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０２０７６ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８日 第１競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

１１ エヴァンブルー 牡３黒鹿 ５６
５４ △高倉 稜 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７２± ０ ５８．６ ２．３�

３３ ナムラプルート 牡３鹿 ５６ 石橋 守奈村 信重氏 松永 昌博 新ひだか 八田ファーム ４７０＋１４ ５９．０２� ２７．４�
４６ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４７０＋ ４ ５９．２１� ６．６�
４５ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５２± ０ ５９．３� １３．５�
２２ アラマサスチール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５０－ ２ ５９．４� ９．２�
６９ グランドシャープ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４２０＋ ４ ５９．５� ４１．９	
５８ トミケンアグード 牡３栗 ５６ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５４－ ２１：００．０３ ３３．８

６１０ クハディラン �３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか 岡田牧場 ５００＋２２ 〃 クビ ２６４．１�
８１４ ヒルノクラウド 牡３鹿 ５６ 武 英智蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ５０６＋ ８１：００．１� ４．５�
８１３ プ ル メ リ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦河合實貴男氏 佐藤 正雄 新ひだか 山本 昇寿 ４１２－ ８１：００．３１� ７０．９
７１１ サ ッ チ ャ ー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４３２＋ ２１：００．４� ６．７�
５７ ホクテンノホシ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�吉田牧場 鹿戸 明 安平 吉田牧場 ４３０－ ６１：０１．１４ ２０７．７�
３４ ハマノローズマリー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 B４２６＋ ４１：０２．３７ ２７１．４�
７１２ カシノケープ 牝３栗 ５４ 小島 太一柏木 務氏 中野 栄治 青森 青南ムラカミ

ファーム ４２０－１０１：０２．６１� ４９３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，８８３，５００円 複勝： １４，６１９，５００円 枠連： ６，０３１，９００円

普通馬連： ２１，３７４，５００円 馬単： １８，３６６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８９７，９００円

３連複： ３６，５４５，４００円 ３連単： ５３，６９９，８００円 計： １７１，４１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ５００円 � ２７０円 枠 連（１－３） ３，１００円

普通馬連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ４８０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ９，８４０円 ３ 連 単 ��� ４１，０３０円

票 数

単勝票数 計 ９８８３５ 的中 � ３４０８６（１番人気）
複勝票数 計 １４６１９５ 的中 � ４０３２２（１番人気）� ５７２０（７番人気）� １２７２６（５番人気）
枠連票数 計 ６０３１９ 的中 （１－３） １４３６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２１３７４５ 的中 �� ５１５５（１３番人気）
馬単票数 計 １８３６６２ 的中 �� ３３９９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８９７９ 的中 �� ２１９８（１７番人気）�� ６１７５（４番人気）�� １１３８（２６番人気）
３連複票数 計 ３６５４５４ 的中 ��� ２７４２（３６番人気）
３連単票数 計 ５３６９９８ 的中 ��� ９６６（１４４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．４―１１．９―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エヴァンブルー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１０．１６ 京都２着

２００８．３．２０生 牡３黒鹿 母 マチカネナナエヤエ 母母 ウ イ ダ ー ド ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。
（非当選馬） １頭 サイキョウファスト号

０２０７７ ２月１３日 晴 不良 （２３小倉１）第８日 第２競走 １，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１３ スマートリブレ 牡３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ５００＋ ２１：４７．０ ６．１�

１２ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６
５４ △高倉 稜中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６± ０１：４７．１� １０．０�

２３ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４８６± ０１：４７．４２ ２．４�
８１５ ゼンノルジェロ 牡３青 ５６ 上村 洋行大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ６ 〃 アタマ ２．６�
４７ エアポートメサ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３２＋ ２１：４７．９３ ３１．９�
５１０ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６２＋ ２１：４８．０クビ １５７．９�
５９ ブラジルジャクー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 浦河 岡崎牧場 ４８６± ０１：４８．１� ４８．６	
７１４ ベストピッチ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ １１３．４

８１６ トーアウィンザー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５００－１２１：４８．８４ ６１．５�
６１１ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６

５４ △伊藤 工真 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：４９．１２ ２２．１
３６ メイショウツルギ �３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 新ひだか 寺越 政幸 ４８０－２０１：４９．２� ５２．５�
１１ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４６６－ ７１：４９．５１� ２５５．１�
２４ 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 ４５８± ０１：４９．６クビ １６４．７�
３５ コスモアジル 牡３栗 ５６ 酒井 学 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 藤沢牧場 ５０６－ ４１：５０．２３� ３７．４�
６１２ ナリタワイルド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ２１：５０．７３ ３２６．７�
４８ メイショウスピード 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ２１：５０．８� １８１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，１９６，６００円 複勝： １５，０３１，９００円 枠連： ６，６４８，３００円

普通馬連： １９，５３９，８００円 馬単： １６，５２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４６４，８００円

３連複： ３１，８８８，８００円 ３連単： ４６，９２８，４００円 計： １５８，２２３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（１－７） ２，２５０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� １３，８７０円

票 数

単勝票数 計 １０１９６６ 的中 � １３３０８（３番人気）
複勝票数 計 １５０３１９ 的中 � ２６０５７（３番人気）� １４９０７（４番人気）� ３７６２７（１番人気）
枠連票数 計 ６６４８３ 的中 （１－７） ２１８１（８番人気）
普通馬連票数 計 １９５３９８ 的中 �� ６１１３（７番人気）
馬単票数 計 １６５２５２ 的中 �� ２６５０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４６４８ 的中 �� ３７６２（７番人気）�� １２６９９（２番人気）�� ８４７０（４番人気）
３連複票数 計 ３１８８８８ 的中 ��� １４６３１（３番人気）
３連単票数 計 ４６９２８４ 的中 ��� ２４９８（３３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．３―１３．９―１３．２―１２．０―１２．３―１２．４―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．４―４４．３―５７．５―１：０９．５―１：２１．８―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．５
１
３
６，１０（２，１２，１６）（９，１５）（１１，１４）（１，３）（４，１３）８（５，７）・（６，１３，１５）（１０，１６）（２，１４）（９，３）（１１，７）（１，１２）（４，５）８

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

勝馬の
紹 介

スマートリブレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神７着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 スマートフェアリー 母母 シャンティーフレイズ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 コスモレッドアイ号の騎手丹内祐次は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番・１４番への進

路影響）
※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） ２頭 タマモトロンボーン号・トートホットライン号
（非抽選馬） １頭 キーパー号

第１回　小倉競馬　第８日



０２０７８ ２月１３日 晴 重 （２３小倉１）第８日 第３競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２３ サクラプリエール 牝３黒鹿５４ 上村 洋行�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４６４－ ４２：０４．６ １．９�

６１２ スターリットスカイ 牝３栗 ５４
５２ △高倉 稜永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６２：０４．９１� ８．３�

１１ ヤマニンアベイユ 牝３鹿 ５４
５２ △伊藤 工真土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５２± ０２：０５．２２ ２７．６�

５９ イッツスパーブ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５８－ ６２：０５．４１� ２４．９�
７１４ ボンベイダック 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４６４－ ４２：０５．５クビ １７．２�
３６ クーファセクメト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊大迫久美子氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ３．７	
３５ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４３０－１４ 〃 クビ １１．１

１２ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３４－１０２：０５．６� ２６１．１�
４８ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４３４－２０ 〃 クビ １２８．３�
８１７ メジロマリシテン 牝３鹿 ５４ 川島 信二�メジロ牧場 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４－ ８２：０５．７クビ ６４．２
７１３ オ ン エ ア 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４３６－ ２２：０６．０２ ９３．５�
６１１ ケガワノマリー 牝３栗 ５４ 荻野 琢真小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ４２９．６�
５１０ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ５７．３�

８１６ フェリスヴァーズ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎�佐藤牧場 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３３．７�
（法６３４）

８１８ クィーンシバ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 佐々木 恵一 ４９０－ ６２：０６．３１� １０９．２�
２４ トーセンクリオネ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４０８－ ４２：０６．４� ４１２．２�

４７ ラ ソ ワ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４１８＋ ２２：０７．３５ １３０．１�
７１５ ケイツーソール 牝３栗 ５４ 大野 拓弥楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか へいはた牧場 ４１６－ ２２：０７．８３ １９３．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，９１９，１００円 複勝： １７，４０８，０００円 枠連： ８，４４６，７００円

普通馬連： ２０，９１４，４００円 馬単： １７，４５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９６９，２００円

３連複： ３４，０４９，７００円 ３連単： ５６，０４６，７００円 計： １７９，２０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ３８０円 枠 連（２－６） ８１０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ８３０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� １５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １２９１９１ 的中 � ５４４６０（１番人気）
複勝票数 計 １７４０８０ 的中 � ５１３５２（１番人気）� ２２７５２（３番人気）� ８３３９（６番人気）
枠連票数 計 ８４４６７ 的中 （２－６） ７７２５（２番人気）
普通馬連票数 計 ２０９１４４ 的中 �� １８９４１（２番人気）
馬単票数 計 １７４５０３ 的中 �� １００５８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９６９２ 的中 �� ９７３４（２番人気）�� ３４２７（７番人気）�� １３００（２２番人気）
３連複票数 計 ３４０４９７ 的中 ��� ５１２１（１３番人気）
３連単票数 計 ５６０４６７ 的中 ��� ２７４９（３３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．７―１３．４―１３．３―１２．９―１２．４―１２．１―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３６．６―５０．０―１：０３．３―１：１６．２―１：２８．６―１：４０．７―１：５２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０
１
３
７，１４，１（３，１８）（２，５，１０，１７，１６）６（４，１１）１３（８，９，１２）１５・（７，１４）（３，１８）（１，１０，１６，６）（５，１７）（２，１２）（８，１１）（４，９）１３－１５

２
４

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

勝馬の
紹 介

サクラプリエール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉３着

２００８．５．２７生 牝３黒鹿 母 サクラフューチャー 母母 ローラローラ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
※イッツスパーブ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０２０７９ ２月１３日 曇 重 （２３小倉１）第８日 第４競走 ��１，８００�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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４８ ゲティスバーグ 牡３栗 ５６ 川島 信二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５８＋ １１：５１．２ ３９．８�

２３ カリスマミッキー 牡３栗 ５６
５４ △伊藤 工真三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６２＋ ６ 〃 ハナ １９０．３�

７１３ シルクフラッシュ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １５．７�
８１５ オオトリケンジャ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 浦河 浦河育成牧場 ４４６－ ４１：５１．３� ３８．５�
５９ アージュドール 牡３青 ５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ２１：５１．４� ６０．５�
４７ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ９．０	
１２ アドマイヤサイモン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５０－１０１：５１．５クビ ２．０

５１０ プリティアクィーン 牝３鹿 ５４ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４５０－ ２ 〃 ハナ ８．４�
８１６ パープルテンリュ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 新ひだか 竹内 良一 ４６０－ ６ 〃 ハナ １６９．５�
３６ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ５．８
２４ プレミアムリーチ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ７４．１�
３５ � コスモポルタトーリ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮本 博 愛

Barronstown
Stud and Co-
bra Bloodstock

４４８＋ ６１：５１．８２ ２５３．３�
７１４ クラリティー 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－１２１：５３．０７ ４１．５�
６１１ プレミアムカード 牡３鹿 ５６ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１０１：５３．５３ ８．２�
１１ セイウンザイホウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４７２＋ ６１：５４．２４ ３１．５�
６１２ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９０－ ８１：５４．５１� １１３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４４１，７００円 複勝： １６，０７８，８００円 枠連： ７，３１７，０００円

普通馬連： ２０，７００，９００円 馬単： １７，３３８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，２２９，３００円

３連複： ３４，９５３，０００円 ３連単： ５２，８６４，５００円 計： １７２，９２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９８０円 複 勝 � ７６０円 � ３，３５０円 � ３９０円 枠 連（２－４） ８，０６０円

普通馬連 �� １２０，３００円 馬 単 �� ３６５，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３０，２５０円 �� ４，５２０円 �� ２８，２６０円

３ 連 複 ��� ７１６，５４０円 ３ 連 単 ��� １９，５０７，０１０円

票 数

単勝票数 計 １１４４１７ 的中 � ２２６８（９番人気）
複勝票数 計 １６０７８８ 的中 � ５５３８（８番人気）� １１４９（１５番人気）� １１９８１（６番人気）
枠連票数 計 ７３１７０ 的中 （２－４） ６７０（２４番人気）
普通馬連票数 計 ２０７００９ 的中 �� １２７（１００番人気）
馬単票数 計 １７３３８８ 的中 �� ３５（２１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２２２９３ 的中 �� ９９（１０２番人気）�� ６７３（４５番人気）�� １０６（９９番人気）
３連複票数 計 ３４９５３０ 的中 ��� ３６（４２２番人気）
３連単票数 計 ５２８６４５ 的中 ��� ２（３０８８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．４―１２．４―１２．５―１２．１―１２．３―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．５―４８．９―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．８―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ゲティスバーグ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１０．３１ 京都４着

２００８．３．３０生 牡３栗 母 ベルベティーン 母母 タケノベルベット ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 ニシノペヨン号・メイショウマキビ号



０２０８０ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８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

１１ 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 ４８６－ ８１：４５．５ １０．１�

６１２ 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 ４８８－ ２１：４５．７１� １３．９�
７１４ オーパスクイーン 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ５２２＋１４１：４５．８クビ ４．９�
２４ アルファアップル 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 B４６４－ ２１：４５．９� ２９．４�
４８ クリムゾンブーケ 牝５栗 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６１：４６．１１� １３．４�
８１６ キャメロンバローズ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介猪熊 広次氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２± ０ 〃 アタマ １３．６	
１２ レディームスタング 牝５栗 ５５ 田辺 裕信�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０４± ０１：４６．７３� ７．６

３６ � 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 ４６８－ ６ 〃 ハナ １４６．４�
３５ 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 ４４６－ ２１：４６．９１� ７３．９�
５１０� マルターズクリス 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５０８－ ２ 〃 ハナ １６７．９
５９ デステニーアロー 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４２４± ０ 〃 ハナ ２５７．８�
７１３� フ レ シ ー タ 牝４鹿 ５４

５２ △高倉 稜�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４０－ ６１：４７．０クビ ６．８�
２３ ミエノグレース 牝４栗 ５４ 田中 博康里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９０± ０ 〃 クビ ３．７�
４７ � メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ４１：４７．４２� １５．３�
８１５ レジュールダムール 牝４鹿 ５４ 丸山 元気山本 英俊氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３２－１２１：４７．５� １９．９�
６１１� レルシールフローラ 牝４黒鹿５４ 荻野 琢真大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４４４－ ８１：４８．０３ １２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，２８７，９００円 複勝： １６，７０５，１００円 枠連： ９，１０２，５００円

普通馬連： ２０，８３３，１００円 馬単： １４，０７４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６４０，９００円

３連複： ３５，９４０，０００円 ３連単： ５０，８７０，４００円 計： １６８，４５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � ２７０円 枠 連（１－６） ２，０７０円

普通馬連 �� ４，９８０円 馬 単 �� １１，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ２，０５０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １７，０１０円 ３ 連 単 ��� １３４，０８０円

票 数

単勝票数 計 ９２８７９ 的中 � ７３１４（５番人気）
複勝票数 計 １６７０５１ 的中 � １８２１８（３番人気）� １１４９８（６番人気）� １７２２２（４番人気）
枠連票数 計 ９１０２５ 的中 （１－６） ３２５３（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２０８３３１ 的中 �� ３０９０（２２番人気）
馬単票数 計 １４０７４７ 的中 �� ９０７（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６４０９ 的中 �� １５５８（２４番人気）�� １３９４（３０番人気）�� １６００（２３番人気）
３連複票数 計 ３５９４００ 的中 ��� １５６０（７１番人気）
３連単票数 計 ５０８７０４ 的中 ��� ２８０（５３９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１２．３―１３．３―１２．５―１２．０―１２．２―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―３０．４―４３．７―５６．２―１：０８．２―１：２０．４―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツヨイキモチ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２８ 京都２着

２００７．１．２９生 牝４鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ １２戦２勝 賞金 ２１，９１０，０００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 アンジェリークダダ号

０２０８１ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８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，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

５８ � キクノベリータ 牡４鹿 ５７
５４ ▲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± ０ ５８．４ ８．５�

３４ ウルドサリエ 牡６鹿 ５７ 荻野 琢真谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５０４± ０ ５８．７２ １１．２�
４５ 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± ０ ５８．８� ６８．７�
１１ デイズオブメモリー 牡４芦 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １３．４�
７１１� クレムリンエッグ 牡６栗 ５７ 丹内 祐次�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B５００＋ ６ ５９．０１� １０．６�
８１３ スマートキャスター 牡６青 ５７ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ２．７	
６９ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５０８－ ２ 〃 ハナ ６０．８

８１４ ガリレオシチー 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０８＋ ２ ５９．１クビ ２２．５�
５７ シャンパンマリー 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６ ５９．５２� ８．４�
２２ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５７ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ６６．３
４６ ジョウショームテキ 牡４芦 ５７ 中舘 英二熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４８６＋１６ ５９．６クビ ２３．３�
３３ サスティナブル 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５２６－ ４ 〃 ハナ ４．２�
７１２� パープルパッセージ 	５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ４ ５９．７クビ ３４５．４�

６１０ コンスヴァール 牝５鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 岡田 稲男 新ひだか 大典牧場 ５００－１２１：０１．４大差 １３２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，７５５，２００円 複勝： １９，１０３，１００円 枠連： ９，０１３，３００円

普通馬連： ２４，４１７，８００円 馬単： １８，７００，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５６４，８００円

３連複： ３９，２１７，１００円 ３連単： ５７，７７４，５００円 計： １９４，５４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２４０円 � ３９０円 � １，５３０円 枠 連（３－５） ７９０円

普通馬連 �� ４，３１０円 馬 単 �� ９，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ４，２７０円 �� ７，２１０円

３ 連 複 ��� ４８，９８０円 ３ 連 単 ��� ２３３，０００円

票 数

単勝票数 計 １２７５５２ 的中 � １１９０８（４番人気）
複勝票数 計 １９１０３１ 的中 � ２５６１７（３番人気）� １２８９３（５番人気）� ２７５１（１２番人気）
枠連票数 計 ９０１３３ 的中 （３－５） ８４８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２４４１７８ 的中 �� ４１８２（１８番人気）
馬単票数 計 １８７００５ 的中 �� １５０３（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５６４８ 的中 �� ２５９３（１５番人気）�� ７７３（４５番人気）�� ４５５（５９番人気）
３連複票数 計 ３９２１７１ 的中 ��� ５９１（１３１番人気）
３連単票数 計 ５７７７４５ 的中 ��� １８３（６６５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．３―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．８―３４．１―４５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．６
３ ・（１，６，８）（４，７）（９，１０，１２）（５，１１，１３，１４）２，３ ４ ・（１，６，８）－（４，５）（９，７）２（１１，１２，１３，１４）－１０，３

勝馬の
紹 介

�キクノベリータ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ブレイヴエストローマン

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 ガイアローマン 母母 マツノエブエ １０戦１勝 賞金 １２，３４０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

※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） ３頭 ブラウンチーター号・ホッコーイェーガー号・リュウシンゴールド号



０２０８２ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８日 第７競走 ２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

５９ トレジャーバトル 牡５栗 ５７ 中舘 英二青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７８＋ ２２：３１．７ ２．５�

６１２ エーシングレーソロ 牡６芦 ５７
５５ △高倉 稜�栄進堂 湯窪 幸雄 浦河 栄進牧場 ５００－ ４２：３１．８� ２６．２�

４７ タガノザイオン 牡４鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８－１２２：３１．９� ８．５�
７１３ 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 ５０６－ ４ 〃 クビ ６８．１�
５１０ マイネルトレース 牡４栗 ５６

５４ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８０－ ４２：３２．０� ９．０�

２４ シルクコスモス 牡４栗 ５６ 長谷川浩大有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４６４± ０２：３２．４２� ４．７�
４８ グランプリスマイル 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一北側 雅司氏 飯田 雄三 静内 千代田牧場 ４７０＋ ４２：３２．８２� １６５．８	
８１５ ブラックバニヤン 牡４青 ５６ 丸田 恭介津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５２０＋１２ 〃 ハナ ３５．１

３６ グラスヴィクター 牡４鹿 ５６ 嘉藤 貴行半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４８２－ ２２：３３．０１� １６８．７�
１１ グランドチャペル 牡４黒鹿５６ 浜中 俊 �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 ４８６＋ ２２：３３．２１ １１．０
１２ カネトシマイコサン 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 ４２２－１０ 〃 クビ １３４．８�
８１６ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ １１．１�
７１４ ゼットチャンプ 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 B４８６－ ６２：３３．３� ２６６．２�
６１１ マイネルプエルト 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム B５１２＋１０２：３３．５１� ８．３�
２３ ロトディパーチャー 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４７６± ０２：３３．８１� １０２．２�
３５ ホッコーフクヒメ 牝５芦 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４６２－１６２：３５．４１０ １４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１５８，３００円 複勝： １８，６４０，６００円 枠連： ８，８１２，８００円

普通馬連： ２３，０５２，３００円 馬単： １９，２９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４５８，９００円

３連複： ３７，００７，７００円 ３連単： ６０，３７０，２００円 計： １９２，７９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ５８０円 � ３４０円 枠 連（５－６） ６４０円

普通馬連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ６１０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １１，７００円 ３ 連 単 ��� ５７，７２０円

票 数

単勝票数 計 １２１５８３ 的中 � ３８３２７（１番人気）
複勝票数 計 １８６４０６ 的中 � ４７１２３（１番人気）� ６５８２（８番人気）� １２３０４（７番人気）
枠連票数 計 ８８１２８ 的中 （５－６） １０２３０（３番人気）
普通馬連票数 計 ２３０５２３ 的中 �� ４８１８（１２番人気）
馬単票数 計 １９２９７４ 的中 �� ２６９６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４５８９ 的中 �� ２６２８（１６番人気）�� ５７５５（６番人気）�� １０８７（２８番人気）
３連複票数 計 ３７００７７ 的中 ��� ２３３５（３８番人気）
３連単票数 計 ６０３７０２ 的中 ��� ７７２（１８６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．６―１３．０―１３．２―１３．１―１３．５―１２．４―１２．１―１２．４―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．０―３６．６―４９．６―１：０２．８―１：１５．９―１：２９．４―１：４１．８―１：５３．９―２：０６．３―２：１８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
�
９，１１（６，８，４）－３，１５，７（１３，１６）１２，５，１０（２，１）－１４・（９，１１）（６，８，４）１５（７，３）（１６，１）（１３，１０）－１２（２，５）１４

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

勝馬の
紹 介

トレジャーバトル �
�
父 Dr Fong �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．８．１６ 新潟４着

２００６．３．２７生 牡５栗 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine ２７戦３勝 賞金 ５２，８８５，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 シルバービート号・ローレルクラシック号

０２０８３ ２月１３日 曇 重 （２３小倉１）第８日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，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

７１４� タガノシビル 牝４栗 ５５
５２ ▲川須 栄彦八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ９１：０９．５ ４．９�

７１３ アンフィルージュ 牝４栗 ５５
５３ △高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８０－ ６１：０９．７１ ５．３�
４８ � 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 ４７２－ ８ 〃 クビ ７．８�
４７ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５８＋ ２１：０９．８� １７．４�
１２ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ６１：０９．９� ２０．３�
２３ ディアエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ ４．８	
５１０ スナークチェリー 牝４栗 ５５ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ８．１

３５ � ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １５．９�
５９ ショウナンアトム 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６６± ０１：１０．１１� ２４．０�
６１２ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５ 田中 健杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４２８＋ ４１：１０．４１� ２４．５
８１８ デートマスター 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B５２６＋１２ 〃 アタマ ４５．５�
６１１ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４２６－ ２１：１０．８２� ２２．０�
７１５ サニーエリザベス 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ３９８－１０１：１１．１２ ４１．８�
８１７ ハッシャバイ 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４５８± ０１：１１．３１� ８５．８�
８１６ アースツリー 牝４栗 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２９．３�
３６ � ペスタロッチ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新冠 競優牧場 B４５４－１６１：１１．６２ １５７．５�
２４ カネコメリッチ 牡５青鹿５７ 田中 博康�岡 義雄氏 作田 誠二 日高 野口牧場 ５０４＋２０１：１１．９１� ２０７．２�
１１ グッディグッディ 牝４鹿 ５５

５３ △伊藤 工真飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋３０１：１２．４３ １３５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，４８８，２００円 複勝： １９，２３１，０００円 枠連： １２，６８３，９００円

普通馬連： ３２，０３３，４００円 馬単： ２０，４６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９５３，７００円

３連複： ５２，７０５，４００円 ３連単： ９６，２４１，６００円 計： ２６１，７９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（７－７） １，４６０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ９００円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ４，６００円 ３ 連 単 ��� ２１，８００円

票 数

単勝票数 計 １２４８８２ 的中 � ２０２７４（２番人気）
複勝票数 計 １９２３１０ 的中 � ２５４０１（１番人気）� ２３０４６（２番人気）� ２１０６２（４番人気）
枠連票数 計 １２６８３９ 的中 （７－７） ６４１８（５番人気）
普通馬連票数 計 ３２０３３４ 的中 �� １６１７７（３番人気）
馬単票数 計 ２０４６１３ 的中 �� ５１７１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９５３７ 的中 �� ６５３８（２番人気）�� ４３３５（６番人気）�� ３４７６（１０番人気）
３連複票数 計 ５２７０５４ 的中 ��� ８４６９（２番人気）
３連単票数 計 ９６２４１６ 的中 ��� ３２５９（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．５―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．４
３ ・（１４，１８）（１０，１３，１１）１６（１，７，８）（５，１５，１７）（２，９，１２）３，６－４ ４ ・（１４，１８）－（１０，１３）－１１（１，７，８，１６）（２，５）（１５，１７）（９，１２）（３，６）－４

勝馬の
紹 介

�タガノシビル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Wild Again

２００７．２．７生 牝４栗 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン １５戦１勝 賞金 ２０，６５０，０００円
初出走 JRA



０２０８４ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８日 第９競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

２３ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 丸山 元気下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７８－ ４１：４４．２ ８．７�

６１１ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９２± ０１：４４．８３� １．８�
３５ キ サ キ タ 牡４芦 ５６ 丸田 恭介加藤 信之氏 高市 圭二 新ひだか 水丸牧場 ５６０＋ ４ 〃 クビ ２２．５�
７１４ クリスタルドア 牡６鹿 ５７

５５ △伊藤 工真加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５０４＋１２１：４５．０１� １１．３�
７１３ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２８．２�
１２ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ ６５．７�
５１０ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５６ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２４＋ ８１：４５．２１ １２．２	
４７ ホッコーキングオー 牡６鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０４－ ２１：４５．３クビ ２６．１

２４ スターノーブルマン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５３０－１２ 〃 クビ １６．４�
３６ � ネオシーサー 牡４青 ５６ 吉田 隼人佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 B４４４± ０１：４５．７２� ５６．３�
８１５ ザッハトルテ 牝４芦 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ７．７
１１ � カワキタライジン 牡６鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４６２－ ２ 〃 アタマ ７１．１�
４８ � トーホウホープ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎東豊物産� 柴田 光陽 静内 静内酒井牧場 ４４８－ ２１：４６．１２� １５１．３�
８１６ 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 B４４４－ ８１：４６．３１� １２３．６�
６１２ ウインステルス 牡７栗 ５７ 古川 吉洋�ウイン 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド ５１８± ０１：４６．８３ ５７．６�
５９ ワキノレジェンド 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 田原橋本牧場 ４８８＋ ６１：４７．２２� １２０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９５３，４００円 複勝： ２１，７６４，２００円 枠連： １２，０４７，９００円

普通馬連： ３２，３１４，４００円 馬単： ２６，２７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７３０，３００円

３連複： ５５，０８３，１００円 ３連単： ９９，９７８，２００円 計： ２８０，１５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ４５０円 枠 連（２－６） ４１０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，６４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ２９，４４０円

票 数

単勝票数 計 １４９５３４ 的中 � １３５７４（３番人気）
複勝票数 計 ２１７６４２ 的中 � ２５９６２（２番人気）� ７０７９５（１番人気）� ８５３２（８番人気）
枠連票数 計 １２０４７９ 的中 （２－６） ２１９２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２３１４４ 的中 �� ３４４１２（１番人気）
馬単票数 計 ２６２７９８ 的中 �� ８８９５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７３０３ 的中 �� １６３７３（１番人気）�� ２３９７（２１番人気）�� ６０８９（７番人気）
３連複票数 計 ５５０８３１ 的中 ��� ８０３８（１６番人気）
３連単票数 計 ９９９７８２ 的中 ��� ２５０７（８３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．５―１２．５―１２．８―１２．１―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―２９．７―４２．２―５５．０―１：０７．１―１：１９．２―１：３１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

マーブルデイビー �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．８．１０ 小倉１０着

２００６．３．２０生 牡５栗 母 マーブルズタイム 母母 マーブルテースト ２７戦３勝 賞金 ２８，７９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カシノストライカー号・スターサイクル号
（非抽選馬） ２頭 アスタークリス号・シャイニーカフェ号

０２０８５ ２月１３日 曇 重 （２３小倉１）第８日 第１０競走 ��１，８００�
や ま く に が わ

山 国 川 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５１０ エクスペディション 牡４栗 ５６ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４８－ ４１：４９．１ ３．２�

２３ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４７６＋２６１：４９．２� ３１．４�
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 ４５０＋ ４１：４９．４１� ３．７�
３６ カスクドール 牝４鹿 ５４ 赤木高太郎前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ８１：４９．６１ ３２．３�
８１６� エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５４＋１８ 〃 アタマ ３４．３�
８１５� キ イ レ 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４５６＋１０ 〃 アタマ １２７．３	
６１１ マイネルナタリス 牡４黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ １４．８

６１２ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５８＋ ２１：４９．７� ５．２�
２４ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５２＋ ８１：４９．８クビ ４２．７�
４７ ニシノマナザシ 牡４芦 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ６．７
４８ ローグランド 牡４栗 ５６ 吉田 隼人大川 博靖氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４８８＋ ８１：４９．９クビ １３５．９�
７１４ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４７４± ０１：５０．１１� １７．６�
１２ � グレートビンテージ 牡４青鹿５６ 松山 弘平臼田 浩義氏 鈴木 孝志 日高 メイプルファーム ４３６－ ４１：５０．２� ３２．９�
１１ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８＋２０１：５０．３� ６２．５�
３５ � カネコメツヨシ 牡４栗 ５６ 田中 博康�岡 義雄氏 小桧山 悟 浦河 畔高牧場 ４５６－１２１：５１．０４ １７８．２�
５９ ア カ リ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５６＋ ４１：５１．１� ３７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３４４，４００円 複勝： ２７，３４９，８００円 枠連： １４，０２３，９００円

普通馬連： ４４，３２２，３００円 馬単： ３２，２１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９７８，９００円

３連複： ６９，５４４，７００円 ３連単： １３２，３１７，９００円 計： ３５７，１００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ７５０円 � １５０円 枠 連（２－５） ２，５００円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ６，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ２７０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ５，３３０円 ３ 連 単 ��� ３３，３１０円

票 数

単勝票数 計 １６３４４４ 的中 � ４０５７０（１番人気）
複勝票数 計 ２７３４９８ 的中 � ６１６５４（１番人気）� ６０８２（１１番人気）� ５７４２５（２番人気）
枠連票数 計 １４０２３９ 的中 （２－５） ４１４９（８番人気）
普通馬連票数 計 ４４３２２３ 的中 �� ７５３３（１２番人気）
馬単票数 計 ３２２１８１ 的中 �� ３５５１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９７８９ 的中 �� ３２０５（１６番人気）�� ２２７４８（１番人気）�� ２６２３（２１番人気）
３連複票数 計 ６９５４４７ 的中 ��� ９６３９（１２番人気）
３連単票数 計１３２３１７９ 的中 ��� ２９３２（８８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．３―１２．２―１２．０―１２．０―１２．２―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．３―４８．５―１：００．５―１：１２．５―１：２４．７―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

エクスペディション �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．７．１０ 阪神２着

２００７．５．１７生 牡４栗 母 ビ ー モ ル 母母 Bemis Heights ６戦２勝 賞金 ２０，７８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ウェザーサイド号・セイカペガサス号・フェルミオン号・メイショウボナール号・ローテレジーナ号



０２０８６ ２月１３日 曇 不良 （２３小倉１）第８日 第１１競走 ��１，７００�
も じ

門司ステークス
発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．２．１３以降２３．２．６まで１回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５１０� ゴルトブリッツ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：４２．０ １．７�

２４ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４６０－ ４１：４２．６３� ７．４�
３６ メイショウダグザ 牡５黒鹿５６ 丸山 元気松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８０± ０１：４３．０２� １１．８�
６１２� トウカイプライム 牡６黒鹿５３ 田中 博康内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５６－１４ 〃 アタマ ３０２．３�
４８ シルクダイナスティ 牡６栗 ５４ 松山 弘平有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４８０＋１０ 〃 アタマ １８４．９�
８１６ ディアプリンシパル 牡６青 ５５ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ６１：４３．１� ２５４．７	
１１ オシャレキング 牡６鹿 ５４ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０６± ０１：４３．２クビ ５２．８

５９ パーフェクトラン 牡８鹿 ５２ 古川 吉洋下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１４－ ８１：４３．３� ２２１．２�
６１１ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５７ 中舘 英二�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ２１：４３．４� ７．２
１２ � マ サ ラ イ ト 牡７鹿 ５３ 酒井 学丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９２－ ４１：４３．７１� １７８．２�
４７ ローレルレヴァータ �４鹿 ５３ 川須 栄彦 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５６－ ４１：４４．１２� ３４．１�
３５ ハードシーキング 牡７鹿 ５３ 長谷川浩大津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９８－ ２１：４４．２� １３８．６�
７１３ ウインブシドウ 牡４黒鹿５５ 浜中 俊�ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８６－ ２１：４４．５２ １７．６�
７１４ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ６１：４５．１３� ８．７�
２３ ピサノジュバン 牝６黒鹿５３ 丸田 恭介市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４６０－１４１：４５．３１� ３０．８�
８１５ メイショウイッキ 牡６鹿 ５３ 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４７８－ ６１：４５．５� ６２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，４３３，０００円 複勝： ５６，１０６，１００円 枠連： ２７，４３０，１００円

普通馬連： １３０，１５２，４００円 馬単： ８０，４５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，０４６，３００円

３連複： １８４，３４３，４００円 ３連単： ３７１，７５１，８００円 計： ９３８，７１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ５６０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４８０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ５，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３９４３３０ 的中 � １８８６６５（１番人気）
複勝票数 計 ５６１０６１ 的中 � １６３８８８（１番人気）� ９２５４９（２番人気）� ４２７４７（５番人気）
枠連票数 計 ２７４３０１ 的中 （２－５） ３６５７３（１番人気）
普通馬連票数 計１３０１５２４ 的中 �� １４０９１３（１番人気）
馬単票数 計 ８０４５３２ 的中 �� ６２３５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９０４６３ 的中 �� ４５６５４（１番人気）�� ２４７９５（４番人気）�� １３５２４（９番人気）
３連複票数 計１８４３４３４ 的中 ��� ７１８５３（４番人気）
３連単票数 計３７１７５１８ 的中 ��� ５００８５（７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．５―１３．０―１２．０―１１．６―１１．８―１１．９―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．４―４２．４―５４．４―１：０６．０―１：１７．８―１：２９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３６．０
１
３
１，６（１３，１４）１０（２，１１）（４，１６）１２（９，１５）８（３，５）－７・（１，６）（１０，１４，１１）１３（２，４，１６）－（９，１２）３，５（８，１５）７

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

勝馬の
紹 介

�ゴルトブリッツ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold

２００７．４．１１生 牡４栗 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair ９戦３勝 賞金 ４０，２００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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 ディアマジェスティ号・リバプールサウンド号

０２０８７ ２月１３日 曇 重 （２３小倉１）第８日 第１２競走 ��１，２００�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ � マヤノリュウジン 牡４栗 ５７ 丸田 恭介田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 ５２０＋ ２１：０９．３ ２．９�

３５ アルーリングムーン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－１６１：０９．４� １０．５�

６１２ ウインキングストン 牡６栗 ５７ 田辺 裕信�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４９８＋ ２１：０９．５クビ ２２．０�
７１３� アーリーデイズ �４鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４６２－ ８ 〃 クビ ４７．６�
３６ ピエナブラヴ 牡４鹿 ５７ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 藤本 友則 ４７４＋ ４１：０９．６クビ ２８．２�
２４ � エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 上村 洋行平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４６４－１０１：０９．７� １０．７	
８１６ バロンダンス 牡６栗 ５７ 松山 弘平市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４２８－ ４１：０９．８クビ １９．６

５１０ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 赤木高太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９２± ０１：１０．２２	 ７．１�
２３ � セイウンオウサム 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５０８－ ８ 〃 クビ １５．２�
４７ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６６－ ４１：１０．３クビ ６．６
４８ ホウライパレード 牝７黒鹿５５ 荻野 琢真橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ８０．６�
７１４ サクライダテン 牡６青鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４６４＋１０１：１０．９３	 １７．６�
８１５ ニシノツインクル 牝４黒鹿５５ 中舘 英二西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ２１：１１．２１� １３．０�
１２ アモーレヴォレ 牝６黒鹿５５ 太宰 啓介�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ５０２＋ ４１：１１．４１
 ３７．５�
１１ � トミノドリーム 牝７黒鹿５５ 大野 拓弥�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４＋ ４１：１２．７８ ２３２．４�
６１１ ヤマニンプロローグ 牝７栗 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５０６－ ８１：１３．４４ ３１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４１６，１００円 複勝： ３８，５９０，３００円 枠連： ２４，０７３，２００円

普通馬連： ７８，０２６，５００円 馬単： ４６，６２３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８６５，４００円

３連複： １２６，６９９，１００円 ３連単： ２３２，３２４，２００円 計： ６０１，６１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � ５７０円 枠 連（３－５） １，０２０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，２２０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １１，１３０円 ３ 連 単 ��� ４５，１００円

票 数

単勝票数 計 ２３４１６１ 的中 � ６５３４０（１番人気）
複勝票数 計 ３８５９０３ 的中 � ８２１３８（１番人気）� ３３６５４（４番人気）� １４０９７（１１番人気）
枠連票数 計 ２４０７３２ 的中 （３－５） １７５４７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７８０２６５ 的中 �� ３２６３２（４番人気）
馬単票数 計 ４６６２３４ 的中 �� １３７３６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８６５４ 的中 �� １１９２２（４番人気）�� ６４３１（１０番人気）�� ２９７９（３９番人気）
３連複票数 計１２６６９９１ 的中 ��� ８４０３（３３番人気）
３連単票数 計２３２３２４２ 的中 ��� ３８０２（８５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．７―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．４―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．６
３ ２（１５，１６）（４，７，１０，１４）１３（３，８）（９，１２）（１，６）（５，１１） ４ ２，１５（４，７，１６）（１０，１４，９）（３，１３）（８，１２）（１，６，５）－１１

勝馬の
紹 介

�マヤノリュウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

２００７．３．２２生 牡４栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー ４戦２勝 賞金 ２１，７５３，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 トミノドリーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ヤマニンプロローグ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

〔鼻出血による出走制限〕 トミノドリーム号は，平成２３年３月１３日まで出走できない。



（２３小倉１）第８日 ２月１３日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １９２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

１８１，５１０，０００円
１，０９０，０００円
８，１２０，０００円
１，７３０，０００円
１７，１３０，０００円
６３，４６２，５００円
４，９９２，０００円
１，９００，８００円

勝馬投票券売得金
１８５，２７７，４００円
２８０，６２８，４００円
１４５，６３１，５００円
４６７，６８１，８００円
３２７，７８８，９００円
２２０，８００，４００円
７３７，９７７，４００円
１，３１１，１６８，２００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 ３，６７６，９５４，０００円

総入場人員 ８，２８４名 （有料入場人員 ６，２６２名）


