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０２０８８ ２月１４日 雨 稍重 （２３小倉１）第７日 第４競走 ２，０００サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

５９ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜 栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０２：０３．１ １０．０

４７ 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 ４２０－ ２２：０３．６３ １８．２

７１５ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 田中 博康備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４６０± ０２：０４．４５ ７．０

４８ 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± ０２：０４．６１ ５４．９

１１ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ７０．５

７１３ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２０－ ６２：０４．７ １５．９

１２ タガノキズナ 牡３栗 ５６ 北村 友一八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５１０± ０ 〃 クビ １４１．３

２３ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４６４－ ２２：０５．０１ １１．４

３５ ローレルアリエス 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平 ローレルレーシング 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４７８＋ ２２：０５．２ １７８．０

５１０ インアフラッシュ 牡３青 ５６ 鮫島 克也 ノースヒルズ 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６± ０２：０５．５１ １１．９
（佐賀）

３６ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４ 〃 クビ ９．３

８１６ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８２：０５．６クビ ５．４

８１７ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４７０－ ２ 〃 クビ １６．０

６１２ ホリノアラシ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥堀川 義雄氏 菅原 泰夫 浦河 原 敏明 ４２２－ ４２：０６．２３ １６７．７

７１４ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４７６－ ４２：０６．７３ ３．８

８１８ ニシノペヨン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ２５９．６

６１１ ミラクルアイヴァー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気臼井義太郎氏 池上 昌弘 新冠 北星村田牧場 ４５６＋ ４２：０６．８クビ ４４．０

２４ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 B５０６－１０ 〃 クビ ３１．４

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，９８０，９００円 複勝： ２１，６０９，６００円 枠連： １０，１９６，１００円

普通馬連： ２８，１１０，６００円 馬単： １４，５５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３３２，６００円

３連複： ５０，５４６，４００円 ３連単： ６８，９９５，３００円 計： ２２０，３２５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 １，０００円 複 勝 ３１０円 ５００円 ３１０円 枠 連（４－５） ３，５１０円

普通馬連 ８，８９０円 馬 単 １５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】 １，５９０円 １，９５０円 ２，８３０円

３ 連 複 ３１，３８０円 ３ 連 単 ２１３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ９９８０９ 的中 ７９１９（５番人気）
複勝票数 計 ２１６０９６ 的中 １９１３３（４番人気） １０５２４（１０番人気） １９１３８（３番人気）
枠連票数 計 １０１９６１ 的中 （４－５） ２１４７（１４番人気）
普通馬連票数 計 ２８１１０６ 的中 ２３３４（３８番人気）
馬単票数 計 １４５５３８ 的中 ６８５（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３３２６ 的中 ２５５３（１７番人気） ２０６４（２５番人気） １４０７（４５番人気）
３連複票数 計 ５０５４６４ 的中 １１８９（１１４番人気）
３連単票数 計 ６８９９５３ 的中 ２３９（７４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．５―１２．４―１２．２―１２．５―１３．１―１２．４―１２．６

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００ １，２００ １，４００ １，６００ １，８００
１２．４―２３．５―３５．４―４７．９―１：００．３―１：１２．５―１：２５．０―１：３８．１―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．１
１
３

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

２
４

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

エーシンミラージュ 父 ク ロ フ ネ 母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２ 阪神６着
２００８．５．３生 牡３鹿 母 エイシンワンシャン 母母 エイシンテネシー ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００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 セイエイ号
※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。

０２０８９ ２月１４日 雨 不良 （２３小倉１）第７日 第５競走 １，０００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，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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ クルンプホルツ 牝６鹿 ５５ 丸山 元気 サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ６ ５８．５ １７．０

８１３ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B４９０－ ４ ５８．６ ９．５

７１１ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４２－ ４ ５８．７ ７．３

８１４ リーヴタイム 牝６芦 ５５
５２ ▲川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５４＋ ６ ５８．８クビ １５．１

６１０ タピルージュ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 下河辺牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 ５０８＋１６ ５８．９ ６０．１

４６ アポロパステル 牝４栗 ５５ 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± ０ 〃 クビ ３８．３

３３ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ２７．９

６９ アームズトウショウ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥トウショウ産業 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ４２．５

３４ エリモエポナ 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９８＋ ８ ５９．０ １．５

７１２ ラガーキセキ 牝５青鹿 ５５
５４ ☆松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４３８＋ ４ ５９．７４ ２９．０

１１ カシノカルミア 牝４栗 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４５２＋ ４ 〃 クビ ８３．９

２２ テイエムマイヒメ 牝４栗 ５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 土井牧場 ４４８－ ６ ５９．８クビ １７．４

５８ ノ ア ラ イ ン 牝４栗 ５５ 鮫島 克也杉元 四男氏 福島 信晴 伊達 宮井 孝典 ４９６－ ５１：００．１２ ５９．８
（佐賀）

４５ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５５ 北村 友一橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５２０－ ８ 〃 ハナ １５１．０

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３５９，１００円 複勝： ２２，７２７，３００円 枠連： ８，４４７，１００円

普通馬連： ２７，１３８，３００円 馬単： ２０，００７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９２２，０００円

３連複： ４６，１５６，８００円 ３連単： ８４，２４９，５００円 計： ２３６，００８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 １，７００円 複 勝 ３６０円 ２６０円 ２１０円 枠 連（５－８） ２，２６０円

普通馬連 ４，６４０円 馬 単 １０，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】 １，０６０円 １，１００円 ７９０円

３ 連 複 ７，４４０円 ３ 連 単 ６１，６３０円

票 数

単勝票数 計 １１３５９１ 的中 ５２７３（５番人気）
複勝票数 計 ２２７２７３ 的中 １５３２７（４番人気） ２２８８３（３番人気） ３１７１０（２番人気）
枠連票数 計 ８４４７１ 的中 （５－８） ２７６６（９番人気）
普通馬連票数 計 ２７１３８３ 的中 ４３１９（１４番人気）
馬単票数 計 ２０００７９ 的中 １３６８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９２２０ 的中 ３６８７（１１番人気） ３５５１（１２番人気） ５０９４（８番人気）
３連複票数 計 ４６１５６８ 的中 ４５８３（２７番人気）
３連単票数 計 ８４２４９５ 的中 １００９（１８７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００
１１．９―２２．２―３３．７―４５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．３
３ １４－（８，１０）－４（１１，１２，１３）３（１，５）６（２，７，９） ４ １４（８，１０）４（３，１１，１３）１，１２，７，２（９，５，６）

勝馬の
紹 介

クルンプホルツ 父 シンボリクリスエス 母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００７．９．９ 札幌３着
２００５．２．２８生 牝６鹿 母 ニシノエルハーブ 母母 カプリッチョーサ ３１戦２勝 賞金 ４３，４６３，０００円

〔その他〕 ノアライン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ノアライン号は，平成２３年３月１４日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） １頭 クイーンズガーデン号
※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。

第１回　小倉競馬　第７日〔続行競馬〕



０２０９０ ２月１４日 雨 不良 （２３小倉１）第７日 第６競走 ��
��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６６－ ２１：４３．９ ３．０�

３６ ブレイブフェイス 牡４鹿 ５６ 丸山 元気吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム ４８８＋２０１：４４．５３� ３５．２�
３５ � モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 西田雄一郎坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７６－ ２ 〃 クビ ６．７�
２４ � イノセントリーサム 牡４栗 ５６ 古川 吉洋平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５４０＋ ２１：４４．７１	 ７．３�
７１４ リキサンヒーロー 牡４栗 ５６ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６４± ０ 〃 ハナ ２９．０�
２３ 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 B４８２＋ ２ 〃 ハナ １４．５	

４８ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５６ 勝浦 正樹西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４６８＋ ２１：４５．０１
 ７８．９

６１２ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５６ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５６± ０１：４５．２１� １４．６�
７１３� タ コ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００＋ ２１：４５．３クビ ３．２�
１２ マルタシュンプウ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 B５２８－ ４１：４５．５１ ６８．１
５１０ ディアユウキ 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４５８－ ４１：４５．６� １１０．１�
１１ カズノタイショウ 牡４栗 ５６

５５ ☆松山 弘平鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ４１：４６．３４ ４９．５�
５９ ザ バ イ オ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 むかわ 上水牧場 ４５２＋ ６１：４６．５１	 ３７．２�
６１１� カワキタトップ 牡５芦 ５７

５４ ▲川須 栄彦川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７８－ ４１：４６．７１� ２１５．６�
８１５� ビービーライナー 牡６黒鹿５７ 上村 洋行�坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ５０２＋１０１：４７．４４ ２６８．３�
８１６ プ ロ ポ ー ズ 牝４鹿 ５４ 田中 博康河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４９０＋１０１：４８．２５ ２４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３９１，５００円 複勝： ２４，６９５，７００円 枠連： １１，１０３，７００円

普通馬連： ３３，７５３，８００円 馬単： ２２，５４４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２６，７００円

３連複： ６１，８３３，８００円 ３連単： ９９，２５５，５００円 計： ２８５，３０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １，０６０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ８９０円

普通馬連 �� ７，７８０円 馬 単 �� １１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ３７０円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� １１，５２０円 ３ 連 単 ��� ８０，０６０円

票 数

単勝票数 計 １２３９１５ 的中 � ３２５５５（１番人気）
複勝票数 計 ２４６９５７ 的中 � ６４４４９（１番人気）� ４１０５（１２番人気）� ３１０７８（３番人気）
枠連票数 計 １１１０３７ 的中 （３－４） ９２３６（４番人気）
普通馬連票数 計 ３３７５３８ 的中 �� ３２０４（２５番人気）
馬単票数 計 ２２５４４０ 的中 �� １４５７（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２６７ 的中 �� １９７９（２５番人気）�� １５１５４（２番人気）�� １２１８（３４番人気）
３連複票数 計 ６１８３３８ 的中 ��� ３９６２（３４番人気）
３連単票数 計 ９９２５５５ 的中 ��� ９１５（２２８番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．８―１１．６―１２．５―１２．３―１２．３―１２．３―１１．７―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．６―３０．２―４２．７―５５．０―１：０７．３―１：１９．６―１：３１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ル ナ キ ッ ズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．３．２２ 阪神３着

２００６．４．１６生 牡５栗 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー ２０戦３勝 賞金 ４３，１８０，０００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 サンワードハーレー号

０２０９１ ２月１４日 曇 稍重 （２３小倉１）第７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

７１３ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２２：４３．３ ３．７�

７１４ メジロジョン 牡４栗 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ １６．０�
４８ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 藤岡 康太平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９８＋ ６２：４３．６１� ５．９�
３５ スマートファントム 牡６鹿 ５７ 鮫島 克也大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ２２：４３．７� １１６．１�

（佐賀）

２４ トミケンプライム 牡６栗 ５７ 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１６＋ ２２：４３．８� ８．２�
６１２ ディビデンド 牡６栗 ５７ 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ５１８－ ６２：４４．０１	 ４２．９�
５１０ オールターゲット 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６４－ ２２：４４．１� ５．４	
１２ 
 サンライズウィル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４７８－ ８２：４４．３１	 １４．０

２３ ウォーボネット 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：４４．４� ２０．９�
４７ メイショウベーネ 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥松本 和子氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ２２：４４．５クビ ４４．５�
８１５ ダノンインスパイア 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４２：４４．７１� ８．４�
３６ マーベラスブレイド �６黒鹿５７ 宮崎 北斗 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４５８± ０２：４５．２３ ７７．６�
５９ マイネルネオハート 牡４黒鹿５６ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４７４＋ ８２：４６．０５ ６２．８�
８１６ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ １４．６�
１１ マイサイドキック 牡６栗 ５７ 太宰 啓介井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５２８± ０２：４６．２１	 １２９．３�
６１１� ベイビーローズ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二広尾レース 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd B４８６＋１０２：４８．７大差 １８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７９７，２００円 複勝： ２４，３５９，９００円 枠連： １３，０５０，０００円

普通馬連： ３４，９８１，９００円 馬単： ２２，１０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１０７，４００円

３連複： ６１，５５１，９００円 ３連単： ９２，９５６，１００円 計： ２７９，９０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ２２０円 枠 連（７－７） １，９５０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ５２０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ６，６５０円 ３ 連 単 ��� ３８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １１７９７２ 的中 � ２５３４０（１番人気）
複勝票数 計 ２４３５９９ 的中 � ４８５１７（１番人気）� １３３５４（８番人気）� ３０１９７（２番人気）
枠連票数 計 １３０５００ 的中 （７－７） ４９５１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３４９８１９ 的中 �� ８９５７（９番人気）
馬単票数 計 ２２１０３６ 的中 �� ３２７４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１０７４ 的中 �� ４９４１（７番人気）�� ９５９９（２番人気）�� ２６４３（２６番人気）
３連複票数 計 ６１５５１９ 的中 ��� ６８４０（１３番人気）
３連単票数 計 ９２９５６１ 的中 ��� １７６６（８９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．３―１２．５―１２．７―１３．３―１３．２―１２．７―１２．０―１２．３―１２．５―１２．９―１２．５

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�
１２．６―２４．４―３６．７―４９．２―１：０１．９―１：１５．２―１：２８．４―１：４１．１―１：５３．１―２：０５．４―２：１７．９―２：３０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．２―３F３７．９
１
�
１１，１５，１（１０，１６）－９（２，８）７（４，１２，３）（６，１４）－５，１３・（１１，１５，１０，９）（２，８）１（１６，３）７（４，６，１２，１４）（５，１３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピエナファンタスト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．９．７ 札幌７着

２００６．３．６生 牡５鹿 母 コンクラーベ 母母 コ ン カ ロ ２０戦２勝 賞金 ２２，２５０，０００円
〔発走状況〕 ダノンインスパイア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ピエナファンタスト号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番への進

路影響）
〔調教再審査〕 マイネルネオハート号は，２周目４コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避したことについて平地調教再審

査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベイビーローズ号は，平成２３年３月１４日まで平地競走に出走できない。
※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。



０２０９２ ２月１４日 曇 不良 （２３小倉１）第７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

８１５ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 中舘 英二平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４７０＋ ４１：４４．２ １０．９�

５９ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ １１．６�
７１３ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５４２＋ ２１：４４．４１� ５．５�
７１２ 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 ４８２＋ ４１：４４．５クビ ３．４�
３５ ブラックルーラー 牡６黒鹿５７ 浜中 俊吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８ 〃 ハナ ６．３�
５８ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ５．３�
３４ 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 B５２６＋ ２１：４４．７１� １８．７	
２２ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 ４９８± ０１：４４．９１� １９６．７

６１０ ウエスタンウェイブ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４７８＋ ４１：４５．１１� ２５．４�
４７ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４８８＋１０１：４５．２� ８．８�
６１１ シルバービート 牝５芦 ５５ 田辺 裕信門野 重雄氏 南田美知雄 静内 フジワラフアーム ４８４－ ４１：４５．７３ １０７．４
８１４ アスタークリス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４６－ ６１：４５．９� ７５．５�
１１ ルナーレガシー 牡４栗 ５６

５４ △高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９０－ ４ 〃 アタマ ４６．９�

２３ リュウシンゴールド 牡４鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４６２＋１４１：４８．７大差 １６５．８�

（１４頭）
４６ コスモピグマン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４９４＋１８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，１５５，７００円 複勝： ２２，９２９，９００円 枠連： １３，５５９，３００円

普通馬連： ３４，３３２，９００円 馬単： ２２，９１７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２７８，４００円

３連複： ５７，８７０，２００円 ３連単： ９４，９６０，１００円 計： ２７７，００３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ４１０円 � ３５０円 � ２６０円 枠 連（５－８） １，８６０円

普通馬連 �� ５，８４０円 馬 単 �� ９，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� １，０９０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ８，８２０円 ３ 連 単 ��� ６０，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 １２１５５７（返還計 １０７３） 的中 � ８８４０（６番人気）
複勝票数 差引計 ２２９２９９（返還計 ３８３５） 的中 � １４０７７（７番人気）� １６９２５（６番人気）� ２５８６４（３番人気）
枠連票数 差引計 １３５５９３（返還計 ４０９） 的中 （５－８） ５４０５（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ３４３３２９（返還計 １０５０３） 的中 �� ４３３９（２６番人気）
馬単票数 差引計 ２２９１７１（返還計 ６３１０） 的中 �� １７６３（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８２７８４（返還計 ６４６６） 的中 �� ２１７８（２９番人気）�� ４１９８（１５番人気）�� ４０８５（１６番人気）
３連複票数 差引計 ５７８７０２（返還計 ３１８２７） 的中 ��� ４８４４（４０番人気）
３連単票数 差引計 ９４９６０１（返還計 ５２６９３） 的中 ��� １１６３（２４１番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１１．７―１２．５―１２．２―１１．９―１２．３―１２．７―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．５―４２．０―５４．２―１：０６．１―１：１８．４―１：３１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３８．１
１
３
１３－１４－１５（３，１０）（５，１２）７（２，４）－９－１（８，１１）
１３（１４，１５）（５，１０）１２（４，７）－（９，８）（３，２）１１－１

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

勝馬の
紹 介

スイングエンジン �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．５．１６ 東京１５着

２００６．４．１生 牡５栗 母 スイングバイ 母母 オギアルバンシア １２戦２勝 賞金 １５，８４０，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔競走除外〕 コスモピグマン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。

０２０９３ ２月１４日 小雨 稍重 （２３小倉１）第７日 第９競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１４ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿 ５６
５４ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４８２＋１０２：０３．８ １７．２�

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± ０２：０３．９� ６．１�

４７ ロックンロール 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ５２０－ ８２：０４．０� ６．６�
３６ アルマトゥーラ 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４８０＋１２ 〃 クビ ５．７�
１１ ソールデスタン 牡４鹿 ５６ 宮崎 北斗�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０ 〃 アタマ ２０．３�
８１７ イ オ ス 牝４鹿 ５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６２：０４．１クビ ４．８	
６１１ フェアリーレイ 牝４鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：０４．２� １９．４

２４ ドナフュージョン 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４６０＋ ２２：０４．４１� ７８．０�
７１３ バトルイグアス 牡４黒鹿５６ 北村 友一宮川 秋信氏 清水 久詞 日高 川端 正博 ４５８－ ４２：０４．５� ４１．２�
１２ ウインディーリング 牝４青鹿５４ 浜中 俊細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４６＋ ２２：０４．７１� ２５．７
５１０ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５２４＋１０２：０４．９１ １３．７�
３５ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５４ 太宰 啓介土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４４０± ０２：０５．０� １５３．９�
７１５� スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 酒井 学加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ５０８＋ ６２：０５．２１ ２０．１�
８１８ トーセンフリージア 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５００＋１６２：０５．４１ ３８．１�
６１２ セイカカリンバ 	６黒鹿５７ 丸山 元気久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６０－１４２：０５．５� １０．６�
５９ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０＋２０２：０５．６� １３．５�
８１６� コーヒーゼリー 牝５鹿 ５５ 黛 弘人小野 博郷氏 坂本 勝美 三石 稲葉牧場 ４６４＋１０２：１２．２大差 ２３０．２�

（１７頭）
２３ シャイニーカフェ 牝６青鹿５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，６０３，９００円 複勝： ２９，４８４，０００円 枠連： ２０，３４４，２００円

普通馬連： ４９，３６４，９００円 馬単： ２８，８５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０１１，０００円

３連複： ８９，１６５，８００円 ３連単： １４４，０１３，９００円 計： ４００，８４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ３３０円 � ２３０円 � ２５０円 枠 連（４－７） １，３００円

普通馬連 �� ５，０００円 馬 単 �� １３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� １，７５０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ９，１６０円 ３ 連 単 ��� ９７，２４０円

票 数

単勝票数 計 １４６０３９ 的中 � ６７１６（８番人気）
複勝票数 計 ２９４８４０ 的中 � ２２１８１（５番人気）� ３６７３７（２番人気）� ３１９２０（４番人気）
枠連票数 計 ２０３４４２ 的中 （４－７） １１５５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９３６４９ 的中 �� ７２９１（２２番人気）
馬単票数 計 ２８８５３０ 的中 �� １５５２（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０１１０ 的中 �� ３４２４（２２番人気）�� ３４４１（２１番人気）�� １０１２３（３番人気）
３連複票数 計 ８９１６５８ 的中 ��� ７１８５（２２番人気）
３連単票数 計１４４０１３９ 的中 ��� １０９３（３１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１２．６―１２．６―１２．８―１３．６―１２．６―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．９―３４．８―４７．４―１：００．０―１：１２．８―１：２６．４―１：３９．０―１：５１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．４
１
３

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

２
４

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

マイネルガヴロシュ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００９．８．１６ 小倉３着

２００７．５．９生 牡４青鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ １６戦２勝 賞金 ２２，６５０，０００円
〔出走取消〕 シャイニーカフェ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーヒーゼリー号は，平成２３年３月１４日まで平地競走に出走できない。
※シャイニーカフェ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０２０９４ ２月１４日 小雨 重 （２３小倉１）第７日 第１０競走 ��１，２００�
も え ぎ

萌 黄 賞
発走１４時５０分 （芝・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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６＋１０１：１０．０ ２．３�

５１０ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８２＋ ２１：１０．４２� ３．２�
１１ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５４－ ２１：１０．５� １６．４�
１２ マイネルマサムネ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ３３．１�
４７ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４６８－ ２ 〃 アタマ ２７．２�
６１１ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５６＋ ４１：１０．７１� ４８．４�
３５ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 北村 友一荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６２－ ２１：１０．８� ８．８	
５９ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥
メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８＋ ６１：１１．０１� ５５．２�
２３ フィジークルーズ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 
スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２－ ２ 〃 ハナ １０５．７�
８１７ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 目名太山口

牧場 ４４８＋ ２１：１１．２１� ２６．２
８１６ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ ３８．４�
２４ オースミドライバー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真�オースミ 武田 博 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：１１．４１ １１．８�
７１３ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 丸山 元気西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ６１：１１．６１� ３２．０�
７１４� カノヤハヤブサ 牡３鹿 ５６ 山口 勲神田アヤ子氏 九日 俊光 新ひだか 澤田 嘉隆 ４９６＋１１１：１１．７� １７２．１�

（佐賀） （佐賀）

３６ � ジュエルリング 牝３鹿 ５４ 鮫島 克也鳥飼 慶一氏 東 眞市 浦河 東栄牧場 ４３２－１５１：１２．１２� ２２５．４�
（佐賀） （佐賀）

４８ ダイメイジャパン 牝３青 ５４ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４５６＋２６１：１２．３１� ７９．５�
７１５ カムイフォレスト 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ２１：１２．６１� ６９．４�

（１７頭）
８１８ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，４５０，５００円 複勝： ３７，１４８，２００円 枠連： ２２，１２９，１００円

普通馬連： ７５，８２９，２００円 馬単： ４６，４５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２７７，７００円

３連複： １２９，１９３，６００円 ３連単： ２３４，０１８，０００円 計： ６０３，５０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ４５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，１３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� ７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２４４５０５ 的中 � ８５８７０（１番人気）
複勝票数 計 ３７１４８２ 的中 � ６９６７１（２番人気）� ９１８４９（１番人気）� ２７９３６（５番人気）
枠連票数 計 ２２１２９１ 的中 （５－６） ３７０３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５８２９２ 的中 �� １１２７２９（１番人気）
馬単票数 計 ４６４５９３ 的中 �� ４１６２３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２７７７ 的中 �� ３９６３０（１番人気）�� ６６７６（１３番人気）�� １１７７１（６番人気）
３連複票数 計１２９１９３６ 的中 ��� ３９８７１（３番人気）
３連単票数 計２３４０１８０ 的中 ��� ２４２６４（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１１．８―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４５．７―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．１
３ ・（１，１２）（２，１４）（９，１０）５（８，７，１７，１５）（４，１３）（３，１１，１６）＝６ ４ ・（１，１２）（５，２）（１４，１０）（４，７）（９，１７）３（８，１１，１３）１５，１６－６

勝馬の
紹 介

ア フ ォ ー ド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー ２０１０．１０．２３ 福島１着

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス ２戦２勝 賞金 １６，４１３，０００円
〔出走取消〕 ハピシン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 カノヤハヤブサ号の騎手山口勲は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・３番への進路影響）
※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。

０２０９５ ２月１４日 小雨 不良 （２３小倉１）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�中京スポニチ賞

発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
中京スポニチ賞（１着）

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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ ビヨンドマックス 牡５鹿 ５７ 丸山 元気松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３０＋ ８１：４３．９ ４２．１�

２４ � コスモナダル 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪
Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８－ ２１：４４．０クビ ７．５�
１１ � エーシンマダムジー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹�栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４７２－ ８１：４４．２１� ９．０�
２３ サニーラブカフェ 牝７鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５０２＋１０１：４４．５１	 ９４．３�
３６ キンショーダンデー 牡４栗 ５６ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８６＋ ２１：４４．７１
 ５．１�
７１３ ディアトウシロウ 牡５栃栗５７ 古川 吉洋ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４７０＋１４１：４４．８	 ４１．４	
８１５ ドリームアライブ �５黒鹿５７ 藤岡 康太前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０＋ ６ 〃 同着 １０．０

１２ レオキュート 牝４黒鹿５４ 大野 拓弥�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４２＋ ８１：４４．９クビ ３８．４�
６１１ ニシノミーチャン 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２９．３�
４７ � メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７０－ ４１：４５．０クビ ６７．６
３５ パープルスター 牝５鹿 ５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５０２－ ２１：４５．１	 １１６．２�
８１６ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 中舘 英二バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４８０＋ ４１：４５．２クビ ５．０�
６１２ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 浜中 俊 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４６０－ ６１：４５．４１
 ４．０�
７１４ 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 ４６６－ ２１：４５．７２ ７９．０�
５１０ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６０－ ２１：４５．９１
 ９．３�
４８ マイグローリアス 牡９芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２４＋ ８１：４７．０７ ２５７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４９４，４００円 複勝： ５４，５５６，２００円 枠連： ３６，３９４，１００円

普通馬連： １３５，５６７，０００円 馬単： ７５，５５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９３４，４００円

３連複： ２３６，３９６，４００円 ３連単： ４２３，６８２，０００円 計： １，０４４，５８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２１０円 複 勝 � １，１５０円 � ２７０円 � ３６０円 枠 連（２－５） ２，６４０円

普通馬連 �� １７，７３０円 馬 単 �� ４３，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２５０円 �� ６，２８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ４５，４５０円 ３ 連 単 ��� ４０５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２９４９４４ 的中 � ５５２４（１１番人気）
複勝票数 計 ５４５５６２ 的中 � １０７５５（１１番人気）� ６０８２０（４番人気）� ４１５７３（７番人気）
枠連票数 計 ３６３９４１ 的中 （２－５） １０１８９（１４番人気）
普通馬連票数 計１３５５６７０ 的中 �� ５６４５（４８番人気）
馬単票数 計 ７５５５６９ 的中 �� １２８４（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９３４４ 的中 �� ２４４３（５３番人気）�� ２０３９（５７番人気）�� １０８２４（１５番人気）
３連複票数 計２３６３９６４ 的中 ��� ３８３９（１２７番人気）
３連単票数 計４２３６８２０ 的中 ��� ７７１（９１６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．２―４３．５―５５．７―１：０７．４―１：１９．３―１：３１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ビヨンドマックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．３．１５ 阪神１着

２００６．２．１６生 牡５鹿 母 クローストゥユー 母母 ドーンズヘイロー １２戦４勝 賞金 ４５，３１８，０００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 タガノジョーカー号



０２０９６ ２月１４日 雨 重 （２３小倉１）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�

こ い し わ ら

小 石 原 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３６ テラノチェリー �６鹿 ５７ 柴原 央明寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４８４＋ ８１：１０．２ ２２．２�

２３ クレムリンシチー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５００－ ４１：１０．５２ １０．３�
１１ � メイショウフレアー 牡５青鹿５７ 酒井 学松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４８６＋２２１：１０．７１	 ２８．４�
１２ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５００＋２０ 〃 ハナ １７．５�
２４ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 中舘 英二中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ２１：１０．８クビ ４６．６�
４７ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ３．２�
８１８ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１８－ ６ 〃 クビ １１．３	
５９ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４８８＋ ８１：１１．１１
 ５１．７

７１３ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５２０＋ ６１：１１．２クビ ６．９�
３５ ロイヤルロード 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５３０＋ ４ 〃 クビ ４８．７�
７１４� フレデフォート 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋 キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４６＋ ４１：１１．５１
 ６．５�
７１５ キュートシルフ 牝５青 ５５ 飯田 祐史協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ９．６�
６１１ ダンツミラション 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 田上 稔 ４３０－ ６１：１１．６� ４５．３�
５１０ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４８２＋１０１：１１．７� １２８．０�
４８ チェリーソウマ 牡４栗 ５７ 二本柳 壮チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４９６＋ ８１：１２．０１
 ５６．６�
６１２ エフティファラオ �５鹿 ５７ 勝浦 正樹吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：１２．１クビ ８２．０�
８１７ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 丹内 祐次栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４８０＋１０１：１２．４２ ２５．６�
８１６� ライブリリュウショ 牡５黒鹿５７ 安藤 光彰加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５５４－ ６１：１２．６１	 １６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，８６６，８００円 複勝： ４８，０６１，６００円 枠連： ３６，６５７，０００円

普通馬連： ９９，５９７，８００円 馬単： ５６，８３８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，１４１，８００円

３連複： １７１，６２６，７００円 ３連単： ３０６，２０５，９００円 計： ７９２，９９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２２０円 複 勝 � ６００円 � ３４０円 � ８６０円 枠 連（２－３） ４，５００円

普通馬連 �� １０，６００円 馬 単 �� ２３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８９０円 �� ６，８４０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� ６３，９１０円 ３ 連 単 ��� ４４１，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２８８６６８ 的中 � １０２７６（９番人気）
複勝票数 計 ４８０６１６ 的中 � ２０５７６（９番人気）� ４１２９８（５番人気）� １３７５８（１１番人気）
枠連票数 計 ３６６５７０ 的中 （２－３） ６０２５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ９９５９７８ 的中 �� ６９３９（４０番人気）
馬単票数 計 ５６８３８３ 的中 �� １７７０（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５１４１８ 的中 �� ３８８０（３４番人気）�� １６１１（８１番人気）�� ３２２１（３９番人気）
３連複票数 計１７１６２６７ 的中 ��� １９８２（１９６番人気）
３連単票数 計３０６２０５９ 的中 ��� ５１２（１２６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．１―１１．７―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．６―４５．３―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．６
３ ２（６，４，１３）７（１，１０，１５，１６，１７）（１４，１８）（３，９）（８，１１）５，１２ ４ ２，６（１，４，１３）７，３，１５（１０，１８，１６，１７）９（８，１４，１１）５，１２

勝馬の
紹 介

テラノチェリー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danehill デビュー ２００７．７．１４ 函館６着

２００５．２．６生 �６鹿 母 レディフェスタ 母母 Festive Season ２５戦２勝 賞金 ２９，４２０，０００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 シャイニーカフェ号



（２３小倉１）第７日 ２月１４日（月曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 ９回 出走頭数 １４６頭 本 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

１３８，２９０，０００円
８，９６０，０００円
２，０００，０００円
１３，０４０，０００円
４８，１５０，７５０円
３，７９６，０００円
１，４４５，４００円

勝馬投票券売得金
１５５，１００，０００円
２８５，５７２，４００円
１７１，８８０，６００円
５１８，６７６，４００円
３０９，８３３，９００円
２４６，７３２，０００円
９０４，３４１，６００円
１，５４８，３３６，３００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 ４，１４０，４７３，２００円

総入場人員 ５，９３２名 （有料入場人員 ５，０７８名）



平成２３年度 第１回小倉競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４１６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，４３７，１５０，０００円
１８，２５０，０００円
６５，６５０，０００円
１３，９１０，０００円
１３５，７１０，０００円

１４５，０００円
１４５，０００円

４６６，７２９，７５０円
３７，０６２，０００円
１４，０１８，４００円

勝馬投票券売得金
１，４５４，５５５，１００円
２，４６５，９７７，４００円
１，１５９，２１９，１００円
３，９５４，６２４，７００円
２，７０２，２２０，４００円
１，７５７，８３０，８００円
５，９６２，４７０，８００円
１０，８８７，９８８，０００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 ３０，３４４，８８６，３００円

総入場延人員 ５６，５６１名 （有料入場延人員 ４９，８５９名）




