート抽選会
ザ・チャンピオンシップスレース 2017年4月4日火曜日
その他同日発走レース 2017年4月5日水曜日

ザ・チャンピオンシップス開催1日目  
2017年4月1日土曜日 ロイヤルランドウィック競馬場開催

予備登録締め切り 2017年2月6日月曜日 現地時間正午
最終追加登録締め切り
(ザ・スター ドンカスターマイル） 2017年2月17日金曜日 現地時間正午

負担重量発表
(ザ・スター ドンカスターマイル） 2017年2月20日月曜日 現地時間正午

初回登録　 2017年3月7日火曜日 現地時間正午

開催1日目出馬投票 2017年3月28日火曜日現地時間午前9時（最終追加登録が
認められているレースも含）

その他同日発走レース
初回登録 2017年3月27日月曜日 現地時間午前11時 出馬投票 2017年3月29日水曜日 現地時間午前9時

ゲート抽選会
ザ・チャンピオンシップスレース 2017年3月28日火曜日
その他同日発走レース 2017年3月29日水曜日
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主要連絡先
レーシングニューサウスウェールズ
最高経営責任者
ピーター・ヴィランディース
Tel: +61 2 9551 7555
Email: pvlandys@racingnsw.com.au

検疫、インターナショナルコーディネーター
モーリス・ロウグ
Mob: +61 418 295 323
Email: mlogue@racingnsw.com.au

ザ・チャンピオンシップス運営機関
レーシングニューサウスウェールズ
Tel: +61 2 9551 7500
www.thechampionships.com.au 

メディアマネージャー
マーク・ブラッセル
Tel: +61 2 9551 7568 
Mob: +61 418 667 589
Email: mbrassel@racingnsw.com.au

その他の連絡先
馬専門国際輸送会社
IRT クリス・ブーク
Tel: +61 3 9643 3000 
Email: cburke@irt.com

馬の国内輸送
JGゴールドナー　
ジェイソン・ガースク
Tel: +61 1300 655 090 
Mob: +61 427 220 296
Email: jason@goldners.com.au

オーストラリアン ターフクラブ 
Tel: +61 1300 729 668
Email: info@australianturfclub.com.au

競馬、馬券及び国際担当
ジェームス・ロス
Tel: +61 2 9663 8410 
Mob: +61 456 566 344 
Email: jamesross@theatc.com.au

レーシングマネージャー
シェーン・ミーニイ
Tel: +61 2 9551 7639
Email: smeaney@racingnsw.com.au

レーシングニューサウスウェールズ審査委員
運営部門スチュワード委員長　
マーク・ヴァン・ゲステル
Mob: +61 412 933 941
Email: mvangestel@racingnsw.com.au

レーシングニューサウスウェールズ公式獣医
獣医師クレイグ・スアン
Tel: +61 2 8344 5050 
Mob: +61 408 020 403
Email: csuann@racingnsw.com.au

カンタベリーパーク馬場マネージャー
グレッグ・カーモディー
Tel: +61 2 9930 4042  
Mob: +61 408 237 479
Email: gcarmody@australianturfclub.com
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thechampionships.com.au   @championshipsrr
 www.facebook.com/thechampionships.com.au/

  @thechampionshipsracing

ザ・チャンピオンシップス

日本語でお気軽にご相談ください。 
岡さとみ（コンサルタント) 

Tel: +61 414 414 450 Fax: +61 28580 5199 Email: satomi@bloodstock.jp


