
1日換算わずか96円の高速ルータ 楽天市場へ
Twitter Facebook 地方競馬場一覧 騎手ブログ紹介 サイトマップ よくあるご質問

楽天競馬トップ > キャンペーン情報 >ダートグレード競走キャンペーン「TCK女王盃（JpnIII）」 << 前のページへ戻る

対象レース 2014年1月22日（水）
TCK女王盃（JpnIII）

対象競馬場 大井競馬場

対象期間中に以下の条件をすべて満たしている方
・本キャンペーンのエントリーをしている方
・楽天競馬で対象レースを100円以上購入
（※単勝式・複勝式を除く）
（※レースが3頭以下で実施された場合、本キャンペーンは中止します。）

▼楽天競馬へ未登録の方はこちらから

大井競馬場

■　第17回 TCK女王盃（JpnIII）

開催日 2014年1月22日（水）

競馬場 大井競馬場

距離 1,800m

発走予定時刻 第11R　16:05

楽天グループのサービス サービス一覧 お問い合わせ一覧

競馬の話題でもりあがろう
楽天ブログ

宿泊先を探す・高速バスを予約する
楽天トラベル

競馬のニュースをチェック！
インフォシーク

関連サービス
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楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

※このキャンペーンへはエントリー（応募）が必要です！

楽天競馬の投票サービスを用いて対象レースの馬券を購入された方を対象に、
購入金額から+5％分の楽天スーパーポイントをプレゼント！

楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。

2014年最初のダートグレード競走は、真冬の大井ダート女王決定戦。
このレースの地方所属馬上位2頭には、3月に行われるエンプレス杯（JpnII）の優先出走権が付与されるため、冬の牝馬ダート路線の重要な一戦で
す。

昨年は、JRAのメーデイア号が道中2番手から直線で抜け出すと、最後は5馬身差で圧勝。砂の女王の座への第一歩を飾りました。

対象日 2014年1月22日（水）
対象レース TCK女王盃（JpnIII）　[大井競馬場]

※レースが3頭以下で実施された場合は、キャンペーンは中止となります。
対象賭式 単勝式・複勝式を除く全ての賭式
対象者様 対象期間中に以下の条件をすべて満たしている方

・本キャンペーンのエントリーをしている方
・楽天競馬で対象レースを100円以上購入
（※単勝式・複勝式を除く）

特典 楽天競馬の投票サービスを用いて対象レースの馬券を購入された方を対象に、購入金額から+5％分の楽天スーパーポイント
をプレゼント！
■対象
対象レース 2014年1月22日（水）

TCK女王盃（JpnIII）
対象競馬場 大井競馬場

ポイント付与 ・ポイントは使用期限のある期間限定ポイントを付与いたします。
※2014年3月31日までの期間限定ポイントを、2014年3月上旬に付与いたします。
※期間限定ポイントの詳細はこちらをご確認ください。
※2014年3月に楽天競馬が付与する期間限定ポイントが合計10万ポイントを超えた場合、全額を楽天キャッシュにて付与
いたします。
※楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※楽天スーパーポイントの付与は、ポイント履歴画面で確認する事ができます。
（楽天PointClubへのログインが必要です）
・楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。
・キャンペーンへ参加いただく際には、ご自身のご登録情報に、入力不備や登録内容の変更がないかを、ご確認ください。
・会員登録の確認はこちらから確認してください。
「楽天会員の登録情報はコチラ」
「楽天競馬の会員登録情報はコチラ」
・ポイント付与時点で楽天会員を退会、もしくは楽天競馬の投票会員を退会された方は、キャンペーンの対象外となります
ので、ご注意ください。

注意事項 ・このキャンペーンへの参加は、エントリーが必要です。エントリーいただいた場合には、以下の注意事項に同意いただい
たものとさせていただきます。
・楽天競馬は、参加者が次項に該当すると認めた場合、参加資格を通知無く剥奪する事があります。
※登録又は参加の情報に虚偽があった場合
※楽天競馬会員利用規約に定める競馬会員または投票会員でなくなった場合
※その他参加者として不適切と楽天競馬が判断した場合
・楽天競馬以外からの投票は、本キャンペーンの対象外です。
・出走取消・競走除外等による返還分は、本キャンペーンの対象外です。
・景品表示法に基づき、キャンペーン対象者は同時期の他のキャンペーンの対象から除外、または賞品総額がご購入額の
20％までに制限させていただく場合があります。
・本キャンペーンは、予告無く終了する場合がありますのでご了承ください。
・楽天競馬では、抽選結果や購入金額のお問い合わせには、お答えできかねます。購入履歴は、PC版楽天競馬サイトにて、
『My Victory Page』の「過去の投票成績」にて照会可能です。

▲このページのトップへ

楽天競馬トップ  本日のレース情報  投票サービス登録  キャンペーン情報  地方競馬場一覧

キーワード  出馬表  オッズ  競走成績 払戻金一覧

Wii Uで遊びたい人は今すぐ応募！しかも簡単1分ステップで【もれなく】10ポイントもついてくる！
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