
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０７０１３ ２月２７日 晴 良 （２３小倉２）第２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

２４ メロウメロディ 牝３鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４７６－ ６１：５１．４ １７．５�

２３ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０± ０１：５１．７１� ３．８�
３５ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 ４３８－ ２１：５１．８� １２．９�
４７ ニットウミューズ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４９８± ０１：５２．２２� ３３．６�
７１３ プレシャスマリン 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４６４＋ ６１：５２．５１� ８．４�
１２ 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 ４９２－ ６１：５２．８２ ５．２	
４８ サクラオイデ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 日高 原田牧場 ４１６＋ ２１：５３．６５ １１５．１

６１１ フラムティード 牝３鹿 ５４ 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５３．７� ８．７�
８１６ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４４２－１０１：５３．８� ４．５�
３６ フレンチサマー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３０－ ２１：５４．０１ ３９．２
５９ アートオブクウィル 牝３青鹿５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４２８－ ２１：５４．１� ８３．７�
８１５ デルマジュンコ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：５４．２クビ １５．６�
７１４ マ オ イ モ ン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦井門 敏雄氏 柴田 光陽 日高 坂 牧場 ４３０－ ２１：５４．８３� １０４．６�
５１０ インテンスラン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ８１：５４．９� ４３．６�
１１ サンマルダンサー 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜相馬 勇氏 大根田裕之 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６８± ０１：５５．２１� １３２．４�

６１２ ゴッドオブロマンス 牝３鹿 ５４ 上村 洋行山本 剛史氏 橋田 満 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：５５．６２� ３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，３８１，８００円 複勝： １６，２０６，２００円 枠連： ８，９３５，６００円

普通馬連： ２４，０６９，１００円 馬単： １７，８２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１４４，０００円

３連複： ４０，２１２，８００円 ３連単： ５７，８４３，７００円 計： １８６，６２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ４９０円 � １８０円 � ３５０円 枠 連（２－２） ４，３３０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ８，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ３，１６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １３，３２０円 ３ 連 単 ��� ９９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ８３８１８ 的中 � ３７９０（８番人気）
複勝票数 計 １６２０６２ 的中 � ７３６１（７番人気）� ３０２０５（１番人気）� １１３２６（６番人気）
枠連票数 計 ８９３５６ 的中 （２－２） １５２４（２１番人気）
普通馬連票数 計 ２４０６９１ 的中 �� ５５４５（１５番人気）
馬単票数 計 １７８２７５ 的中 �� １５０５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１４４０ 的中 �� ２８９７（１２番人気）�� ９９３（３６番人気）�� ３２７２（１０番人気）
３連複票数 計 ４０２１２８ 的中 ��� ２２２９（４６番人気）
３連単票数 計 ５７８４３７ 的中 ��� ４２８（３１６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１２．７―１３．４―１３．２―１３．４―１３．３―１３．７―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３１．０―４４．４―５７．６―１：１１．０―１：２４．３―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．４
１
３
１５（４，５）３（６，１１，１６）（２，７，１２）１０（１，１３）（８，９）１４・（１５，５）（３，１６）（４，１１）（２，７）（６，１２，１３）（８，１０）－（９，１４）－１

２
４

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

勝馬の
紹 介

メロウメロディ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 スルーザドラゴン デビュー ２０１０．１１．６ 京都６着

２００８．４．１４生 牝３鹿 母 シスタースルー 母母 ロ ジ ー タ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 スエヒロジュピター号の騎手小林徹弥は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番・７番への進路

影響）

０７０１４ ２月２７日 晴 良 （２３小倉２）第２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

２２ アイランズギフト 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２１：００．８ １９．３�

７１２ リネンムード 牝３青 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４８２－ ４１：０１．０１� １４．０�
４６ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４０± ０１：０１．２� ４．８�
７１１ レ ー ガ ン 牡３青鹿５６ 石橋 守重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８２± ０１：０１．３� １．９�
３４ キョウエイプラウド 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９８－ ２１：０１．５１� １８．０�
５８ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０２－１２１：０１．７１ １２８．９�
１１ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４８－ ８１：０１．８� ２４４．９	
４５ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦
ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４４２＋１０ 〃 クビ ５２．７�
３３ ハテナキユメ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也小野 博郷氏 土田 稔 清水 小野瀬 晃司 ４４８－ ２１：０１．９� １１３．８�
８１４ シ ル ダ リ ア 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋１４ 〃 ハナ ４．６
８１３ シャドーボール 牡３青鹿５６ 田中 博康金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４７４＋ ８１：０２．０� １９．７�
５７ ニューセレクト 牡３栗 ５６ 安藤 光彰高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４２８± ０１：０２．１� １１７．３�
６９ ボ ウ シ ュ 牡３青 ５６

５３ ▲西村 太一中村 政勝氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４６＋ ８１：０２．８４ ２８５．４�
６１０ シルクシャルルー 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０１：０３．１１� １２８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０２２，８００円 複勝： １８，６２０，６００円 枠連： ８，７１８，７００円

普通馬連： ２０，６７５，６００円 馬単： １８，２０７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７５８，４００円

３連複： ３１，９７６，０００円 ３連単： ５５，３５７，５００円 計： １７７，３３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ４５０円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（２－７） １，４１０円

普通馬連 �� ６，１１０円 馬 単 �� １４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� １，２６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，４７０円 ３ 連 単 ��� ８３，０４０円

票 数

単勝票数 計 １２０２２８ 的中 � ４９１５（６番人気）
複勝票数 計 １８６２０６ 的中 � ９５８１（７番人気）� １３０２９（４番人気）� ３０２４３（２番人気）
枠連票数 計 ８７１８７ 的中 （２－７） ４５８８（６番人気）
普通馬連票数 計 ２０６７５６ 的中 �� ２５０１（１７番人気）
馬単票数 計 １８２０７４ 的中 �� ９５６（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７５８４ 的中 �� １４７０（２１番人気）�� ２３００（１６番人気）�� ３１９２（８番人気）
３連複票数 計 ３１９７６０ 的中 ��� ２０５８（３４番人気）
３連単票数 計 ５５３５７５ 的中 ��� ４９２（２２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．６―１２．６―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．８―３４．４―４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３８．０
３ ２，６（１１，１２）（５，１４）（４，１０，１３）１（３，７）－８，９ ４ ２，６（１１，１２）－（１，５）（４，１４）（３，１３）１０，７，８－９

勝馬の
紹 介

アイランズギフト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１７着

２００８．４．１８生 牝３鹿 母 エレガントレガーロ 母母 ジヤンブリーガール ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 シルダリア号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻９分遅延。
※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） １頭 アサケムサシ号
（非抽選馬） ３頭 カシノドルチェ号・シナトラソング号・ヤマノアサカゼ号

第２回　小倉競馬　第２日



０７０１５ ２月２７日 晴 良 （２３小倉２）第２日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１１ レッフェルン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：５０．１ ２．０�

２３ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables ４４６＋ ２１：５１．０５ ７．２�

１１ � アウグーリオ 牡３栗 ５６
５４ △伊藤 工真前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４３０± ０ 〃 ハナ １４．０�
５１０ トーホウアミール 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ５０４± ０１：５１．３２ １３４．５�
３５ セントヴァリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５４＋ ４１：５１．４クビ ６．８�
５９ ゼ ロ セ ン �３鹿 ５６ 酒井 学長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 ヒダカフアーム ４２６－２０１：５１．８２� １１．７	
１２ スプリングルシオ 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７６－ ６１：５２．１１� １９６．４

８１６ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５２－ ４１：５２．３１� ２９．４�
８１５ アナクレオン 牡３栗 ５６ 田中 博康伊藤 信之氏 上原 博之 日高 豊洋牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ １７１．７�
４８ トーワフライト 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ４６２＋ ６１：５２．９３� ６７．７
３６ エイダイコンビ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４５４＋ ８１：５３．９６ １００．０�
２４ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５１４＋ ８ 〃 ハナ ３０．５�
７１４ コスモラミティエ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 青森 久保フアーム ５０６－ ２１：５４．８５ ３３１．５�
４７ スカイライトニング 牡３芦 ５６ 西田雄一郎 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 新ひだか 矢野牧場 ４９４± ０１：５５．０１� ３１７．２�
７１３ メイショウカーネル 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 ４８２± ０１：５５．１クビ １３７．８�
６１２� リーガルファルコン 牡３黒鹿５６ 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４６８＋ ８１：５５．４１� ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，００４，９００円 複勝： １８，９１２，２００円 枠連： ９，３８２，３００円

普通馬連： ２３，３３９，７００円 馬単： ２０，１２８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８８７，４００円

３連複： ３５，３６９，５００円 ３連単： ６０，０６９，５００円 計： １９４，０９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ４９０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� ８，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４００４９ 的中 � ５６７６５（１番人気）
複勝票数 計 １８９１２２ 的中 � ６８９６７（１番人気）� ２４９０８（３番人気）� １１５３２（６番人気）
枠連票数 計 ９３８２３ 的中 （２－６） １４１６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ２３３３９７ 的中 �� ２５８０７（２番人気）
馬単票数 計 ２０１２８０ 的中 �� １２６１６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８８７４ 的中 �� １０７０３（３番人気）�� ６７０５（５番人気）�� ３１７７（１１番人気）
３連複票数 計 ３５３６９５ 的中 ��� １１８５５（７番人気）
３連単票数 計 ６００６９５ 的中 ��� ５５２２（１８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．４―１８．８―３０．９―４４．３―５７．４―１：１０．３―１：２３．５―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．８
１
３
３（６，９，１０）（１２，１６）１１，１３－７（１４，１５）１，４－５－（２，８）
３（１１，６，９，１０）－１６（１２，１５）４，１，１４（７，１３，５）（２，８）

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

勝馬の
紹 介

レッフェルン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．８．２２ 札幌１２着

２００８．５．１１生 牡３栗 母 サトルスマイル 母母 サトルチェンジ ６戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時５５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーガルファルコン号は，平成２３年３月２７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 カシノエイト号

０７０１６ ２月２７日 晴 良 （２３小倉２）第２日 第４競走 １，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２３ サルココッカ 牝３鹿 ５４
５２ △高倉 稜吉田 和美氏 河内 洋 安平 ノーザンファーム ３９０－ ８１：０９．１ ６．７�

７１４ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 丹内 祐次小林 昌志氏 須貝 彦三 新ひだか 沖田 博志 ４６６－ ２ 〃 ハナ ３．２�
３６ シルバートップ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３４－ ６１：０９．５２� １３．６�
６１１ 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 ４２４－ ４ 〃 クビ ２．３�
４７ アースワンラシアン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 鎮一 ４２８± ０１：０９．７１ １５９．５�
１２ メイショウブロガー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４３０＋ ２１：０９．９１ ２２８．８�
１１ ト シ ロ ー ズ 牝３栗 ５４ 北村 友一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４１２－１６ 〃 ハナ ３８．２�
５１０ ルシエルクレール 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム ４１４＋ ４１：１０．０� ７．７

２４ デンコウマオ 牝３鹿 ５４ 酒井 学田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 山春牧場 ４１０－１０１：１０．２１� １７６．４�
８１５ ピユカンタービレ 牝３青 ５４ 丸山 元気森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：１０．５１� ２０．１�
８１６ ネオザフラッシュ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４０８－ ４１：１０．６� ３７．０
６１２ ブルーライトマリー 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ４０４－ ８１：１０．７� １１８．６�
５９ グリーンフラッグ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４１６－ ４１：１０．８� ３１１．０�
３５ テイクザフラッグ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４８４－ ６１：１１．７５ １６７．５�
７１３ ゼンノパーシヴァル 牡３青鹿５６ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 新冠 村上 欽哉 ４６２＋ ８１：１３．１９ １１６．５�
４８ プ レ ゾ ン 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真飯田 良枝氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４３２＋１２１：１３．２� ９４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４９６，６００円 複勝： １７，４１８，４００円 枠連： ７，９２７，７００円

普通馬連： ２２，７７６，５００円 馬単： １８，８６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３６１，０００円

３連複： ３５，７８０，８００円 ３連単： ６０，４８４，７００円 計： １９０，１０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（２－７） ９４０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ８６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，６２０円 ３ 連 単 ��� ２０，０５０円

票 数

単勝票数 計 １３４９６６ 的中 � １５９６２（３番人気）
複勝票数 計 １７４１８４ 的中 � １９５２０（４番人気）� ３１４６８（２番人気）� １６１８７（５番人気）
枠連票数 計 ７９２７７ 的中 （２－７） ６２４８（３番人気）
普通馬連票数 計 ２２７７６５ 的中 �� １５０１９（３番人気）
馬単票数 計 １８８６２６ 的中 �� ５８４２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３６１０ 的中 �� ６０９０（５番人気）�� ３７１３（１０番人気）�� ５２９３（７番人気）
３連複票数 計 ３５７８０８ 的中 ��� ７２９８（１１番人気）
３連単票数 計 ６０４８４７ 的中 ��� ２２２７（５０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．７―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４５．２―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルココッカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１．２９ 京都２着

２００８．４．１０生 牝３鹿 母 マチカネヤマザクラ 母母 マチカネミラージュ ２戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔その他〕 ゼンノパーシヴァル号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレゾン号は，平成２３年３月２７日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ゼンノパーシヴァル号は，平成２３年３月２７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ホットサマーデイ号・マキハタフォルテ号



０７０１７ ２月２７日 晴 良 （２３小倉２）第２日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

２３ ダ ノ ン ミ ル 牡３栗 ５６ 中舘 英二�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：０１．９ ２．０�

７１４ 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 ５１４－ ４２：０２．４３ ７．１�
１１ ゴ ー ズ オ ン 牡３鹿 ５６ 酒井 学前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５００－１０２：０２．５� ３４．４�
７１３ タ イ タ ン 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ８．２�
２４ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８２＋１０２：０３．０３ ２８１．１�
８１６ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４６８－ ４２：０３．１クビ １８．６�
１２ ファタモルガーナ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 	キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７２＋ ８２：０３．２� ４．７

５１０ マイネルヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 山際 辰夫 ４６６＋ ２２：０３．４１� １０．４�
４７ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ３２．６�
８１５ シャイニーダンディ 牡３青鹿５６ 藤岡 康太小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６２－１０ 〃 アタマ １５０．０
３５ スカイプラネット 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４０８－ ６２：０３．５� ７３．７�

３６ メイショウマキビ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ７５．６�
６１１ コスモセンシティブ 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真 	ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３８－１２２：０３．６� ７９．３�
４８ ダイワシンシア 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行大城 敬三氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４７８－１０２：０３．７クビ ７６５．８�
６１２ スズノウルフ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 ４４４＋ ２２：０４．２３ ２９７．４�
５９ タニノカンピョーネ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４９２－１６２：０４．４１� ３０１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５４８，５００円 複勝： ２２，１１３，２００円 枠連： １０，１７９，９００円

普通馬連： ２５，１９１，８００円 馬単： ２２，６７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２４３，６００円

３連複： ３９，９５１，７００円 ３連単： ６７，１６３，８００円 計： ２１７，０７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ５１０円 枠 連（２－７） ３６０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０２０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ５，８１０円 ３ 連 単 ��� １６，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５５４８５ 的中 � ６３６２７（１番人気）
複勝票数 計 ２２１１３２ 的中 � ６９１５１（１番人気）� ２５８８４（３番人気）� ７５５０（８番人気）
枠連票数 計 １０１７９９ 的中 （２－７） ２１２３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５１９１８ 的中 �� ２４１８３（２番人気）
馬単票数 計 ２２６７７６ 的中 �� １５７３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２４３６ 的中 �� １０８８４（２番人気）�� ３３１６（１３番人気）�� １２０２（３０番人気）
３連複票数 計 ３９９５１７ 的中 ��� ５０８３（２０番人気）
３連単票数 計 ６７１６３８ 的中 ��� ３０７６（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．１―１２．８―１２．７―１２．３―１２．２―１２．０―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３６．５―４９．３―１：０２．０―１：１４．３―１：２６．５―１：３８．５―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４
１
３
１５，１４，１２（３，１３）（６，１６）（４，８，１１）（５，１０）（１，２，７）９
１５，１４（１２，１３）（３，１６）６（４，１，１１，１０）（５，８）（７，２）９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダ ノ ン ミ ル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神２着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔その他〕 タニノカンピョーネ号は，装鞍所で右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
※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。
（非当選馬） ３頭 ディープロミオ号・デットシーピサ号・デルマシヴァ号
（非抽選馬） ２頭 グランゴール号・ローレルアリエス号

０７０１８ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２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）

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

７１２ ア ム ネ リ ス 牝６鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６２－ ６ ５９．４ １０．１�

３３ メリュジーヌ 牝５鹿 ５５ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ６．８�
５７ メイショウスズラン 牝４栗 ５５

５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８０± ０ ５９．６１ ２２．９�
３４ キタサンハナミチ 牝５青鹿５５ 太宰 啓介�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４５４－１０ ５９．８１� ５．６�
１１ マストバイアイテム 牝４黒鹿５５ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４７０＋２２ ５９．９� ７．１�
７１１ ケイエスシンアカリ 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４９０－ ４１：００．０� ５．０	
８１４ サマーラグーン 牝５青鹿５５ 上野 翔セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４６０－１０１：００．２１� ４．０

４６ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５０－ ４１：００．３� １４．０�
６１０� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４３４－ ６１：００．４クビ １１０．９�
８１３� マンガンオトメ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４３２± ０１：００．６１� ４３０．７
４５ ラブエーヤン 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７０－１０１：００．７クビ ３６．８�
２２ シルキーフェスタ 牝４栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４２８－ ４１：００．８� ６６．７�
５８ ラヴアンドサンクス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４３８± ０１：０１．０１� １３．９�
６９ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 田中 健大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４４４± ０１：０１．２１� １２４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０９４，４００円 複勝： ２１，７４９，８００円 枠連： １１，３６２，６００円

普通馬連： ２８，１８９，９００円 馬単： ２０，９８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７８３，８００円

３連複： ４６，６２７，７００円 ３連単： ６８，１２４，６００円 計： ２２２，９１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２９０円 � ３２０円 � ５５０円 枠 連（３－７） ４７０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ８，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� ２，６８０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ２４，７８０円 ３ 連 単 ��� １４４，４８０円

票 数

単勝票数 計 １１０９４４ 的中 � ８７１１（６番人気）
複勝票数 計 ２１７４９８ 的中 � ２１０３８（４番人気）� １８６５５（６番人気）� ９５０７（９番人気）
枠連票数 計 １１３６２６ 的中 （３－７） １８１６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８１８９９ 的中 �� ６７３０（１６番人気）
馬単票数 計 ２０９８２０ 的中 �� １７８３（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７８３８ 的中 �� ２７１２（２０番人気）�� １３５０（３３番人気）�� １２８７（３４番人気）
３連複票数 計 ４６６２７７ 的中 ��� １３８９（８６番人気）
３連単票数 計 ６８１２４６ 的中 ��� ３４８（４８８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．０―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ム ネ リ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．１０．１４ 東京５着

２００５．５．９生 牝６鹿 母 ロンシャンオペラ 母母 ファンザブリーズ ２１戦２勝 賞金 ２２，５００，０００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 クレバーヒロイン号・ツーピースルーラー号



０７０１９ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２日 第７競走 ��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ 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 ５０２－ ４１：４８．４ ２６．７�

８１６ ウインスカイハイ 牡５青鹿 ５７
５５ △高倉 稜�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８０± ０ 〃 アタマ １３．８�

４８ � 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 B４７２－ ４ 〃 ハナ ５．２�
６１１ ウォーターサムデイ 牡５鹿 ５７ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４８０－ ６１：４８．５� ６．７�
５１０ ダノンシュナップス 牡４栗 ５６ 中舘 英二�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５４０－１２１：４８．７１� ３．７�
２４ 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 ４８６－ ２ 〃 クビ ４８．３�
６１２� サンワードハーレー 牡６青鹿５７ 古川 吉洋佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm

& Gianca Stables B４４８－１０１：４８．８クビ ５２．９	
１１ ミッキーリヒト 牡５鹿 ５７ 北村 友一野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２－ ６ 〃 クビ ９．１

７１４ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４８８± ０１：４８．９� ２３．７�
８１５ 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 B４３８－ ８１：４９．２１	 ２９９．０�
１２ カネスフォルテ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 ４７８＋ ６１：４９．４１� ５６．７
７１３ マーベラスブレイド 
６黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４５０－ ８１：４９．５クビ ９８．４�

３６ � セレスブレイク 
６鹿 ５７ 丸山 元気岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth
Stud Farm ５０６＋ ６１：４９．６� ３．６�

２３ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５０４－ ４ 〃 ハナ １２０．５�
３５ ワールドリーダー 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹�レオ 萱野 浩二 新冠 飛渡牧場 ４８０－ ４１：５０．１３ ５０．８�
５９ カシノストライカー 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５１４＋１０１：５０．２� １６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，５９９，７００円 複勝： １５，８６５，７００円 枠連： ６，８８１，７００円

普通馬連： ２２，９０２，７００円 馬単： １７，９４９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，２８７，０００円

３連複： ３６，３７８，０００円 ３連単： ６０，１０６，０００円 計： １８１，９７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６７０円 複 勝 � ４９０円 � ４４０円 � ２００円 枠 連（４－８） ２，０２０円

普通馬連 �� １３，６２０円 馬 単 �� ３０，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３００円 �� １，２１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １４，０７０円 ３ 連 単 ��� １４４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ９５９９７ 的中 � ２８３６（８番人気）
複勝票数 計 １５８６５７ 的中 � ７６２４（８番人気）� ８７１４（６番人気）� ２５５２２（２番人気）
枠連票数 計 ６８８１７ 的中 （４－８） ２５１９（８番人気）
普通馬連票数 計 ２２９０２７ 的中 �� １２４１（３７番人気）
馬単票数 計 １７９４９８ 的中 �� ４３４（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２２８７０ 的中 �� ８９０（３５番人気）�� ２５２６（１５番人気）�� ３０１４（９番人気）
３連複票数 計 ３６３７８０ 的中 ��� １９０９（４６番人気）
３連単票数 計 ６０１０６０ 的中 ��� ３０７（４２９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１２．１―１３．３―１２．７―１２．７―１２．８―１２．８―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．５―４３．８―５６．５―１：０９．２―１：２２．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．２
１
３
１５，１６，９，１０（８，１１）（１，１４）（２，１２）－（３，５）－（６，１３）－７＝４・（１５，１６）１０（９，８，１１，１４）（１，１２）（２，６）５（３，７）１３＝４

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

勝馬の
紹 介

シンボリカンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Dancehall デビュー ２００９．１０．１８ 京都５着

２００７．３．３１生 牡４鹿 母 スイートミルド 母母 Milde １２戦２勝 賞金 １４，５５０，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グランドチャペル号

０７０２０ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２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

２３ � メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５７ 田辺 裕信�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４８０＋１０１：０８．２ １３．１�

１１ マルセイユシチー 牝５栗 ５５
５３ △高倉 稜 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４４６－ ６１：０８．３� ４．６�

４８ キタサンスズラン 牝４黒鹿５５ 酒井 学�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４８０＋ ６１：０８．８３ ８．３�
３５ フェリキタース 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 ４７４－ ６１：０８．９� １６．０�
１２ コスモソルスティス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 利章 日高 富川田中牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ １３７．４�
８１６ バクシンミノル 牡６鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ５０２＋ ２１：０９．０クビ ８．５	
５１０ フェリスホイール 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７６－ ２ 〃 ハナ ６８．１

２４ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 上村 洋行�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ １２．８�
６１２ ベストブルーム 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：０９．１� ２．６�
４７ トーホウカクテル 牝４栗 ５５ 丸山 元気東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４３２＋ ８１：０９．３１� １６．６
５９ � メルシーパッション 牝６青 ５５

５２ ▲小野寺祐太永井 康郎氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４７４＋ ３ 〃 ハナ ５１６．０�
７１３� マルカシャルダン 牝４黒鹿５５ 小林 徹弥河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４３８－２５１：０９．４クビ ５１．１�
３６ � シェアアプローズ �５栗 ５７ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 橋本牧場 ４０２－ ８１：０９．８２� １８９．２�
６１１ ニシノアンクレット 牝５青鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４７８＋２０１：１０．１１� ６６．４�
７１４ 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 ４８２＋ ８ 〃 ハナ ２１．３�
８１５� フラワーウィンド 牝５黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真川島 吉男氏 平田 修 三石 下屋敷牧場 ４３４－ ８１：１０．４１� ４６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１２４，６００円 複勝： ２３，２５８，８００円 枠連： １０，６３３，７００円

普通馬連： ３５，００５，２００円 馬単： ２４，２５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６５８，４００円

３連複： ５４，２８９，４００円 ３連単： ９５，１５９，７００円 計： ２７５，３８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ３２０円 枠 連（１－２） １，７１０円

普通馬連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，９１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １０，７１０円 ３ 連 単 ��� ７７，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５１２４６ 的中 � ９１０２（６番人気）
複勝票数 計 ２３２５８８ 的中 � １５７０７（６番人気）� ３１７７６（２番人気）� １８３３３（４番人気）
枠連票数 計 １０６３３７ 的中 （１－２） ４５９３（８番人気）
普通馬連票数 計 ３５００５２ 的中 �� ７７２０（１３番人気）
馬単票数 計 ２４２５９３ 的中 �� ２７９０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６５８４ 的中 �� ４３２４（１４番人気）�� ２２１１（２５番人気）�� ５５２１（６番人気）
３連複票数 計 ５４２８９４ 的中 ��� ３７４３（３４番人気）
３連単票数 計 ９５１５９７ 的中 ��� ９０８（２７８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１０．７―１１．３―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．３―３３．０―４４．３―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３５．２
３ １０－（１１，１２）１（３，４，８，１５）（２，５）（９，１４）（６，７）１６，１３ ４ １０－（１，１２）（１１，８）３，４（２，５，１５）（６，９，１４）（７，１６）１３

勝馬の
紹 介

�メ タ リ ッ ク �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス

２００４．３．２１生 牡７芦 母 マグネテック 母母 レツドパデイー ３５戦１勝 賞金 １７，９００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 ベストブルーム号の騎手西村太一は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番への進路影響）
〔その他〕 シルクブリッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シルクブリッツ号は，平成２３年３月２７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ソルプリマベラ号・フレイムヴェイン号



０７０２１ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２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

１２ 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± ０１：４７．７ １１．８�

６１１ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５６
５４ △高倉 稜中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ４０．４�

５９ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５６ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ３．１�
２３ 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 B４６２－ ２１：４７．８クビ ５．５�
１１ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５６ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９４＋ ４ 〃 アタマ １０．０�
４７ 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 ５０２－ ２ 〃 アタマ １０．９	
４８ � イーサンジャンパー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４９４＋１４１：４８．０１� ７８．８

７１３ テイエムリュウジン 牡５芦 ５７

５４ ▲川須 栄彦竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ２１：４８．１クビ １１．６�
５１０� 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 ４３８－ ６１：４８．２� ３０．８�
８１５� ホクセツポイント 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ２１：４９．１５ ８２．４
８１６� オンワードネス 牡６栗 ５７ 千葉 直人樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８２＋ ３１：４９．５２� ４８２．９�
７１４ 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± ０１：５０．６７ ５．８�
３６ サ イ カ ニ ア 牡４鹿 ５６ 上村 洋行�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 B４８０－１０１：５１．３４ ８．１�
３５ � カシノハクリュウ 牡４芦 ５６ 古川 吉洋柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５３２＋ ２１：５１．５１ １０３．１�
２４ 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 ４５４－ ８ 〃 ハナ ３８３．０�
６１２� ペスタロッチ 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 中野 栄治 新冠 競優牧場 B４７０＋１６１：５２．７７ ３１０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２５８，０００円 複勝： ２６，９８２，４００円 枠連： １３，４３１，２００円

普通馬連： ４４，３０１，０００円 馬単： ２９，６９７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６１１，０００円

３連複： ６２，６０７，０００円 ３連単： １１７，４３９，８００円 計： ３３０，３２８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３２０円 � ８５０円 � １６０円 枠 連（１－６） ８，８９０円

普通馬連 �� ３８，４７０円 馬 単 �� ６７，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，１４０円 �� １，１４０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ３５，３３０円 ３ 連 単 ��� ３６７，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５２５８０ 的中 � １０２３４（８番人気）
複勝票数 計 ２６９８２４ 的中 � ２０５３５（７番人気）� ６４５５（１０番人気）� ５９１８５（１番人気）
枠連票数 計 １３４３１２ 的中 （１－６） １１１６（２３番人気）
普通馬連票数 計 ４４３０１０ 的中 �� ８５０（６４番人気）
馬単票数 計 ２９６９７６ 的中 �� ３２６（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６１１０ 的中 �� ６０７（６２番人気）�� ４６２７（１４番人気）�� ２０６６（３２番人気）
３連複票数 計 ６２６０７０ 的中 ��� １３０８（１１０番人気）
３連単票数 計１１７４３９８ 的中 ��� ２３６（８２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．３―４２．７―５５．４―１：０７．８―１：２０．７―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ファイナルパンチ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１１．３ 京都９着

２００５．４．１４生 牡６鹿 母 プレミアムショール 母母 マジックショール ４６戦２勝 賞金 ３０，６８８，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ネオシーサー号

０７０２２ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２日 第１０競走 ��２，６００�
よ ぶ こ

呼 子 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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

２４ ナリタジャングル 牡５黒鹿５７ 酒井 学�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５８－１２２：４１．３ ５．６�

５９ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４２± ０ 〃 クビ １７．７�
１２ ロイヤルダリア 牡５黒鹿５７ 丸山 元気矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０± ０２：４１．４� １０．２�
３５ 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 ４９０－ ８２：４１．７２ ３．０�
６１２ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５６ 中舘 英二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ４．３�
６１１ ブラボージャングル 牝４栗 ５４ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 ４６６＋１２２：４１．８� １９．７�
４７ � セイカペガサス 牡４黒鹿５６ 伊藤 工真久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６８＋ ４２：４１．９� ９８．１	
８１５ トキノヤマトボシ �５黒鹿５７ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４± ０２：４２．０� １９．０

３６ マグニフィセント 牡４鹿 ５６ 川島 信二野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４３８＋ ４ 〃 ハナ ６８．８�
１１ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５４－１２２：４２．１� １３．１�
４８ � 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 ４８８＋ ４ 〃 クビ ２３．７
７１３� パトリックバローズ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信石川 達絵氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ ９３．６�
７１４� スペースシャトル 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７４－１０２：４２．４１� ５９．３�
５１０ シャイニングデイ 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４８４＋ ２２：４２．６１ １２．０�
８１６� リバートップガン 牡５栗 ５７ 芹沢 純一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 飯岡牧場 ４２６＋ ２２：４９．０大差 １５３．４�

（１５頭）
２３ 	 ノーザンリバイブ 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４９６－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，２５３，３００円 複勝： ２６，４３８，１００円 枠連： １６，４６９，９００円

普通馬連： ４６，５８５，５００円 馬単： ２９，８４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２３，５００円

３連複： ６８，１４５，６００円 ３連単： １２０，３０９，４００円 計： ３４６，１６８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２５０円 � ４１０円 � ３７０円 枠 連（２－５） １，７７０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ６，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� １，１４０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� １２，６８０円 ３ 連 単 ��� ６２，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 １６２５３３（返還計 ６２７３） 的中 � ２２９６５（３番人気）
複勝票数 差引計 ２６４３８１（返還計 １２０８３） 的中 � ３１６８１（３番人気）� １６０８３（６番人気）� １８１０１（５番人気）
枠連票数 差引計 １６４６９９（返還計 １４２０） 的中 （２－５） ６８８３（９番人気）
普通馬連票数 差引計 ４６５８５５（返還計 ４０３５０） 的中 �� １０７５０（１３番人気）
馬単票数 差引計 ２９８４３２（返還計 ２６６６６） 的中 �� ３６６７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２１２３５（返還計 ２２４２０） 的中 �� ５１２１（１１番人気）�� ４８１８（１３番人気）�� ２４９６（２８番人気）
３連複票数 差引計 ６８１４５６（返還計１００４４３） 的中 ��� ３９６８（４４番人気）
３連単票数 差引計１２０３０９４（返還計１７４６５３） 的中 ��� １４２６（１９５番人気）

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

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―２４．０―３５．９―４８．９―１：０２．２―１：１６．０―１：２９．６―１：４２．２―１：５３．８―２：０５．７―２：１７．４―２：２９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．５―３F３５．６
１
�
４，７（１３，９）（２，１６）（８，５，１２）１（１４，１５，６，１１）１０
１１，４，９（７，１３，１２）（２，８，１４，５，６）１０（１，１５）＝１６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタジャングル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．１１．８ 京都８着

２００６．３．１２生 牡５黒鹿 母 コリーナデルナ 母母 ダイナアルテミス １５戦３勝 賞金 ２８，２８３，０００円
〔競走除外〕 ノーザンリバイブ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバートップガン号は，平成２３年３月２７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。
（非抽選馬） ３頭 テラノパンサー号・マイネルインゼル号・ローレルクラシック号



０７０２３ ２月２７日 曇 良 （２３小倉２）第２日 第１１競走 ��１，８００�
にじ まつばら

虹の松原ステークス
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，４歳５６�５歳以
上５７�，牝馬２�減

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５７ 丸山 元気土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４９８－ ４１：４５．９ ３．０�

７９ � ゴールディーロック 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B４７６± ０１：４６．０� ９２．０�
６８ シルクアーネスト 牡４栗 ５６ 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４８６－ ６ 〃 クビ ４．５�
８１２� スカイリュウホー 牡７鹿 ５７ 北村 友一小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６４－ ６１：４６．２１� １６．５�
３３ マッシヴエンペラー 牡６栗 ５７ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４９０－ ８１：４６．３� ２３．７�
２２ タガノエルシコ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６＋ ８ 〃 クビ ３３．６�
８１１ ナリタトルネード 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ２２．７	
６７ モーニングフェイス 牝４栗 ５４ 川島 信二井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５００－ ６１：４６．４クビ ８４．８

７１０ メイショウカンパク 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２－１０１：４６．７１� ２．９�
５６ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０４－１４１：４６．９１� １７．７�
４４ ナリタシャトル 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０４－１８１：４７．０� ５８．３
５５ ロードアリエス 牡６黒鹿５７ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０４－ ２１：４７．９５ １２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，２９２，６００円 複勝： ４１，５６６，２００円 枠連： ２４，８３０，９００円

普通馬連： １１５，９４７，３００円 馬単： ７４，６０５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９３３，１００円

３連複： １５５，７４０，４００円 ３連単： ３３０，２０３，９００円 計： ８１７，１１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １，１４０円 � １８０円 枠 連（１－７） ４８０円

普通馬連 �� １２，６９０円 馬 単 �� １８，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２２０円 �� ４３０円 �� ４，５８０円

３ 連 複 ��� １８，２１０円 ３ 連 単 ��� １２５，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３１２９２６ 的中 � ８３１２１（２番人気）
複勝票数 計 ４１５６６２ 的中 � ９０６５２（２番人気）� ６４４６（１１番人気）� ６７６８６（３番人気）
枠連票数 計 ２４８３０９ 的中 （１－７） ３８２６２（１番人気）
普通馬連票数 計１１５９４７３ 的中 �� ６７４７（３５番人気）
馬単票数 計 ７４６０５４ 的中 �� ２９３２（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９３３１ 的中 �� ３１０１（３４番人気）�� ２７９４２（３番人気）�� ２１６７（４３番人気）
３連複票数 計１５５７４０４ 的中 ��� ６３１２（５５番人気）
３連単票数 計３３０２０３９ 的中 ��� １９３９（３２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１１．２―１１．４―１１．７―１１．６―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．６―４６．８―５８．２―１：０９．９―１：２１．５―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンウイスカー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１１．１ 京都１０着

２００６．２．１２生 牡５青 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ２２戦５勝 賞金 １０８，１９６，０００円

０７０２４ ２月２７日 雨 良 （２３小倉２）第２日 第１２競走 ��１，２００�
い と し ま

糸 島 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．２．２７以降２３．２．２０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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２３ タツサファイヤ 牝４栗 ５３ 丸山 元気鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ５００＋ ６１：０７．９ １２．６�

６１１ コ ク ト ー 牡５鹿 ５５ 西田雄一郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ ６．９�
１２ 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 ４５４± ０１：０８．１１� １４．４�
３５ タ バ ル ナ 牡４鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ４１：０８．２� ４．３�
２４ ナ イ ア ー ド 牝５黒鹿５２ 川島 信二�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８０－ ４１：０８．３� ２５．３�
６１２ キングオブザベスト 牡６鹿 ５４ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８４－ ２１：０８．４� ３２．１	
１１ テラノチェリー �６鹿 ５４ 柴原 央明寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４８２－ ２ 〃 クビ １９．１

４８ � コンプリートラン 牡７黒鹿５３ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５８＋ ８１：０８．５クビ １００．４�
３６ サンゴシック 牡５栗 ５４ 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ２９．４�
４７ レオプライム 牡４鹿 ５５ 中舘 英二�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６２＋１８１：０８．７１� １０．７
７１３ ヒカルジョディー 牡５栗 ５７ 北村 友一�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ４．１�
８１５ 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 ４４８－ ２１：０８．８� １８．６�
５１０� ドリームピーチ 牝４鹿 ５２ 西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ９．８�
７１４ メジロチャンプ 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９４＋ ２１：０８．９� ４２．３�
５９ ブラックイレブン 牡４黒鹿５４ 川須 栄彦吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４３８－ ２１：０９．１１� ２２．８�
８１６ ラヴァーズテーラー 牝６鹿 ５２ 荻野 琢真中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３６－ ４１：０９．３１� １７１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８３５，４００円 複勝： ４０，２０５，６００円 枠連： ２２，８５０，６００円

普通馬連： ８６，６３８，０００円 馬単： ５２，２４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７７１，１００円

３連複： １３５，５８５，３００円 ３連単： ２４６，７３６，９００円 計： ６４５，８６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ４３０円 � ２６０円 � ３３０円 枠 連（２－６） ３，０７０円

普通馬連 �� ５，３１０円 馬 単 �� １１，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ２，１７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １６，１８０円 ３ 連 単 ��� １０５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２５８３５４ 的中 � １６１７６（６番人気）
複勝票数 計 ４０２０５６ 的中 � ２２８４１（８番人気）� ４５３９３（３番人気）� ３２１２２（５番人気）
枠連票数 計 ２２８５０６ 的中 （２－６） ５４９９（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８６６３８０ 的中 �� １２０５９（２１番人気）
馬単票数 計 ５２２４２０ 的中 �� ３３６０（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７７１１ 的中 �� ４３１１（２１番人気）�� ４００９（２６番人気）�� ７９５０（８番人気）
３連複票数 計１３５５８５３ 的中 ��� ６１８７（５７番人気）
３連単票数 計２４６７３６９ 的中 ��� １７３４（３３０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．７―１１．２―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３２．８―４４．０―５５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３５．１
３ １，１１，７（３，１２）（６，１３）（８，１５，１６）（２，９）（５，１４，１０）－４ ４ ・（１，１１）（３，７，１２）（６，１３）８（１５，１６）５（２，９，１０）１４，４

勝馬の
紹 介

タツサファイヤ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．３．６ 阪神１０着

２００７．５．１７生 牝４栗 母 ダンシヴィル 母母 Rose Russe ９戦３勝 賞金 ３２，２６８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 メジロチャンプ号の騎手黛弘人は，騎乗停止のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シンコープリンス号・ニホンピログッデン号・ハマノモナーク号
（非抽選馬） ６頭 アディアフォーン号・アモーレヴォレ号・コウエイフラッシュ号・シチリアーナ号・ハートランドノリカ号・

メイショウサバト号



（２３小倉２）第２日 ２月２７日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

１７７，６６０，０００円
５，３５０，０００円
４，６４０，０００円
１，４６０，０００円
１６，７７０，０００円
６０，２７２，２５０円
４，７５８，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
１８７，９１２，６００円
２８９，３３７，２００円
１５１，６０４，８００円
４９５，６２２，３００円
３４７，２８２，４００円
２３１，５６２，３００円
７４２，６６４，２００円
１，３３８，９９９，５００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 ３，７８４，９８５，３００円

総入場人員 ９，０８５名 （有料入場人員 ８，１６５名）


