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０７０３７ ３月６日 小雨 稍重 （２３小倉２）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）

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

２２ ルービンシュタイン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４３６± ０１：４９．３ ７．８�

５８ デルマインドラ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５３８－ ２１：５０．０４ １．６�
５７ テイエムミライオー 牡３芦 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 土居 忠吉 ４７８＋１０１：５０．６３� ２５．３�
６９ スパークスフライ 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬鎌田 博�氏 松永 昌博 新冠 石田牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ６０．４�
４６ アスールアラテラ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ８１：５０．８１� ７．１�
３４ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 赤木高太郎木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 	原 敏明 ４７８＋ ４１：５０．９クビ ８８．８

３３ リアライズプラケオ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦�リアライズ 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４８６＋ ８ 〃 クビ ４３．５�
８１４ キンショーダッシュ 牡３栗 ５６ 丸山 元気礒野日出夫氏 中村 均 青森 滝沢牧場 ４８０－ ２１：５１．１� ５２．１
４５ エドノフレーザ 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平遠藤 喜松氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ５１４－ １１：５１．２� ２５８．８�
１１ オ ン エ ア 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 B４３４－ ２１：５１．５２ ３９．０�
８１３ マイネオーチャード 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４３２－１０ 〃 アタマ １１．５�
７１２ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 田中 博康江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５０４＋ ４１：５１．８１� １０６．８�
６１０ クィーンシバ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 佐々木 恵一 ４８４－ ６１：５２．０１ ７０．１�
７１１ リッチマインド 牡３青鹿５６ 酒井 学�フォーレスト 山内 研二 浦河 笠松牧場 ５５０ ―１：５６．４大差 １０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０００，５００円 複勝： ２４，７１７，７００円 枠連： ７，０４８，３００円

普通馬連： ２２，７７４，３００円 馬単： ２０，７０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４６２，２００円

３連複： ３７，１８９，１００円 ３連単： ６４，０９７，４００円 計： １９９，９９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ４１０円 枠 連（２－５） ６３０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，８８０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� ２０，２００円

票 数

単勝票数 計 １１０００５ 的中 � １１１３２（３番人気）
複勝票数 計 ２４７１７７ 的中 � １７０３９（３番人気）� １５５７０４（１番人気）� ６２８３（６番人気）
枠連票数 計 ７０４８３ 的中 （２－５） ８３６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２２７７４３ 的中 �� ２３６４４（２番人気）
馬単票数 計 ２０７０４５ 的中 �� ８２８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４６２２ 的中 �� ９８６１（２番人気）�� １４６４（２１番人気）�� ５８２３（５番人気）
３連複票数 計 ３７１８９１ 的中 ��� ８２３１（９番人気）
３連単票数 計 ６４０９７４ 的中 ��� ２３４２（５４番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１２．２―１３．６―１２．９―１２．８―１３．１―１２．７―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．７―３０．９―４４．５―５７．４―１：１０．２―１：２３．３―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルービンシュタイン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１０．９．２６ 中山２着

２００８．３．１２生 牡３黒鹿 母 スイートレジーナ 母母 ノーザンウォーカー ８戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッチマインド号は，平成２３年４月６日まで平地競走に出走できない。

０７０３８ ３月６日 小雨 稍重 （２３小倉２）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

３３ シナトラソング 牡３栗 ５６ 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 新冠 北星村田牧場 ５３６－ ６ ５８．８ ３．４�

８１４ 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 ４３８± ０１：００．０７ １５．０�
５８ シゲルソウトク 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４１４＋ ２１：００．２１� ４．９�
２２ ナムラプルート 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬奈村 信重氏 松永 昌博 新ひだか 八田ファーム ４６０－１０１：００．３� ３．６�
４６ 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 ４９０－１０１：００．５� ９２．８�
４５ カシノエベレスト 牝３青 ５４

５３ ☆松山 弘平柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４± ０１：００．６� ６０．７�
７１１ ヒューストニア 牡３鹿 ５６ 中舘 英二山上 和良氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６０－ ８１：０１．０２� ５．１�
６１０ トシザティアラ 牝３栗 ５４ 丸山 元気上村 叶氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 ４５０＋ ２１：０１．１クビ ８．９	
６９ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４５０± ０１：０１．２� ２８４．３

７１２ サマービーチ 牝３栗 ５４ 酒井 学仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４５６－ ４１：０１．６２� ３２．４�
５７ フィールザスカイ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４６６± ０１：０２．１３ ３３１．７�
３４ マルサンライナー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 様似 様似堀牧場 ４６４＋ １１：０２．２クビ ２９．１
１１ グーテンベルガ 牡３青鹿５６ 川島 信二�ターフ・スポート荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４９０＋ ８１：０２．３� ２８１．３�
８１３ セイユアドリーム 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ２７８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，１００，２００円 複勝： １４，５８９，４００円 枠連： ６，１８３，４００円

普通馬連： ２１，４５４，２００円 馬単： １７，７５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５０８，７００円

３連複： ３３，３１７，０００円 ３連単： ５３，０７２，７００円 計： １６７，９８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（３－８） １，６００円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ３１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １０１００２ 的中 � ２３８３３（１番人気）
複勝票数 計 １４５８９４ 的中 � ２４５２９（３番人気）� １１９８４（６番人気）� ２４８５１（２番人気）
枠連票数 計 ６１８３４ 的中 （３－８） ２８５４（８番人気）
普通馬連票数 計 ２１４５４２ 的中 �� ８１７６（８番人気）
馬単票数 計 １７７５９８ 的中 �� ４３７３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５０８７ 的中 �� ３６８８（１１番人気）�� １０２８７（２番人気）�� ４０２５（８番人気）
３連複票数 計 ３３３１７０ 的中 ��� ８４２６（１１番人気）
３連単票数 計 ５３０７２７ 的中 ��� ２８５０（４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シナトラソング �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１．２３ 京都３着

２００８．５．２生 牡３栗 母 ミヤビトップレディ 母母 エプソムジョーオー ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔制裁〕 ナムラプルート号の騎手森一馬は，３コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金１０，０００円。（３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） ３頭 カワキタハーツ号・クリノハルチャンス号・ハテナキユメ号

第２回　小倉競馬　第４日



０７０３９ ３月６日 小雨 稍重 （２３小倉２）第４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

７１２ モズハリケーン 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B５１０＋ ４１：４８．４ ３．４�

４７ 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－ ２１：４８．９３ １８．３�
５８ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 丸山 元気遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８２－ ４１：４９．０� ３．４�
３５ クラリティー 牝３栗 ５４ 川島 信二�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± ０ 〃 クビ ２７．３�
３４ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９８－ ２１：４９．１� ７７．０�
６１１ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４９２± ０１：４９．３１� ３８．５	
１１ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ５００＋ ２１：４９．９３� ２０１．９

８１４ 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 ４４４－ ２１：５０．０� ５４．４�
５９ ヤマイチサプライズ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６６－ ２１：５０．４２� ６．６�
８１５ ダハシュール 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹吉田 和美氏 尾関 知人 青森 諏訪牧場 ５２４＋ ８１：５０．６１� ５．８
２２ ゴーゴーチャンス 牡３栗 ５６ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 浦河 金石牧場 ４５２－ ２１：５１．０２� １２８．７�
６１０ ホーマンアクセル 牡３青鹿５６ 古川 吉洋久保 博文氏 安田 隆行 日高 本間牧場 ４８４－１８１：５１．４２� １０．８�
２３ マキハタフォルテ 牝３鹿 ５４ 酒井 学�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４６４－ ４１：５２．７８ ２３．８�
７１３ ゼンノアルビオン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大大迫久美子氏 西浦 勝一 新冠 村上 欽哉 ４５０－ ２１：５３．６５ ２６．１�
４６ 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 ４６４－ ２１：５４．５５ ８７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８６１，３００円 複勝： １５，５５１，０００円 枠連： ７，９６６，０００円

普通馬連： ２１，３３３，６００円 馬単： １７，４６４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６４７，４００円

３連複： ３４，８３０，３００円 ３連単： ５４，１３１，１００円 計： １７２，７８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ３８０円 � １４０円 枠 連（４－７） ２，８７０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� ２２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ９８６１３ 的中 � ２２９７５（２番人気）
複勝票数 計 １５５５１０ 的中 � ３７４５０（１番人気）� ６９９７（６番人気）� ３６６４３（２番人気）
枠連票数 計 ７９６６０ 的中 （４－７） ２０４９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ２１３３３６ 的中 �� ６９８２（８番人気）
馬単票数 計 １７４６４１ 的中 �� ２７１０（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６４７４ 的中 �� ３７４３（７番人気）�� １１１１３（１番人気）�� ３７０８（８番人気）
３連複票数 計 ３４８３０３ 的中 ��� ９３６０（６番人気）
３連単票数 計 ５４１３１１ 的中 ��� １７３８（５７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１１．９―１３．０―１３．１―１３．０―１２．９―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．７―３０．６―４３．６―５６．７―１：０９．７―１：２２．６―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

モズハリケーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．１０．３１ 京都７着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノアルビオン号・メイショウザイラー号は，平成２３年４月６日まで平地競走に出走できない。

０７０４０ ３月６日 小雨 良 （２３小倉２）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）

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

８１６ ベストクローン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４５６－１４１：０９．８ ３．４�

８１５ ホットサマーデイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ５．４�
２４ マイネルメガロス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム B４６４＋ ２ 〃 アタマ ７．０�
４７ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 中舘 英二前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８－ ６１：０９．９� ２．９�
５１０ トウショウリズム 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５００－ ４１：１０．２２ ２４．３�
３５ テイエムオイチ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４０６＋ ８１：１０．４１ ３３．８�
６１２ スズカアクシオ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４２２± ０１：１０．５� ３４．３	
２３ ラグランダム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４３２－ ６１：１０．７１� １６．０

６１１ キチロクアユ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 B４２８＋ ７１：１１．２３ ２３２．５�
５９ オートマチック 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ３８６－ ４１：１１．４１� ２１１．５
７１３ ヒミノミズキ 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬佐々木八郎氏 松永 昌博 日高 福満牧場 ４５４ ―１：１１．８２� １５０．３�
１１ ユ メ ハ ナ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�フォーレスト 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４３０－２２ 〃 アタマ ３９．２�
３６ クインテッサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦平田 修氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 B４７６－ ２１：１２．０１ １４．１�
４８ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４２４＋ ６１：１２．３１� １０３．５�
７１４ スリーニューキリコ 牝３黒鹿５４ 川島 信二永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか 朝野 勝洋 ４１２ ―１：１２．４� ４２５．２�
１２ マスターストリーム 牝３栗 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１６ ―１：１３．５７ １６７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，４１１，９００円 複勝： １５，５６４，７００円 枠連： ９，９４０，１００円

普通馬連： ２４，７１５，０００円 馬単： ２０，２３４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８１３，７００円

３連複： ３８，５５６，１００円 ３連単： ６４，６１９，０００円 計： １９６，８５４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（８－８） １，２２０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� １３，４５０円

票 数

単勝票数 計 １０４１１９ 的中 � ２４３７１（２番人気）
複勝票数 計 １５５６４７ 的中 � ２５９６６（３番人気）� ２７１４２（２番人気）� １８６２１（４番人気）
枠連票数 計 ９９４０１ 的中 （８－８） ６０３４（４番人気）
普通馬連票数 計 ２４７１５０ 的中 �� １５３１７（４番人気）
馬単票数 計 ２０２３４１ 的中 �� ７３７６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８１３７ 的中 �� ７９１６（３番人気）�� ４４００（５番人気）�� ３８２３（７番人気）
３連複票数 計 ３８５５６１ 的中 ��� ８１７３（９番人気）
３連単票数 計 ６４６１９０ 的中 ��� ３５４６（２４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．７―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストクローン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１１．１．９ 中山４着

２００８．４．６生 牝３鹿 母 オースミシャイン 母母 コランデアガール ３戦１勝 賞金 ６，４８０，０００円
〔発走状況〕 ユメハナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスターストリーム号は，平成２３年４月６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エムエフコンコルド号
（非抽選馬） ３頭 シャインストーン号・スリーキティ号・ラガーフォーラム号



０７０４１ ３月６日 雨 良 （２３小倉２）第４日 第５競走 １，８００�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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４７ 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 ４４０－ ６１：５０．８ ５．０�

２４ デットシーピサ 牡３鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３４± ０ 〃 クビ ６．４�

６１１ ウインラーニッド 牡３黒鹿５６ 丸山 元気�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８－ ２１：５１．０１� ３．０�
７１３ アーバンアスリート 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４６－ ４ 〃 ハナ １６．８�
５１０ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６０－１０１：５１．１� １１．５�
３５ ディープタッチ 牡３鹿 ５６ 酒井 学深見 敏男氏 田所 秀孝 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６８－１４１：５１．２� ２３．５�
２３ ウェディングドレス 牝３青鹿５４ 西田雄一郎小野 博郷氏 坂本 勝美 日高 浜本牧場 ４３４－１２１：５１．３� １６９．６	
６１２ ピエナセレブ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：５１．４クビ １３．０

１１ ケイオーワールド 牡３栗 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ４１：５１．７１� １５．６�
８１５ ザベルオンアース 牝３栃栗５４ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 ４４０± ０ 〃 クビ １６．１�
８１６ オオトリケンジャ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二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± ０１：５２．０１� ７．４
７１４ グランゴール 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾林 進氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 ３８８－ ８１：５２．１クビ ８９．６�
５９ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４９４ ―１：５２．２� ２２８．６�
４８ エーシンシルビア 牝３栃栗５４ 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４３４－１２１：５２．６２� ８１．９�
３６ デルマシヴァ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ５６２－ ２１：５３．０２� ２９５．６�
１２ ニシノペヨン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４４８－ ２１：５３．２１� １６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６７５，５００円 複勝： １９，６２６，６００円 枠連： ８，５２９，２００円

普通馬連： ２８，７９８，９００円 馬単： １９，２３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２５５，９００円

３連複： ４３，３９８，２００円 ３連単： ６７，３７９，９００円 計： ２１４，９００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－４） １，５１０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３４０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １３，９１０円

票 数

単勝票数 計 １２６７５５ 的中 � １９９９６（２番人気）
複勝票数 計 １９６２６６ 的中 � ３２８８３（２番人気）� ２４１６２（３番人気）� ３３９４９（１番人気）
枠連票数 計 ８５２９２ 的中 （２－４） ４１９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ２８７９８９ 的中 �� １３９０８（５番人気）
馬単票数 計 １９２３６３ 的中 �� ４７１２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２５５９ 的中 �� ５８８８（５番人気）�� １１９６３（１番人気）�� ７１５０（４番人気）
３連複票数 計 ４３３９８２ 的中 ��� １５３５３（２番人気）
３連単票数 計 ６７３７９９ 的中 ��� ３５７７（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．４―１２．６―１２．１―１２．４―１２．３―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．４―４９．０―１：０１．１―１：１３．５―１：２５．８―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクフラッシュ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．１．９ 京都３着

２００８．５．５生 牡３芦 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ ４戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔制裁〕 ウインラーニッド号の騎手丸山元気は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番・１６番への進路影響）

０７０４２ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）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）

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

６１０ スズカローゼ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０４＋ ２ ５８．８ ５．７�

３３ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 田中 博康トウショウ産業� 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 B４８８－ ２ ５８．９� ３．７�

６９ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４８０－ ２ ５９．０クビ ８．７�
４５ 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 ４５２－ ２ ５９．１� ５．７�
５８ ハートフルボディ 牝４鹿 ５５ 酒井 学西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４７８＋ ２ ５９．４２ １９．８�
７１２ ウ イ ン ル ナ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４７２－ ６ ５９．５クビ １２．９	
５７ クリンゲルベルガー 牝５芦 ５５ 藤岡 康太 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ４ ５９．６� ３３．６

２２ � フラッパーミク 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４６２－ ７ ５９．７� １０８．５�
８１４ ワンダービーナス 牝４黒鹿５５ 丸山 元気山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４７６－ ６１：００．１２� ５．４�
１１ � サンマルフラワー 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ２０１．１
３４ 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 ５００－ ８ 〃 ハナ ９．１�
４６ カシノコロン 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４３４－ ６１：００．２� ２６１．６�
８１３� サイモンラメール 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７８＋ ６１：００．４１� １５１．３�
７１１ ノアウイニング 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４５０－ ６１：０１．０３� ２０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４７８，６００円 複勝： ２０，８６６，４００円 枠連： ９，３６９，０００円

普通馬連： ２５，０８５，２００円 馬単： １７，８７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５０４，８００円

３連複： ４０，００８，０００円 ３連単： ６６，５０２，４００円 計： ２０５，６９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ３４０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� ８，９２０円

票 数

単勝票数 計 １２４７８６ 的中 � １７２８０（４番人気）
複勝票数 計 ２０８６６４ 的中 � ２６５４５（３番人気）� ４６１２４（１番人気）� ２１８５０（５番人気）
枠連票数 計 ９３６９０ 的中 （３－６） ２０６２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５０８５２ 的中 �� １７６７９（２番人気）
馬単票数 計 １７８７７６ 的中 �� ５５６７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５０４８ 的中 �� ８５４１（２番人気）�� ４２５１（９番人気）�� ７３２６（３番人気）
３連複票数 計 ４０００８０ 的中 ��� １７４４３（１番人気）
３連単票数 計 ６６５０２４ 的中 ��� ５５０７（９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．６―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．８―３４．４―４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．０
３ ５，１０（２，３，９，８）（１，１１，１３）（１２，１４）４（６，７） ４ ・（５，１０）（２，３，９）８，１，１２（６，４，７，１１，１４）１３

勝馬の
紹 介

スズカローゼ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．１２．２６ 阪神９着

２００７．１．２８生 牝４鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka ７戦２勝 賞金 １７，０００，０００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 アルテミス号



０７０４３ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）第４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，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 トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 中舘 英二島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：４６．２ ４．６�

２４ バックトゥジエース 牡４栗 ５７ 長谷川浩大吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５３２＋１０ 〃 ハナ ４．０�
６１１ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２０－ ４ 〃 ハナ ５．９�
６１２ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 酒井 学石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９２－１２１：４６．９４ １６．５�
５１０� 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 ４８８＋ ６１：４７．１１� ２０．１�
３６ 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 ５００－ ４１：４７．２クビ １５．４�
１２ レ オ ア ラ シ 牡４鹿 ５７ 田中 博康田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B４９６＋ ６１：４７．３� ９２．４	
２３ ローレルクラシック 牡４栗 ５７ 太宰 啓介 
ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８２－ ４１：４８．２５ ４．０�
１１ � グラスグローリー 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４２６－１１１：４８．３� １６．３
８１５ マルタカハンター 牡５栗 ５７ 丹内 祐次坪野谷和平氏 清水 美波 浦河 大野牧場 ４５２－ １１：４８．４� ２２８．２�
７１３ 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± ０１：４９．０３� ９０．０�
７１４� センターグリッター 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎中野 優氏 笹田 和秀 むかわ ヤマイチ牧場 B４９６＋ ８１：４９．２１� １５０．１�
３５ グランデタキオン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１４１：４９．３� １０．６�
８１６� 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 ４４６－ ２１：４９．４クビ ２６９．８�
４８ � 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± ０１：４９．９３ ２２５．４�

（１５頭）
５９ � サーチリザルト 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４７８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，４６６，４００円 複勝： １７，５２０，６００円 枠連： ９，４２７，２００円

普通馬連： ２２，８４６，４００円 馬単： １７，１８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９９６，０００円

３連複： ３３，３０４，１００円 ３連単： ５６，２３０，０００円 計： １７９，９７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（２－４） ６００円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ７，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 １１４６６４（返還計 ２９９６） 的中 � １９７４４（３番人気）
複勝票数 差引計 １７５２０６（返還計 ５０７２） 的中 � ２５１１３（４番人気）� ３１０８５（１番人気）� ２５５０２（３番人気）
枠連票数 差引計 ９４２７２（返還計 ３３２） 的中 （２－４） １１７１３（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ２２８４６４（返還計 １７２５４） 的中 �� １９０１３（１番人気）
馬単票数 差引計 １７１８０１（返還計 １２７９５） 的中 �� ６５６４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １１９９６０（返還計 １００６９） 的中 �� ８２５０（２番人気）�� ６３４９（４番人気）�� ６１００（５番人気）
３連複票数 差引計 ３３３０４１（返還計 ４５４０８） 的中 ��� １６４４５（２番人気）
３連単票数 差引計 ５６２３００（返還計 ７７０５８） 的中 ��� ５２７０（９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１２．３―１３．２―１２．８―１２．２―１２．４―１２．２―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．７―３１．０―４４．２―５７．０―１：０９．２―１：２１．６―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンディケム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．１．２５ 中山１着

２００６．３．２６生 牡５鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently １２戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
〔競走除外〕 サーチリザルト号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。

０７０４４ ３月６日 雨 稍重 （２３小倉２）第４日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６１２ エメラルドミスト 牝６鹿 ５５ 川島 信二 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４２６－１２２：０３．２ ３４．７�

３６ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 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 ４５４－ ２ 〃 クビ ３．３�

８１５ レイクメリット 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：０３．５１� ４．７�
７１４ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４４６－ ４２：０３．７１� ４５．８�
１２ 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 B４２８＋ ２２：０３．８� １８５．５�
４８ 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 ４４４＋ ４ 〃 クビ １２．４	
２３ バトルキクヒメ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４５６＋１０２：０３．９クビ ２０．９

１１ � メイビーズエイム 牝４鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 下屋敷牧場 ４５４－ ６２：０４．０� ４１．６�

５９ クロフォード 牝４青 ５５ 丸山 元気 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５６－１０２：０４．１� ５．８�
３５ ア カ リ 牝５栗 ５５ 中舘 英二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５８＋ ２２：０４．２� ２８．８
５１０ メイショウボナール 牝５鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４５２－１０２：０４．６２� １６．２�
２４ � スウィングダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４１４－ ４２：０４．９２ １７３．８�
４７ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４－ ２２：０５．０クビ １５．８�
８１６ ク リ ア キ ー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２ 〃 クビ ６．０�
７１３� オオトリフクムスメ 牝４栗 ５５ 赤木高太郎鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 貞博 新ひだか 片山牧場 ４１８－１７２：０６．０６ １２７．０�
６１１ コウユーユメダンス 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太加治屋康雄氏 領家 政蔵 新ひだか 前川 正美 ４３８－ ４２：０７．３８ ５２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８４０，７００円 複勝： １８，８５６，９００円 枠連： １２，５３７，１００円

普通馬連： ２７，７３５，４００円 馬単： ２０，６３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１８３，７００円

３連複： ４４，７１１，６００円 ３連単： ７３，３４６，５００円 計： ２２３，８５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ６６０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，０３０円

普通馬連 �� ４，７００円 馬 単 �� １１，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ２，３２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ７，９００円 ３ 連 単 ��� ７１，８９０円

票 数

単勝票数 計 １１８４０７ 的中 � ２６９５（１０番人気）
複勝票数 計 １８８５６９ 的中 � ５６７８（１０番人気）� ３２０３１（２番人気）� ２９４６８（３番人気）
枠連票数 計 １２５３７１ 的中 （３－６） ４５７４（９番人気）
普通馬連票数 計 ２７７３５４ 的中 �� ４３６０（１９番人気）
馬単票数 計 ２０６３９９ 的中 �� １３１２（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１８３７ 的中 �� ２０８３（２１番人気）�� １４２４（３０番人気）�� ８５７８（２番人気）
３連複票数 計 ４４７１１６ 的中 ��� ４１８０（２０番人気）
３連単票数 計 ７３３４６５ 的中 ��� ７５３（２１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．４―４８．７―１：００．８―１：１３．３―１：２５．８―１：３８．１―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エメラルドミスト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００８．５．１０ 京都１１着

２００５．３．２７生 牝６鹿 母 グリーンスプレーマ 母母 カディザデー １９戦２勝 賞金 ２２，９９４，０００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。
（非当選馬） ２頭 ウインディーリング号・リッカメルド号



０７０４５ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）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，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

２４ 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± ０１：１０．３ ４．９�

８１５ アイアンラチェット 牡４黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ １７．４�
６１１ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４８４＋１２１：１０．４クビ ５２．４�
７１３ 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 ４７２－ ２１：１０．５� １３．９�
７１４ ケイツーノース 牝４栗 ５５ 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８６＋ ４１：１０．６� １７．３�
３６ フィールザファン 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ４２．６�
３５ シシャモチャン 牝５栗 ５５

５２ ▲森 一馬大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４７８＋ ２１：１０．８１� ６．６	
５９ マヤノカピオラニ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ３５．０

１１ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６ 〃 ハナ ６．５�
５１０ フィールマイハート 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４７８－１４１：１０．９クビ ２３．３
４８ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４４８－１８１：１１．０� ８２．９�
８１６ ヤマニンファンシー 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ １６７．４�
４７ ジョニーバローズ 牡６黒鹿５７ 丸山 元気猪熊 広次氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ４１：１１．１クビ １５．６�
６１２ 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 B４８８－１２ 〃 アタマ ２．８�
２３ ロスヴィータ 牝４栃栗 ５５

５２ ▲西村 太一岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４５４＋ ６ 〃 アタマ １７８．９�
１２ マイネコティヨン 牝４芦 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋１０１：１２．１６ １９８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５２９，０００円 複勝： ２４，３１６，１００円 枠連： １１，９４８，０００円

普通馬連： ３８，９３２，４００円 馬単： ３０，０６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７２５，０００円

３連複： ６１，３１６，１００円 ３連単： １１３，１８１，９００円 計： ３１３，０１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ４９０円 � １，５１０円 枠 連（２－８） ３，１９０円

普通馬連 �� ４，１２０円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� ２，９５０円 �� １０，６４０円

３ 連 複 ��� ５２，５６０円 ３ 連 単 ��� ２０１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １４５２９０ 的中 � ２３８１３（２番人気）
複勝票数 計 ２４３１６１ 的中 � ４１２３０（２番人気）� １２２１５（８番人気）� ３４８８（１２番人気）
枠連票数 計 １１９４８０ 的中 （２－８） ２７６９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ３８９３２４ 的中 �� ６９８４（１４番人気）
馬単票数 計 ３００６６９ 的中 �� ３３７６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７２５０ 的中 �� ３６６３（１３番人気）�� １５５６（３４番人気）�� ４２３（７６番人気）
３連複票数 計 ６１３１６１ 的中 ��� ８６１（１３６番人気）
３連単票数 計１１３１８１９ 的中 ��� ４１４（５３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．６―１１．７―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．７―４６．４―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレムリンシチー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００９．１２．６ 阪神５着

２００７．４．２３生 牡４栗 母 ドラマチックアーツ 母母 ヤマノトウショウ １５戦１勝 賞金 １７，１３０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔制裁〕 クレムリンシチー号の騎手太宰啓介は，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。（１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 シャイニーカフェ号・プリンセスパトラ号・ロイヤルロード号・ローザフィオーレ号

０７０４６ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）第４日 第１０競走 ��１，７００�
く ま

球 磨 特 別
発走１４時５０分 （ダート・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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００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 ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９４－ ２１：４３．５ ２．６�

４４ � 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

４６６＋１０１：４４．１３� １４．８�
２２ シルクエステート 牡５青 ５７ 中舘 英二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ２１：４４．８４ ６．６�
７９ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿５７ 酒井 学森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ５００＋１２１：４５．１１� ５．７�
３３ �� エアレモネード 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm ４４８＋ ８１：４５．７３� １２２．６�
５５ メジロフランクリン 牡４鹿 ５７ 上村 洋行�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１６＋１４１：４５．８� ３９．７	
７８ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ８１：４６．４３� ３．６

６６ リンドブルム 牡４鹿 ５７ 田中 博康 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５０８－１０ 〃 クビ ３３．１�
８１１ トウシンボルト 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：４６．９３ ９．３�
６７ �� ホウショウルアー 牝７栗 ５５ 大野 拓弥芳賀 吉孝氏 松山 将樹 米 Green

Gates Farm ４９６－ ８１：４９．２大差 １８９．３
８１０� オモイカナウ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４５６± ０１：４９．３クビ ６０．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，１２５，１００円 複勝： ２３，２１３，０００円 枠連： １２，９０４，５００円

普通馬連： ４４，７２２，３００円 馬単： ３６，３０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００３，１００円

３連複： ６３，７５７，４００円 ３連単： １４２，４２８，５００円 計： ３５８，４５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � ２４０円 枠 連（１－４） ２，３５０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，１８０円 ３ 連 単 ��� １５，０００円

票 数

単勝票数 計 １７１２５１ 的中 � ５３２８０（１番人気）
複勝票数 計 ２３２１３０ 的中 � ５９３９１（１番人気）� １２９８２（６番人気）� ２３７８８（５番人気）
枠連票数 計 １２９０４５ 的中 （１－４） ４０６８（７番人気）
普通馬連票数 計 ４４７２２３ 的中 �� １６２６４（１０番人気）
馬単票数 計 ３６３０１９ 的中 �� ９２５９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００３１ 的中 �� ７１４２（８番人気）�� １２１４１（４番人気）�� ５７８７（１１番人気）
３連複票数 計 ６３７５７４ 的中 ��� １４８１１（１１番人気）
３連単票数 計１４２４２８５ 的中 ��� ７００９（５１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．９―１２．７―１２．３―１２．１―１２．０―１２．０―１２．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．４
１
３
１，４（５，７）６（３，８）（２，１０）９，１１
１，４，５，６（２，８）７，９（３，１１）１０

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

勝馬の
紹 介

ウインドミネーター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．４．２４ 京都７着

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール １０戦２勝 賞金 ２５，０９２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウショウルアー号・オモイカナウ号は，平成２３年４月６日まで平地競走に出走できない。



０７０４７ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）第４日 第１１競走 １，２００�
お お ほ り

大 濠 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ リ ュ ン ヌ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０＋ ４１：１０．２ ７．９�

３５ � アイスカービング 牝７黒鹿５５ 大野 拓弥下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７４＋ ４１：１０．３� １１．２�
８１５ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４６２＋１２ 〃 ハナ １８．４�
１１ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿５５ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６＋ ８ 〃 クビ ５０．２�
２４ � ハートランドノリカ 牝６黒鹿５５ 武 幸四郎豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４６６－ ２１：１０．５１� ７９．０	
２３ � タガノシビル 牝４栗 ５５ 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 ４５０＋ ２１：１０．６クビ ６．６

５１０ メイショウナナボシ 牝４鹿 ５５ 酒井 学松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋１０１：１０．８１ ３２．９�
５９ トシザコジーン 牝６芦 ５５ 宮崎 北斗上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８８＋ ６ 〃 アタマ １６４．８�
６１２ シルクナデシコ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４２２± ０ 〃 クビ １５．５
１２ � シチリアーナ 牝６黒鹿５５ 川島 信二岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６６＋ ２１：１０．９� ５３．２�
６１１ ミッドタウンレディ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 クビ ７．３�
７１３ アディアフォーン 牝５黒鹿５５ 上村 洋行�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ２１：１１．０クビ ７．９�
４７ エナジーハート 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４４２＋１６１：１１．３２ ８．２�
７１４ アモーレヴォレ 牝６黒鹿５５ 丸田 恭介�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ５０２± ０１：１１．７２� ３４．４�
３６ フリーソウル 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 大塚牧場 ４９６＋１２１：１１．８クビ ５３．７�
４８ ヤマニングルノイユ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０１：１３．９大差 ４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４０９，３００円 複勝： ４１，７２０，０００円 枠連： ３４，０４４，８００円

普通馬連： １３８，４６７，６００円 馬単： ７４，９０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３４３，０００円

３連複： ２０７，３７０，７００円 ３連単： ３７８，２１８，３００円 計： ９４６，４７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３２０円 � ３４０円 � ４９０円 枠 連（３－８） ３，３４０円

普通馬連 �� ５，９７０円 馬 単 �� １１，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� ２，０２０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� ２６，７７０円 ３ 連 単 ��� １４５，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２５４０９３ 的中 � ２５６６９（４番人気）
複勝票数 計 ４１７２００ 的中 � ３６７２６（５番人気）� ３３１８６（６番人気）� ２１２１６（９番人気）
枠連票数 計 ３４０４４８ 的中 （３－８） ７５２５（１４番人気）
普通馬連票数 計１３８４６７６ 的中 �� １７１４４（２８番人気）
馬単票数 計 ７４９０４９ 的中 �� ４６４５（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３４３０ 的中 �� ５５６７（３１番人気）�� ５６８５（３０番人気）�� ３９４１（３９番人気）
３連複票数 計２０７３７０７ 的中 ��� ５７１７（９５番人気）
３連単票数 計３７８２１８３ 的中 ��� １９１７（４９７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．３―１１．７―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．８―４５．５―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ュ ン ヌ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００９．１２．２０ 阪神９着

２００７．４．７生 牝４鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ １０戦３勝 賞金 ２８，６８５，０００円
〔調教再審査〕 ヤマニングルノイユ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ヤマニングルノイユ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

０７０４８ ３月６日 雨 重 （２３小倉２）第４日 第１２競走 ��１，８００�
い ず み

出 水 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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

７１３� エーシンマイトップ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-
ter Farm ４９２± ０１：４９．９ １５．９�

４８ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋１４１：５０．２１� ３９．１�

２３ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４６－ ２１：５０．４１ １１．７�
１１ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６６－１０ 〃 クビ ５．７�
３５ ソールデスタン 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４５６－ ４１：５０．６１� ８．６�
５９ ゴールドサクセス 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ １４．５	
８１５ ティキマハロ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ３．６

４７ 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 ４４８－ ２１：５０．８１� ４．７�
５１０ ワキノブライアン 牡５栗 ５７ 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９６－ ６１：５１．０１� １４．５�
７１４ メイショウギリシャ 牡４青鹿５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：５１．３２ ２２１．６
６１２ エーラゴーデオ 牡４栗 ５７ 田中 博康 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：５１．４� ２７．４�
１２ メイショウタフ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５３０＋ ８１：５１．６１� ２６．０�
２４ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４６０＋ ６１：５３．０９ １０５．５�
８１６ スターダムオーラ 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５４０± ０１：５３．２１ ２４．５�
３６ マヤノテムジン 	６鹿 ５７ 勝浦 正樹田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 ４９２－ ４１：５４．１５ ３２．４�
６１１ キングタキオン 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 ４８２－２２ （競走中止） ２９１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２１，６００円 複勝： ４２，２６７，６００円 枠連： ２２，５６９，３００円

普通馬連： ８４，８７８，２００円 馬単： ４７，７１１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８８３，９００円

３連複： １１８，５１１，９００円 ３連単： ２１２，０８３，５００円 計： ５８３，６２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ５５０円 � ９８０円 � ４１０円 枠 連（４－７） ３，５００円

普通馬連 �� ２５，０５０円 馬 単 �� ３９，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０９０円 �� ２，２８０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� ５９，４２０円 ３ 連 単 ��� ３８２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２１６ 的中 � １１３２９（８番人気）
複勝票数 計 ４２２６７６ 的中 � ２０２８５（８番人気）� １０７１９（１２番人気）� ２９４３６（６番人気）
枠連票数 計 ２２５６９３ 的中 （４－７） ４７６６（１８番人気）
普通馬連票数 計 ８４８７８２ 的中 �� ２５０１（６８番人気）
馬単票数 計 ４７７１１９ 的中 �� ９００（１２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８８３９ 的中 �� １３１７（６８番人気）�� ３５８６（２９番人気）�� ２３６８（４５番人気）
３連複票数 計１１８５１１９ 的中 ��� １４７２（１８９番人気）
３連単票数 計２１２０８３５ 的中 ��� ４０９（１１４７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．１―１２．０―１２．４―１２．５―１２．２―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．２―４８．２―１：００．６―１：１３．１―１：２５．３―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマイトップ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Vice Regent デビュー ２００８．１２．１３ 中山６着

２００６．５．１０生 牡５栗 母 Eishin Tennessee 母母 Castle Royale １９戦３勝 賞金 ３１，８９４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔競走中止〕 キングタキオン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため３コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マヤノテムジン号は，平成２３年４月６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アキノカウンター号・オブコース号・カワキタコマンド号・キャニオンブラウン号・チャーリーポイント号・

テラノパンサー号・マイネルインゼル号



（２３小倉２）第４日 ３月６日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

１６４，３６０，０００円
１，０９０，０００円
４，９００，０００円
１，８２０，０００円
１５，５１０，０００円
５９，３７１，０００円
４，６５４，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
１６９，６２０，１００円
２７８，８１０，０００円
１５２，４６６，９００円
５０１，７４３，５００円
３４０，０８２，０００円
２１９，３２７，４００円
７５６，２７０，５００円
１，３４５，２９１，２００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 ３，７６３，６１１，６００円

総入場人員 ７，４０６名 （有料入場人員 ６，７１２名）


