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０２０３７ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５７ ノーザンソング 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６６－１０１：５０．２ ６．１�

６１０ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ４９２－１０１：５０．５１� １．８�
７１１ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ４９８＋ ２１：５０．６� １５５．０�
８１４ ラブギャラクシー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４４０＋ ８１：５０．７� １０．０�
５８ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ４１：５１．１２� １９．６�
２２ アフリートギャル 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ５１．７	
１１ メ メ エ ナ ン 牝３黒鹿５４ 岩部 純二本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ７０．２

８１３ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿５４ 山口 勲吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５２．０５ ９．８�

（佐賀）

６９ デ ン エ ン 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 ４１８－ ６１：５２．１� １２３．６�
３３ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １３．８
７１２ ヒ ミ ノ ナ ナ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介佐々木八郎氏 鈴木 孝志 日高 福満牧場 ４１４＋ ４１：５２．２� １７９．４�
４６ マルサンアップル 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４４０＋ ２１：５３．３７ ６．５�
４５ ブ ル ラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋藤田 孟司氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２± ０１：５３．４� １１０．４�
３４ ハ マ ッ コ 牝３芦 ５４ 千葉 直人北所 直人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 見上牧場 ４２６＋２０１：５８．３大差 ３２７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，１２９，１００円 複勝： １５，３２９，３００円 枠連： ６，８１４，４００円

普通馬連： １８，７６２，３００円 馬単： １６，９８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０１２，０００円

３連複： ３０，０８３，６００円 ３連単： ４９，７７８，２００円 計： １５７，８９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １，４００円 枠 連（５－６） ４３０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３，７００円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １０，８００円 ３ 連 単 ��� ４８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １０１２９１ 的中 � １３１８７（２番人気）
複勝票数 計 １５３２９３ 的中 � ２３７９７（２番人気）� ５４８７０（１番人気）� １５５４（１２番人気）
枠連票数 計 ６８１４４ 的中 （５－６） １１９０５（１番人気）
普通馬連票数 計 １８７６２３ 的中 �� ２３５６７（１番人気）
馬単票数 計 １６９８７３ 的中 �� ７３９９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００１２０ 的中 �� １２９７５（１番人気）�� ５８１（３２番人気）�� １０２１（２４番人気）
３連複票数 計 ３００８３６ 的中 ��� ２０５６（３６番人気）
３連単票数 計 ４９７７８２ 的中 ��� ７６２（１５２番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．７―１２．０―１３．３―１３．２―１３．５―１３．３―１２．９―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１８．３―３０．３―４３．６―５６．８―１：１０．３―１：２３．６―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F３９．９
１
３
１０（７，１１）（２，４，６）（８，１３）（３，９，１４）１２－１＝５
１０，７，１１（２，８）（６，１３）（３，９）１４（１２，４，１）－５

２
４
１０（７，１１）（４，６）（２，１３）（８，１４）（３，９）１２，１＝５・（１０，７）１１（２，８）１３（３，６）（１２，９，１４）１＝（５，４）

勝馬の
紹 介

ノーザンソング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー ２０１０．８．２１ 新潟２着

２００８．４．２５生 牝３鹿 母 マッキーエクセル 母母 エイシンキャピタル ９戦１勝 賞金 １３，１５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハマッコ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※テイエムオニキス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０２０３８ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４４ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４８２＋ ２１：０１．１ ３．８�

７１０ マウシャーレ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４３６－ ６１：０１．２� ２８．２�
８１２ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１０－ ６１：０１．３� ５０．６�
７１１ テイエムララバイ 牝３黒鹿５４ 真島 正徳竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 谷岡 正次 ４７６＋ ２１：０１．５１ ２５２．８�

（佐賀）

８１３ クールジャガー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹川上 哲司氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ４１：０１．８２ ６．４�
１１ ラブデービット 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田牧場 ４１８－ ６ 〃 ハナ １０４．０�
３３ プ ル メ リ 牝３黒鹿５４ 山口 勲河合實貴男氏 佐藤 正雄 新ひだか 山本 昇寿 ４２０－ ６１：０１．９� ２４．１	

（佐賀）

５６ ラガーフォーラム 牡３青 ５６
５５ ☆松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４５８－ ２ 〃 アタマ １５．４


６８ シゲルトウカツカン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４７０－ ４１：０２．１１ ２１．３�
６９ スリーキティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７４－ ４１：０２．６３ ３４．２
２２ クラウンデザイナー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 天間 昭一 新ひだか 武 牧場 ４３６－ ２１：０３．０２� １２９．６�
５７ バトルドゥーマ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 ４６２＋ ２１：０３．１� １．８�
４５ サカジロロイヤル 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 中島牧場 ４７４－ ４１：０４．０５ ７１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，４２２，７００円 複勝： １３，９８６，１００円 枠連： ６，１４１，４００円

普通馬連： １９，９２５，０００円 馬単： １７，０８２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９３６，５００円

３連複： ２９，５１０，４００円 ３連単： ５０，１１２，２００円 計： １５７，１１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � ８７０円 枠 連（４－７） ２，０９０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，５３０円 �� ５，７８０円

３ 連 複 ��� １７，７８０円 ３ 連 単 ��� ６８，２４０円

票 数

単勝票数 計 １０４２２７ 的中 � ２２１４７（２番人気）
複勝票数 計 １３９８６１ 的中 � ３０２００（２番人気）� ７９７１（５番人気）� ３３６０（９番人気）
枠連票数 計 ６１４１４ 的中 （４－７） ２１７６（９番人気）
普通馬連票数 計 １９９２５０ 的中 �� ６４９５（９番人気）
馬単票数 計 １７０８２７ 的中 �� ３５１２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９３６５ 的中 �� ３４８２（７番人気）�� １５９１（１６番人気）�� ４０５（４４番人気）
３連複票数 計 ２９５１０４ 的中 ��� １２２５（４９番人気）
３連単票数 計 ５０１１２２ 的中 ��� ５４２（１８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．０―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．４―３５．４―４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．７
３ ・（４，７，１０）－５（９，１１）１，１２（６，１３）－３，２，８ ４ ・（４，１０）７－（５，１，９，１１）（６，１３，１２）－３（２，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヨイチサークル �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ロングリート デビュー ２０１０．９．４ 札幌２着

２００８．３．２２生 牡３鹿 母 ミサトスパーロング 母母 イメージロマン ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※シゲルトウカツカン号・ラガーフォーラム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回　小倉競馬　第４日



０２０３９ １月３０日 雪 良 （２３小倉１）第４日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ５１４± ０２：０１．８ １８．７�

４７ ショウナンカミング 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ２．３�
２３ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２２：０１．９クビ ３．８�
７１５ アクアブルーコナー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４２２＋ ２２：０２．１１� ５６．１�
３５ デーヴァローカ 牡３栗 ５６ 柴原 央明吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１８± ０２：０２．２� ８．６�
６１２ テラノイーグル 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２２：０２．４１� ４４．７	
１１ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４５８± ０２：０２．５� ３５．９

７１４ エリモロワイヤル 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６＋ ６２：０２．８２ ４４．４�
４８ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 山口 勲�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ８２：０３．１１� ３４．８�

（佐賀）

８１８ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４２：０３．２� ２１．０
６１１ マイネトルテ 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 滝本 健二 ４８２－ ２２：０３．３� ９６．１�
３６ タガノキズナ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１０＋１０２：０３．５１� ２３．６�
１２ ベネチアブルー 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２２：０４．６７ ７９．４�
８１７ ウインテイクオフ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４６８－１０２：０４．９１� １４．１�
５１０ オリンピアシチー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 青森 清水 貞信 B４５８－ ４２：０５．７５ １６３．１�
７１３ スウェージー 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２２：０６．９７ １４．８�
８１６ トーセンバスター 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗島川 �哉氏 嶋田 潤 日高 ファニーヒルファーム ４１８－ ４２：０７．０� ２８８．２�
５９ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４５８－ ８２：０８．３８ ３８０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，８６１，１００円 複勝： １６，８６６，３００円 枠連： ９，５７６，１００円

普通馬連： ２３，３２５，０００円 馬単： １６，４９３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６０６，４００円

３連複： ３６，３４４，３００円 ３連単： ５１，９７９，４００円 計： １７８，０５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ３４０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（２－４） ３２０円

普通馬連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ７９０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ２２，０３０円

票 数

単勝票数 計 １０８６１１ 的中 � ４５８２（６番人気）
複勝票数 計 １６８６６３ 的中 � ８３５４（６番人気）� ４７１１８（１番人気）� ３６０１９（２番人気）
枠連票数 計 ９５７６１ 的中 （２－４） ２２７５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３３２５０ 的中 �� ６７４０（９番人気）
馬単票数 計 １６４９３７ 的中 �� １９４６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６０６４ 的中 �� ２８９０（８番人気）�� ３４３１（６番人気）�� ２０１６９（１番人気）
３連複票数 計 ３６３４４３ 的中 ��� １３２２２（２番人気）
３連単票数 計 ５１９７９４ 的中 ��� １７４２（４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１３．２―１２．７―１２．３―１２．３―１２．２―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．３―４８．５―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．８―１：３８．０―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３

２（５，９，１７）（３，７，１０）（１，１３，８）（１１，１２）（６，１５）－（４，１８）１４＝１６・（２，５）３（１，１７，７）（８，１０，４）（１２，９）（６，１５）（１３，１１）１８，１４＝１６
２
４

・（２，５）（３，９，１７）（７，１０）１（１３，８）（１１，１２）（６，１５，４）１８，１４＝１６・（５，３）（２，７）（１，４）１５，１２（１７，８）（６，１８，１４）（１１，１０）＝１３，９－１６
勝馬の
紹 介

ノーティカルスター �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Blushing John デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神７着

２００８．２．１６生 牡３栗 母 マクダヴィア 母母 Northern Aspen ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 タガノキズナ号の騎手赤木高太郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
〔その他〕 スウェージー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スウェージー号・トーセンバスター号・ビコーラミナ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップモースト号
（非抽選馬） ２頭 コスモポルタトーリ号・ジュエリーキッス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０２０４０ １月３０日 晴 良 （２３小倉１）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１０ エーシンプリーマ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 室田 千秋 ４２２ ―１：０９．４ ２．７�

５５ ハッピートゥデイ 牝３青鹿５４ 藤岡 康太馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２８ ― 〃 クビ ４．１�
６８ サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４３８ ―１：０９．６１� ４．８�
３３ コウユータイセイ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４６４ ―１：１０．１３ ２８．５�
８１１ タケデンゴールド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４４８ ―１：１０．３１� １５．３�
５６ マキハタフォルテ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４６８ ―１：１１．１５ １２．１	
７９ ハギノアップラウゾ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ３８４ ―１：１１．３１� ８．１

２２ アルメティーダ 牝３鹿 ５４ 武 英智 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム ４３２ ―１：１１．４クビ １６．４�
８１２ タマモカルメン 牝３黒鹿５４ 田中 健タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 ４５２ ―１：１１．９３ ８０．３�
６７ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４ 安藤 光彰ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４９８ ―１：１２．２１� ７４．４
１１ トーホウガーデン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６２ ―１：１２．５１� ３７．４�
４４ メイショウザイラー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太松本 好雄氏 増本 豊 浦河 岡部牧場 ４６６ ―１：１２．９２� ７１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，３９３，４００円 複勝： １２，７５６，８００円 枠連： ７，０２５，７００円

普通馬連： １９，６２２，５００円 馬単： １４，７３９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８，８５０，４００円

３連複： ２５，１６０，１００円 ３連単： ４３，７６２，２００円 計： １４２，３１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－７） ３５０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ５，６３０円

票 数

単勝票数 計 １０３９３４ 的中 � ３０６５７（１番人気）
複勝票数 計 １２７５６８ 的中 � ２５５３３（２番人気）� ２８７５３（１番人気）� １８０２６（３番人気）
枠連票数 計 ７０２５７ 的中 （５－７） １４８５０（１番人気）
普通馬連票数 計 １９６２２５ 的中 �� １７３７５（２番人気）
馬単票数 計 １４７３９５ 的中 �� ６９２０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８５０４ 的中 �� ７６０９（１番人気）�� ７４８５（２番人気）�� ４９０５（３番人気）
３連複票数 計 ２５１６０１ 的中 ��� １５２１６（１番人気）
３連単票数 計 ４３７６２２ 的中 ��� ５７４２（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．１―１１．６―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．９―４５．５―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．５
３ １０，６（５，９）（１，８）－３－１１－２，７－１２－４ ４ １０（８，６，５）－（３，９）－１－１１，２－７－１２－４

勝馬の
紹 介

エーシンプリーマ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．５生 牝３鹿 母 エイシンワンダフル 母母 エイシンモモ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円



０２０４１ １月３０日 小雪 良 （２３小倉１）第４日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６８＋ ８１：４８．７ ７．０�

５９ � メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 山口 勲松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６４± ０１：４８．８クビ ３３．４�
（佐賀）

４７ ツヨイキモチ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介宮城 寛也氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４＋１８１：４９．１２ １５．５�

２２ ユメミルテーラー 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６６－ ２ 〃 クビ ３７．１�
４６ ヤマニンギモーヴ 牝４鹿 ５４ 渡辺 薫彦土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４９０＋ ６１：４９．２クビ １０．０�
２３ カシノスターライト 牝４鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９０＋１２１：４９．５２ １７４．５�
５８ ドラゴンソニック 牝４青鹿５４ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ２０．７�
３４ � カインドオブブルー 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B４８０－ ２ 〃 アタマ ２９．６	
７１３ パラダイスモデル 牝４黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２± ０１：４９．６クビ ８４．１

８１４ オメガリトルスター 牝５栗 ５５

５４ ☆松山 弘平原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：４９．７� １４．３�
１１ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５２＋ ２１：４９．８� ３．８
７１２� プライズデイ 牝４青鹿５４ 西田雄一郎鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４６８－ ４１：４９．９クビ ２７１．４�
６１０� トップバゴチャン 牝４青鹿５４ 古川 吉洋�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４７４－１５ 〃 クビ ４１．９�
８１５ エアツイッター 牝４栗 ５４ 上村 洋行 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５０．２２ ２．７�
６１１ ネ レ イ ス 牝４黒鹿５４ 中舘 英二大林 一彦氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２ （競走中止） １８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２９７，２００円 複勝： １５，９０９，５００円 枠連： ７，６６０，５００円

普通馬連： ２１，６１１，３００円 馬単： １５，３９５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８７６，１００円

３連複： ３２，９６８，６００円 ３連単： ５２，４７１，７００円 計： １６８，１９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � ６２０円 � ４５０円 枠 連（３－５） ２，７８０円

普通馬連 �� ８，７８０円 馬 単 �� ２１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６９０円 �� １，６５０円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� ３６，５９０円 ３ 連 単 ��� １６４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０２９７２ 的中 � １１７３４（３番人気）
複勝票数 計 １５９０９５ 的中 � １８３７６（３番人気）� ６１５１（８番人気）� ８９６１（６番人気）
枠連票数 計 ７６６０５ 的中 （３－５） ２０３７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２１６１１３ 的中 �� １８１８（３５番人気）
馬単票数 計 １５３９５９ 的中 �� ５３８（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８７６１ 的中 �� １０８４（３２番人気）�� １８０１（１９番人気）�� ９０６（４４番人気）
３連複票数 計 ３２９６８６ 的中 ��� ６６５（１２０番人気）
３連単票数 計 ５２４７１７ 的中 ��� ２３６（５３７番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．７―１２．１―１３．８―１３．４―１３．１―１２．９―１２．９―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．５―２９．６―４３．４―５６．８―１：０９．９―１：２２．８―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．８
１
３
４，２，１４（１３，１５）－６（１，５，１０）（３，７，１２）９，８
４，２（１４，１５）（１３，５，６）１（７，１０，１２）３（９，８）

２
４
４，２，１４（１３，１５）－（５，６）１，１０（３，７，１２）９，８
４，２（１３，１４，１５）（１，５，６）（７，１０）（３，１２，９）－８

勝馬の
紹 介

フェイズシフト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００８．１１．９ 京都３着

２００６．３．３１生 牝５黒鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ ２３戦２勝 賞金 ３２，１２２，０００円
〔競走中止〕 ネレイス号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため１コーナー手前で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０２０４２ １月３０日 雪 良 （２３小倉１）第４日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

６１０� ギ ガ ワ ッ ト 牡４黒鹿５６ 中舘 英二�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２４＋１４１：００．２ ４９．０�

６９ � キクノベリータ 牡４鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５０± ０１：００．３� ６．５�

８１４ アポロパステル 牝４栗 ５４ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６４± ０１：００．４� ６４．８�
８１３ ライムライトシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ５０２＋ ３１：００．７１� １００．０�
３３ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ２．０�
４５ スターリバイバル 牡５栗 ５７ 西田雄一郎�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１４± ０１：００．８クビ １１．５	
７１２� バリバリセレブ 牡７鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ゴールドレーシング 田島 俊明 門別 豊郷牧場 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ６７．１

５７ グランデワイルド 牡４栗 ５６ 山口 勲芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ３．４�
（佐賀）

３４ � クイーンズガーデン 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �ユートピア牧場 高柳 瑞樹 登別 ユートピア牧場 ４３２－ ２１：０１．１１� １２．１�
５８ テルザトゥルース 牡４栗 ５６ 大野 拓弥 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム B５００＋ ８１：０１．７３� ７１．８
４６ カシノストライカー 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５０４＋ ２１：０２．０１� ２５１．１�
１１ ハッピースカッシュ 牝４栗 ５４ 太宰 啓介馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４４４＋ ８１：０２．７４ ３２．４�
７１１ クーデワンダー �４鹿 ５６ 小島 太一 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 ４６０－ ８１：０２．９１ ６５．８�
２２ ア ド リ ー ム �６栗 ５７

５５ △伊藤 工真 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ４９４± ０ （競走中止） １１０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４３７，９００円 複勝： １６，６６３，７００円 枠連： ７，２８６，９００円

普通馬連： ２１，５０５，７００円 馬単： １８，５６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１６５，５００円

３連複： ３４，３６８，５００円 ３連単： ６３，７２６，９００円 計： １８５，７１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９００円 複 勝 � １，１６０円 � ２６０円 � １，０１０円 枠 連（６－６） １３，２５０円

普通馬連 �� １５，２１０円 馬 単 �� ４５，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０６０円 �� １７，２７０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� １４２，５００円 ３ 連 単 ��� １，１１９，７８０円

票 数

単勝票数 計 １１４３７９ 的中 � １８４３（７番人気）
複勝票数 計 １６６６３７ 的中 � ３４４１（９番人気）� １９９８３（３番人気）� ３９５８（８番人気）
枠連票数 計 ７２８６９ 的中 （６－６） ４０６（２４番人気）
普通馬連票数 計 ２１５０５７ 的中 �� １０４４（３１番人気）
馬単票数 計 １８５６３１ 的中 �� ２９９（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１６５５ 的中 �� ７３４（３６番人気）�� １７０（７１番人気）�� １９７７（１３番人気）
３連複票数 計 ３４３６８５ 的中 ��� １７８（１６８番人気）
３連単票数 計 ６３７２６９ 的中 ��� ４２（１０３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１１．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３７．０
３ １０，１２，７，１４，９（５，４，８，１３）３（６，１１）－２，１ ４ １０－１２（７，１４，９）（５，１３）４－（８，３）－（６，１１）１

勝馬の
紹 介

�ギ ガ ワ ッ ト �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 キンググローリアス

２００７．２．２６生 牡４黒鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 アドリーム号は，競走中に疾病〔右第１指節種子骨粉砕骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 プリンセスパトラ号・レディオーロラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２０４３ １月３０日 雪 良 （２３小倉１）第４日 第７競走 ��２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

８１３ テーオーストーム 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４９０－１２２：４３．２ ２．７�

１１ ゴールドスパークル 牡５栗 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４５６＋１４ 〃 アタマ ４．６�
５６ ローレルクラシック 牡４栗 ５６ 太宰 啓介 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ３．３�
７１０ オールターゲット 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６６＋ ２ 〃 アタマ ６．９�
６９ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 古川 吉洋平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９２－ ８２：４３．３� ２２．０�
２２ ビレッジブライト 牡４栗 ５６ 西田雄一郎村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ １００．９	
４５ シャイニングデイ 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４８２－ ６２：４３．４� ２６．５

３３ � スペースシャトル 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８４＋ ６２：４３．７１� ６２．３�
５７ テラノパンサー �４栗 ５６ 山口 勲寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ８２：４３．８� ２９．０�
（佐賀）

７１１� マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４８４－ ４２：４４．０１	 ３１８．０
６８ シゲルタカカゲ 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４６８＋１６ 〃 クビ ３７．１�
４４ � エーシンアガペー 牝４青 ５４ 勝浦 正樹�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 小河 豊水 ４５６＋ ４２：４４．１クビ ４５．８�
８１２ マグニフィセント 牡４鹿 ５６ 上村 洋行野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３４－ ２２：４４．４１� ５８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，４２６，１００円 複勝： １７，６２７，７００円 枠連： ７，７３５，９００円

普通馬連： ２９，５１１，１００円 馬単： ２３，４７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８２１，８００円

３連複： ３５，８６０，７００円 ３連単： ６３，０２５，６００円 計： ２０２，４８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６００円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ３，１１０円

票 数

単勝票数 計 １２４２６１ 的中 � ３７１７２（１番人気）
複勝票数 計 １７６２７７ 的中 � ４０８１５（１番人気）� ２６２８３（４番人気）� ３７６９５（２番人気）
枠連票数 計 ７７３５９ 的中 （１－８） ９５７２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２９５１１１ 的中 �� ３６７３４（２番人気）
馬単票数 計 ２３４７５８ 的中 �� ２２０９９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８２１８ 的中 �� １１５８４（２番人気）�� １５３４１（１番人気）�� ９２４０（４番人気）
３連複票数 計 ３５８６０７ 的中 ��� ３８１７３（１番人気）
３連単票数 計 ６３０２５６ 的中 ��� １４９９４（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．７―１２．９―１３．０―１３．７―１４．０―１２．９―１２．４―１２．０―１１．６―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．８―２４．８―３７．５―５０．４―１：０３．４―１：１７．１―１：３１．１―１：４４．０―１：５６．４―２：０８．４―２：２０．０―２：３１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４６．８―３F３４．８
１
�
２，３－（１，１３）（８，１０）（４，１１，７）６（９，１２）５・（２，３，１０）（１，６，１３，８）（４，１１，７）（５，１２）９

２
�
・（２，３）（１３，１０）１（８，１１）（４，７）６（５，９，１２）
２（３，１０）（１，６，１３）８（４，１１）（５，７）（９，１２）

勝馬の
紹 介

テーオーストーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００８．８．２４ 札幌１着

２００６．１．１２生 牡５鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth １１戦３勝 賞金 ４１，５５８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０２０４４ １月３０日 雪 良 （２３小倉１）第４日 第８競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４５ メイショウボヌス 牝４栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９０＋１８１：４８．４ ７．１�

４６ サダムトウコン 牡４黒鹿５６ 上村 洋行大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７８＋ ６ 〃 クビ １０．８�
３４ パーフェクトバイオ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４６２＋ ４１：４８．５クビ ３．２�
７１２ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２４＋ ６１：４８．７１� ５０．８�
７１１ メタギャラクシー 牡４鹿 ５６

５４ △伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８０± ０ 〃 クビ ５９．７�

２２ ホッコーキングオー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０６－ ６１：４８．９１� １３．１�
１１ � ネオシーサー 牡４青 ５６ 川島 信二佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 B４４４＋ ３１：４９．１１� ９０．９	
３３ シンボリカンヌ 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１０－ ２１：４９．２クビ ９４．４

６９ グッドカレラ 牡４青 ５６ 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１０－ ８１：４９．４１	 ３．４�
６１０ スターサイクル 牡５鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ ３０．２�
５７ イージーウイン 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 B４５２＋ ２１：４９．５� ５０．６
５８ � マックスドーズ 
６栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４０－ ４１：４９．６� １３．７�
８１４ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４７８－ ８１：４９．８１	 ６．４�

（１３頭）
８１３� ボタニカルアート 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４５８＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ９，５０８，６００円 複勝： １６，４７０，３００円 枠連： ８，７５４，１００円

普通馬連： ２０，７４８，０００円 馬単： １５，５７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９２５，２００円

３連複： ２９，１２０，３００円 ３連単： ４７，１４３，９００円 計： １５８，２４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � ３４０円 � １６０円 枠 連（４－４） ５，５４０円

普通馬連 �� ４，４１０円 馬 単 �� ５，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ６２０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，８６０円 ３ 連 単 ��� ３３，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 ９５０８６（返還計 ９３７７） 的中 � １０５６７（４番人気）
複勝票数 差引計 １６４７０３（返還計 １２００２） 的中 � １４４１８（４番人気）� １０７０８（７番人気）� ３５７９１（２番人気）
枠連票数 差引計 ８７５４１（返還計 ２２５７） 的中 （４－４） １１６７（１９番人気）
普通馬連票数 差引計 ２０７４８０（返還計 ４５２６５） 的中 �� ３４７７（１７番人気）
馬単票数 差引計 １５５７８７（返還計 ３５６０１） 的中 �� ２０１６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １０９２５２（返還計 １８５２１） 的中 �� １９３６（１７番人気）�� ４５７２（７番人気）�� ２９８６（１０番人気）
３連複票数 差引計 ２９１２０３（返還計 ９０９９３） 的中 ��� ４４２３（１８番人気）
３連単票数 差引計 ４７１４３９（返還計１５３１８９） 的中 ��� １０３９（１１０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．９―１２．９―１３．７―１３．２―１２．４―１２．３―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．８―３１．７―４５．４―５８．６―１：１１．０―１：２３．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３
４（６，８）（５，７，９）（１，１４）（２，１２）（３，１０，１１）・（４，１２，１０）（６，８）（５，９）（７，３）（２，１４）１－１１

２
４
４（６，８）（５，７，９）（１４，１２）（１，２）（３，１０）１１
４（６，１２，１０）５（２，９）（７，８，１４，３）－（１，１１）

勝馬の
紹 介

メイショウボヌス �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１０．１．２４ 中山９着

２００７．４．１７生 牝４栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス １３戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円
〔競走除外〕 ボタニカルアート号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。



０２０４５ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１２ ニシノツインクル 牝４黒鹿５４ 中舘 英二西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５２＋１４１：０８．６ １２．０�

２４ ベストブルーム 牡４鹿 ５６
５３ ▲西村 太一横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５８＋ ２ 〃 クビ ５．６�

７１３ タイセイフレイヤ 牝６黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 成奉氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５００＋１２１：０８．９１� ４．２�
５９ � シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４８０＋ ６１：０９．０� １９．４�
６１２ スギノブロッサム 牝４鹿 ５４ 田中 健杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ １６．９�
３５ � フィールドダンス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４８６－ １１：０９．１� ９１．７�
２３ シルクブリッツ 牡５栗 ５７ 武 英智有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ ３３．２�
８１７ メジロイングリッド 牝４芦 ５４ 黛 弘人	メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２± ０１：０９．２� ４３．４

７１５ タフネスデジタル 牝５鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４５４± ０１：０９．３クビ ４．７�
５１０ シエラデルタ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １３．９�
６１１ ルアーズストリート 牝４鹿 ５４

５２ △伊藤 工真下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４４＋ ６１：０９．４クビ １６．１
４７ ミスターエメラルド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７２＋１８ 〃 クビ １６４．７�

８１６ バンダムクラウス 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４６２＋ ６１：０９．５� ７．２�
８１８ オーナーズアイ 牝４黒鹿５４ 丸田 恭介本間 義和氏 鈴木 孝志 浦河 オーナー牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ３９．２�
７１４� シンボリアニマート 牡５鹿 ５７ 上村 洋行シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B５０６± ０１：０９．６� ２２．４�
３６ アンクルバンザイ 牡４栗 ５６ 嘉藤 貴行�有能 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４８８＋２４１：０９．７� ８０．５�
４８ ホクテンミラー 牝６栗 ５５

５２ ▲水口 優也小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４４２－ ６１：１０．４４ ２６２．６�
１１ � ワンダーバイオー 牡６栗 ５７

５６ ☆松山 弘平山本 信行氏 笹田 和秀 三石 フクダファーム ４７２＋１２１：１１．１４ ２０２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，８２６，９００円 複勝： ２２，０６１，４００円 枠連： １５，７６０，９００円

普通馬連： ３９，３５３，９００円 馬単： ２５，７７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８１６，７００円

３連複： ６８，１４２，１００円 ３連単： １１８，３３５，２００円 計： ３２１，０６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（１－２） ３，２６０円

普通馬連 �� ３，６７０円 馬 単 �� ６，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，５４０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 ��� ５７，１６０円

票 数

単勝票数 計 １２８２６９ 的中 � ８４４１（５番人気）
複勝票数 計 ２２０６１４ 的中 � １３１５５（６番人気）� ２８０６２（４番人気）� ３７３０３（１番人気）
枠連票数 計 １５７６０９ 的中 （１－２） ３５６８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３９３５３９ 的中 �� ７９１９（１３番人気）
馬単票数 計 ２５７７１０ 的中 �� ３０１５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８１６７ 的中 �� ３５５６（１２番人気）�� ２９４９（２０番人気）�� ６９１０（５番人気）
３連複票数 計 ６８１４２１ 的中 ��� ６６７６（２０番人気）
３連単票数 計１１８３３５２ 的中 ��� １５２８（１６４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．２―１１．５―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３３．８―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．８
３ ２，１３（４，１７）（３，１２）１５（６，９，１８）８（１６，１４）（５，７）（１０，１１）＝１ ４ ２（４，１３，１７）３－（６，１２）１５（５，９）（１８，１４）（７，８，１６，１１）１０－１

勝馬の
紹 介

ニシノツインクル �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Private Terms デビュー ２００９．９．２０ 中山６着

２００７．２．１８生 牝４黒鹿 母 サ イ ン ヒ ア 母母 Miss Demure ５戦２勝 賞金 １３，２５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 エーシンヨシツネ号

０２０４６ １月３０日 雪 良 （２３小倉１）第４日 第１０競走 ��
��１，７００�く す の き 賞

発走１４時５０分 （ダート・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３３ � ウルトラカイザー 牡３鹿 ５６ 真島 正徳中野 真吾氏 真島 元徳 新冠 つつみ牧場 ４５４－１１１：４７．７ １４．８�
（佐賀） （佐賀）

２２ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ １１．９�
８９ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４８２－ ２１：４７．９１� １１．４�
５５ ナムラダイキチ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ １０．９�
８１０ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４８６－１０１：４８．６４ １．３�
１１ ワイルドビート 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９８＋１０１：４８．８１ ３１．４�
４４ サ ン グ ッ プ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信加藤 信之氏 佐々木晶三 日高 加藤ステーブル ４９８－１０ 〃 クビ １８．４	
７７ タガノアルザン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４９４＋ ４１：４９．７５ ７９．７

７８ シゲルカンサヤク 牡３栗 ５６ 伊藤 工真森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 飯岡牧場 ４７２－ ２１：４９．８� ６８．１�
６６ � ハクユウコマンダー 牡３鹿 ５６ 山口 勲アシスト・

ハクユウ不動産� 東 眞市 様似 �村 伸一 ４７６－ ４ 〃 ハナ ９９．３
（佐賀） （佐賀）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，０５５，３００円 複勝： ７２，０６８，７００円 枠連： １０，９８７，７００円

普通馬連： ４５，９８７，７００円 馬単： ４４，４２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５６３，５００円

３連複： ６２，９２２，２００円 ３連単： １８１，６６３，０００円 計： ４６４，６６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � １，１８０円 � ５１０円 � ５３０円 枠 連（２－３） ６，０１０円

普通馬連 �� ５，８５０円 馬 単 �� １５，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� １，３３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １５，１２０円 ３ 連 単 ��� １２６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２５０５５３ 的中 � １３３７４（５番人気）
複勝票数 計 ７２０６８７ 的中 � １５１９４（７番人気）� ３８３９８（３番人気）� ３７３９４（４番人気）
枠連票数 計 １０９８７７ 的中 （２－３） １３５０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４５９８７７ 的中 �� ５８０８（１７番人気）
馬単票数 計 ４４４２０１ 的中 �� ２１５４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５６３５ 的中 �� ３８７８（１６番人気）�� ３９７２（１５番人気）�� ６３７６（１０番人気）
３連複票数 計 ６２９２２２ 的中 ��� ３０７３（４２番人気）
３連単票数 計１８１６６３０ 的中 ��� １０６２（２２５番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１２．１―１３．５―１３．０―１２．５―１２．８―１２．７―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．８―４３．３―５６．３―１：０８．８―１：２１．６―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．９
１
３

・（３，５）８，１０（４，９）１（２，６，７）
３，５（１，９，８，１０）（２，４，６，７）

２
４
３，５，８（９，１０）（１，４）（６，７）２
３（５，１０）（１，９）（２，８，４）－（６，７）

勝馬の
紹 介

�ウルトラカイザー �
�
父 レギュラーメンバー �

�
母父 ダイナレター （２戦１勝 賞金 ９，２４５，０００円）

２００８．４．２４生 牡３鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２０４７ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．３０以降２３．１．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２２ ストロングポイント 牡５芦 ５５ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４７０－ ４１：０８．２ １５．６�

８１３ コ ク ト ー 牡５鹿 ５４ 西田雄一郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４８４＋１０１：０８．３� ２０．６�
１１ ステラーホープ 牝６鹿 ５４ 伊藤 工真 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４６２＋１２１：０８．５１� ４．７�
６９ シンコープリンス 牡４青鹿５４ 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：０８．６� ６．７�
５７ コリコパット 牡５鹿 ５６ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １７．０�
４５ ニホンピログッデン 	８鹿 ５５ 藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７６＋ ４１：０８．９１� ４．３�
６８ ピエナブラヴ 牡４鹿 ５４ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 藤本 友則 ４７０± ０１：０９．０クビ ６．９	
７１１ マイネルオークベイ 牡７鹿 ５３ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ５０８＋１２１：０９．１� ２８．６

５６ ヴァリアントレディ 牝６青鹿５２ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
８１２
 ハマノモナーク 牡６黒鹿５３ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４６２＋ ８１：０９．２� ４１．１
４４ キングオブザベスト 牡６鹿 ５５ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８６＋１０１：０９．３� １６．８�
３３ ツルマルジャパン 	５青 ５５ 太宰 啓介鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９０－ ４１：０９．５１� ３３．２�
７１０
 ビービーナエトル 牡６栗 ５５ 中舘 英二�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４８８＋ ６１：０９．６� ６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７４，６００円 複勝： ３１，６３１，５００円 枠連： ２８，０１６，３００円

普通馬連： １０７，７７９，６００円 馬単： ６６，９５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２４，４００円

３連複： １４５，９９３，６００円 ３連単： ２７６，６３２，３００円 計： ７１２，６０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ５００円 � ５２０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １０，２５０円

普通馬連 �� １６，４８０円 馬 単 �� ２７，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５４０円 �� １，３２０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ２７，４１０円 ３ 連 単 ��� ２４２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７４６ 的中 � １０８０５（６番人気）
複勝票数 計 ３１６３１５ 的中 � １５２０３（７番人気）� １４４３６（８番人気）� ４９４３８（２番人気）
枠連票数 計 ２８０１６３ 的中 （２－８） ２０１８（２７番人気）
普通馬連票数 計１０７７７９６ 的中 �� ４８２８（５２番人気）
馬単票数 計 ６６９５０９ 的中 �� １７９７（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２４４ 的中 �� １８１４（５８番人気）�� ６４９９（１４番人気）�� ６１８７（１７番人気）
３連複票数 計１４５９９３６ 的中 ��� ３９３２（１０１番人気）
３連単票数 計２７６６３２３ 的中 ��� ８４３（７５９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．６
３ ・（３，１３）１１（２，４）５（７，１０）（１，９）（８，１２）６ ４ ・（３，１３，１１）（２，５）（４，７）１０（１，９）８（１２，６）

勝馬の
紹 介

ストロングポイント �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１着

２００６．４．９生 牡５芦 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ ２１戦４勝 賞金 ４６，１１７，０００円
〔制裁〕 ステラーホープ号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２３年２月５日から平成２３年２月

６日まで騎乗停止。（７番・９番への進路影響）

０２０４８ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第１２競走 ��１，８００�
お ん が が わ

遠 賀 川 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１２ エスピナアスール 牝４黒鹿５４ 田辺 裕信青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６８＋ ６１：４７．７ ６．１�

７１３ チャームポット 牝５栗 ５５ 中舘 英二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４４６＋ ６１：４８．２３ ２．６�
４８ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ６ 〃 クビ １０．３�
７１４ クリスマスキャロル 牝４栗 ５４ 山口 勲 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２０－１０１：４８．４１� １２．６�

（佐賀）

６１１ ウインディーリング 牝４青鹿５４ 丸田 恭介細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４４＋１２１：４８．５� ２８．３�
４７ マイネアロマ 牝４黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ２１：４８．６� ４．７	
２４ ヤサシイキモチ 牝６鹿 ５５ 渡辺 薫彦宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １６．４

８１５ フェルミオン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４０４＋ ４１：４８．７� ６４．３�
５９ シーキングフェイム 牝４鹿 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ２２．５�
１１ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５４ 川島 信二土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４４０＋ ６１：４８．９１ ７５．２
５１０� ランウェイスナップ 牝６栗 ５５ 宮崎 北斗下河辺隆行氏 松永 康利 門別 下河辺牧場 ４４４－２２１：４９．０� １２９．０�
１２ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４０－ ８１：４９．１� ９．５�
３６ � サウンドウェーブ 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ４４２＋ ７１：４９．２� １８３．８�
２３ � マルターズクリス 牝５黒鹿５５ 上村 洋行藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１０＋１０１：４９．５２ １８０．８�
８１６ ローテレジーナ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真山科 統氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 ４２６＋ ６１：５０．３５ １８０．６�
３５ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿５４ 武 幸四郎 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４４４± ０１：５４．６大差 ４７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１９８，３００円 複勝： ３３，０４９，４００円 枠連： ２１，０９７，７００円

普通馬連： ７１，２６５，１００円 馬単： ４４，７５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４１５，８００円

３連複： １０４，８２２，８００円 ３連単： ２１０，０９０，２００円 計： ５３７，６９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ６００円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ７５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� １７，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１９８３ 的中 � ３１７７２（３番人気）
複勝票数 計 ３３０４９４ 的中 � ３６２９８（３番人気）� ８１８４７（１番人気）� ３４３２０（４番人気）
枠連票数 計 ２１０９７７ 的中 （６－７） ２６３４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２６５１ 的中 �� ５３７７７（２番人気）
馬単票数 計 ４４７５３４ 的中 �� １４８７８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４１５８ 的中 �� １５３００（２番人気）�� ９１２０（８番人気）�� １１０１０（４番人気）
３連複票数 計１０４８２２８ 的中 ��� ２４４５９（６番人気）
３連単票数 計２１００９０２ 的中 ��� ８９０５（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．３―１２．０―１２．３―１２．４―１２．０―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．８―４７．８―１：００．１―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
１
３

・（５，９）１３（４，７）－（２，８，１０）１２－（１，３）（１１，１４）１５－１６，６・（５，９）（４，１３）７（２，１０）（８，１２）（１，３）（１１，１４）１５，１６－６
２
４
５，９（４，１３）７，２（８，１０）１２，１，３（１１，１４）１５－１６－６
９，１３（４，７）１２（８，１０）（２，１４）１１（１５，３）１（５，６）１６

勝馬の
紹 介

エスピナアスール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．３．２１ 中山６着

２００７．３．２２生 牝４黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ ７戦２勝 賞金 １７，９３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 ローテレジーナ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オチャノコサイサイ号は，平成２３年２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンアロンディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３小倉１）第４日 １月３０日（日曜日） 曇時々雪一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６９，７２０，０００円
１，０９０，０００円
６００，０００円

１，４００，０００円
１６，０２０，０００円
５４，２２０，５００円
４，３６８，０００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
１６８，８３１，２００円
２８４，４２０，７００円
１３６，８５７，６００円
４３９，３９７，２００円
３２０，２１２，１００円
１９２，３１４，３００円
６３５，２９７，２００円

１，２０８，７２０，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，３８６，０５１，１００円

総入場人員 ６，５７３名 （有料入場人員 ６，０２２名）


