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０７０４９ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走９時５５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

４５ 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± ０ ５９．９ １７．３�

５７ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 上村 洋行沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ４．３�
８１４ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ４．３�
８１３ 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± ０ 〃 アタマ ６．４�
４６ グランドシャープ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１２－ ４１：００．３２� ８．２�
５８ クラウンハイパー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４６４－ ４１：００．４クビ ８．４�
３３ � シゲルテイトク 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 米 Bob Austin &
Dan Buchman ５４２－ ４１：００．５� ４．４	

７１１ 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 B４５６＋ ８１：００．８１� １００．４


６９ コウエイライト 牡３鹿 ５６ 丸山 元気伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４４６＋１２１：０１．２２� １９．７�
１１ バトルドゥーマ 牝３鹿 ５４ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ６１：０１．６２� ４４．１�
２２ カ シ ノ ラ ム 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５２＋１６１：０２．３４ １５０．８
６１０ メイショウヨシユキ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 ４６４ ―１：０４．３大差 ７５．０�
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 ４０４－１６１：０４．４� ５６０．３�
３４ ダ ン ダ ン 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次高村 伸一氏 坂本 勝美 様似 �村 伸一 B４５４＋ ４１：０５．１４ ３２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５，２６１，２００円 複勝： １１，６５４，０００円 枠連： ６，１９８，６００円

普通馬連： １５，１４４，６００円 馬単： １０，４００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７，９５４，６００円

３連複： ２５，３６０，１００円 ３連単： ３６，０９０，３００円 計： １１８，０６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ３６０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（４－５） ９２０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ７，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ９８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ４１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ５２６１２ 的中 � ２４０５（７番人気）
複勝票数 計 １１６５４０ 的中 � ６５１４（７番人気）� ２３４６３（１番人気）� ２０３３６（２番人気）
枠連票数 計 ６１９８６ 的中 （４－５） ４９９８（５番人気）
普通馬連票数 計 １５１４４６ 的中 �� ３５９９（１５番人気）
馬単票数 計 １０４００３ 的中 �� １００８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９５４６ 的中 �� １７９１（１７番人気）�� １９１４（１４番人気）�� ５４０３（１番人気）
３連複票数 計 ２５３６０１ 的中 ��� ４１２９（１９番人気）
３連単票数 計 ３６０９０３ 的中 ��� ６３８（１５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイプラウド �
�
父 タイキファイヤー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．２９ 東京１２着

２００８．５．２７生 牡３鹿 母 グ リ シ ー ナ 母母 スギノプリンセス ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヨシユキ号・カシノケープ号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。

ダンダン号は，平成２３年５月１９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） ４頭 カガタイキ号・クリノハルチャンス号・ヘルタースケルター号・メープルレディー号

０７０５０ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

３６ トーセンレラ 牡３青鹿５６ 田中 勝春島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８４＋１０１：４７．９ ６．６�

４７ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：４８．３２� ３．７�
５１０ キ ー パ ー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ４６４± ０１：４８．４クビ ８３．９�
５９ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：４８．５� ６．５�
８１５ 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 ４８０－ ２１：４８．８１� １２．０	
３５ ドリームボンバー 牡３鹿 ５６ 山口 勲セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４６４± ０１：４８．９クビ ６．２


（佐賀）

１１ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗松本 俊廣氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 ５２４± ０ 〃 アタマ １１０．１�
６１２ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８２± ０１：４９．０� ５．５�
２３ タ オ 牡３鹿 ５６ 田中 博康 �オリオンファーム領家 政蔵 日高 森本牧場 ５１６－ ４１：４９．１� ６．２
６１１ 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 ５０２－ ２１：４９．３� ７４．０�
４８ オーソリタティヴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一広尾レース� 森 秀行 日高 三城牧場 ４９０＋１０１：４９．６２ ４２．１�
７１４ メイショウシレトコ 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４６２＋ ４１：４９．７� １０５．４�
１２ リアリーザワールド 牡３黒鹿５６ 北村 友一吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４８４＋１０１：４９．８� １１０．５�
７１３ アウゲンイカロス 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４７４－ ９１：４９．９クビ １３４．８�
２４ タ ニ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 藤本牧場 ４６６－ ６１：５０．９６ ３３６．９�
８１６ エメラルブライト 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大高橋 勉氏 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６２－ ６１：５１．６４ ９４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６，９２４，３００円 複勝： １４，６３０，０００円 枠連： ５，４００，０００円

普通馬連： １４，８６１，１００円 馬単： １０，６４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８，３２７，３００円

３連複： ２５，８６１，６００円 ３連単： ３６，７７１，４００円 計： １２３，４２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � １，５２０円 枠 連（３－４） ５７０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ４，８２０円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� ２２，８９０円 ３ 連 単 ��� ９３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ６９２４３ 的中 � ８３７８（６番人気）
複勝票数 計 １４６３００ 的中 � １５４５４（５番人気）� ２８８６２（１番人気）� １８７９（９番人気）
枠連票数 計 ５４０００ 的中 （３－４） ７０４１（１番人気）
普通馬連票数 計 １４８６１１ 的中 �� ８４７２（５番人気）
馬単票数 計 １０６４４３ 的中 �� ２４９９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３２７３ 的中 �� ４４４２（５番人気）�� ４０４（３６番人気）�� ５２４（２８番人気）
３連複票数 計 ２５８６１６ 的中 ��� ８３４（４６番人気）
３連単票数 計 ３６７７１４ 的中 ��� ２９０（２５０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．２―４２．９―５５．６―１：０８．３―１：２１．１―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンレラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．９．１２ 中山８着

２００８．４．８生 牡３青鹿 母 トーセンオマージュ 母母 アサヒブライト ７戦１勝 賞金 １０，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 コスモラミティエ号・シシフンジン号・ジャック号・スペースウォーク号・ダハシュール号・ドゥルキス号・

ネオザウイナー号・レノヴァティオトラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回　小倉競馬　第７日



０７０５１ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ 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± ０１：０９．０ ５．２�

１２ サニーサファイア 牝３鹿 ５４ 上村 洋行金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：０９．２１� １６．１�

１１ ケイエスアーチャン 牝３青 ５４ 太宰 啓介キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４８０－ ２１：０９．３� ５．２�
６１２ エムエフコンコルド 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４５６＋ ４１：０９．５１ １５．３�
７１４ ハイライトリール 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ ２．８�
２３ セイシュンノヒビ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２４－ ６１：０９．７１ ８４．４	
３６ ハッピートゥデイ 牝３青鹿 ５４

５２ △高倉 稜馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２０－ ４ 〃 ハナ ４．９

８１５ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３４－ ２１：０９．９１� １８．１�
４７ バタースコッチ 牝３栗 ５４ 北村 友一吉田 千津氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４３２－１６１：１０．２１� ２７．４�
３５ ナスノアスカ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社須野牧場 ４４０＋ ２１：１０．４１� ５９．２�

７１３ ビューティカズヨ 牝３鹿 ５４ 山口 勲柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４４０－１０１：１０．６１ ５２４．５�
（佐賀）

４８ ラブステラー 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４４６± ０１：１０．７� ４６．１�
５９ メイショウキスゲ 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４０８± ０１：１０．９１� １６３．５�
５１０ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６６－ ８ 〃 アタマ ５８．６�
６１１ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５４ 田中 博康小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３７４－ ４１：１１．１１� １８１．２�
８１６ アイルビーファイン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信中村 祐子氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４５８ ― 〃 クビ ７９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，６５４，０００円 複勝： １５，３６６，９００円 枠連： ４，３６８，３００円

普通馬連： １５，１２６，９００円 馬単： １１，８９３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７，５９４，９００円

３連複： ２５，２８７，０００円 ３連単： ４０，３０１，９００円 計： １２７，５９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（１－２） ９９０円

普通馬連 �� ５，７７０円 馬 単 �� ９，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� ５１０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ８，２７０円 ３ 連 単 ��� ５８，１００円

票 数

単勝票数 計 ７６５４０ 的中 � １１８１５（３番人気）
複勝票数 計 １５３６６９ 的中 � ２１９７７（４番人気）� ７０７６（６番人気）� ３３０００（２番人気）
枠連票数 計 ４３６８３ 的中 （１－２） ３２５８（６番人気）
普通馬連票数 計 １５１２６９ 的中 �� １９３６（１９番人気）
馬単票数 計 １１８９３６ 的中 �� ８８４（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５９４９ 的中 �� １０８６（１８番人気）�� ３９７３（６番人気）�� １２１４（１７番人気）
３連複票数 計 ２５２８７０ 的中 ��� ２２５９（２５番人気）
３連単票数 計 ４０３０１９ 的中 ��� ５１２（１７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．５―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットサマーデイ �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 Old Trieste デビュー ２０１０．８．８ 小倉１０着

２００８．３．５生 牝３鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ミキノコモコ号の騎手西田雄一郎は，馬場入場時の落馬による検査のため丹内祐次に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラララトゥモロー号
（非抽選馬） ３頭 クリノエンドレス号・メイショウマオ号・ラソワ号
※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。

０７０５２ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

１２ アンバーシェード 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５１６－１４２：０１．４ ９．８�

５９ デットシーピサ 牡３鹿 ５６
５４ △川須 栄彦市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３２－ ２ 〃 クビ ６．５�

４８ タガノキズナ 牡３栗 ５６
５４ △高倉 稜八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１２＋ ２２：０１．５� １１．０�
６１２ シードダイレクト 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５２４－１０２：０２．５６ １０．１�
６１１ カシノウィンド 牡３青鹿５６ 田中 勝春柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６０＋ ４ 〃 クビ ７．７�
２３ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０６－ ２２：０２．６� ４４．４�
１１ エリモロワイヤル 牡３黒鹿５６ 川島 信二山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６± ０２：０２．７� ８．８	
７１３ レッドシェリフ 牡３栗 ５６ 上村 洋行 
東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６６－ ４２：０２．８� ３．６�
３６ 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 ４８０－ ２２：０２．９� １０４．５�
７１４ ムーンパイロット 牝３青 ５４ 宮崎 北斗須野牧場 宮本 博 新ひだか 前田 宗将 ４２０－ ２２：０３．０� ２１．５�
５１０ ハードポケット 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４４８＋ ８２：０３．３１� １５．０�
３５ ニシノマッシグラ 牡３栃栗５６ 丹内 祐次西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４６６＋ ８２：０３．５１� ４７９．４�
４７ スカイミラクル 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 浦河 猿橋 義昭 ４３０－１０２：０３．７１� １８８．８�
８１６ ディヴァインクレア 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 矢野牧場 ４１６± ０ 〃 ハナ ７４．１�
２４ ゴールドジュエリー 牡３青鹿５６ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５２０－ ２ （競走中止） ７．９�

（１５頭）
８１５ エスカナール 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８，４５５，０００円 複勝： １６，４７８，２００円 枠連： ６，０６１，１００円

普通馬連： １７，１９１，８００円 馬単： １１，５１０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３９４，４００円

３連複： ２７，３１０，６００円 ３連単： ３８，０９０，１００円 計： １３４，４９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３４０円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（１－５） １，３４０円

普通馬連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ６，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １，４９０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ７，４６０円 ３ 連 単 ��� ３９，３２０円

票 数

単勝票数 差引計 ８４５５０（返還計 １０４４） 的中 � ６８５１（６番人気）
複勝票数 差引計 １６４７８２（返還計 １０１４） 的中 � １２０３３（７番人気）� ２０５２５（３番人気）� １４３８９（５番人気）
枠連票数 差引計 ６０６１１（返還計 １８） 的中 （１－５） ３３４１（６番人気）
普通馬連票数 差引計 １７１９１８（返還計 ４９１０） 的中 �� ３８５９（１４番人気）
馬単票数 差引計 １１５１０４（返還計 ２７９８） 的中 �� １２６５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ９３９４４（返還計 ２０６９） 的中 �� １８９３（１７番人気）�� １５２２（２３番人気）�� ３０１４（６番人気）
３連複票数 差引計 ２７３１０６（返還計 １１７７２） 的中 ��� ２７０４（２５番人気）
３連単票数 差引計 ３８０９０１（返還計 １９０５５） 的中 ��� ７１５（１１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．４―１３．０―１２．５―１２．４―１２．２―１１．８―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．５―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．６―１：３８．４―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アンバーシェード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Double Bed デビュー ２０１０．１０．３０ 京都５着

２００８．２．２２生 牡３黒鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 エスカナール号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ゴールドジュエリー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ムーンライトリリー号・メイケイダンサー号
（非抽選馬） ５頭 キョウワオリオン号・クーファセクメト号・ゴットラウディー号・パープルテンリュ号・メマンチンタ号



０７０５３ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時１５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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５２４＋ ２１：４７．５ ２．２�

７１３� ホワイトジュエル 牝４芦 ５５ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ７９．６�
２３ ユキノクイーン 牝５鹿 ５５ 丹内 祐次井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ９．２�
３５ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４４２＋ ２１：４７．６� ３４．８�
４７ 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 B４６８＋ ４ 〃 クビ ３４．４�
１２ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４２＋ ２１：４７．９１� ５．４	
５９ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 田中 博康大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４７４＋ ２１：４８．０� ５９．２

１１ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４４２－ ４１：４８．３１� ２６．０�
６１２� チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 B４３８－１０１：４８．６２ ５１１．０�
２４ エアツイッター 牝４栗 ５５ 丸山 元気 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ６．７
６１１� ラブアスコットー 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４５２＋ ４１：４８．８� ３６１．３�
７１４ ラガーラブリン 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４２２± ０１：４９．０１� ６８．５�
８１６ クリムゾンブーケ 牝５栗 ５５ 酒井 学 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４４２－１２１：４９．７４ １３．１�
３６ メイショウコブシ 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４６４－２０１：５０．１２� ２８３．５�
５１０ レディームスタング 牝５栗 ５５

５２ ▲花田 大昂�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００－ ６１：５０．５２� ９．２�
４８ � ネオヴェリーベリー 牝５黒鹿５５ 山口 勲小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：５１．０３ ５５．９�

（佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，８５６，６００円 複勝： １７，７４９，８００円 枠連： ６，５９９，９００円

普通馬連： １９，０２０，４００円 馬単： １４，５２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５４３，４００円

３連複： ３２，５７８，２００円 ３連単： ５１，０４９，８００円 計： １６２，９２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ７９０円 � ２００円 枠 連（７－８） ２，５６０円

普通馬連 �� ５，８３０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ３５０円 �� ３，６６０円

３ 連 複 ��� １０，９４０円 ３ 連 単 ��� ６３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ９８５６６ 的中 � ３６５４３（１番人気）
複勝票数 計 １７７４９８ 的中 � ５４８５０（１番人気）� ３８０１（１０番人気）� ２１７２５（３番人気）
枠連票数 計 ６５９９９ 的中 （７－８） １９０７（９番人気）
普通馬連票数 計 １９０２０４ 的中 �� ２４０８（２２番人気）
馬単票数 計 １４５２２４ 的中 �� １４１９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５４３４ 的中 �� １７３０（１７番人気）�� ９４８８（２番人気）�� ７１１（３７番人気）
３連複票数 計 ３２５７８２ 的中 ��� ２１９９（３７番人気）
３連単票数 計 ５１０４９８ 的中 ��� ５９４（１８８番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．７―１１．４―１２．４―１２．５―１３．３―１３．６―１３．３―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．５―２８．９―４１．３―５３．８―１：０７．１―１：２０．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．７―３F４０．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オーパスクイーン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１．２４ 中京２着

２００７．１．１１生 牝４鹿 母 オーパスワン 母母 ティルティング １１戦２勝 賞金 ２３，０００，０００円
〔騎手変更〕 ユキノクイーン号の騎手西田雄一郎は，第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため丹内祐次に変更。
〔制裁〕 エアツイッター号の騎手丸山元気は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アルファアンジュ号
（非抽選馬） １頭 ジェイケイミラクル号
※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。

０７０５４ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時４５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

８１３� 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 B４９０－１０ ５９．１ ８．７�

７１１ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７
５５ △川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５０６＋ ４ ５９．５２� ２．９�
４６ ファーストメジャー 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７０－ ４ 〃 ハナ ４．３�
５８ 	 エーシンビッグシー 牡５芦 ５７ 北村 友一�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５００－ ６ ５９．６� ７．７�
８１４ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５８－ ２ ５９．７� ３２．０�
７１２	 フジノタカワシ 牡５青鹿５７ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４６０－ ２ ５９．８� ２９．３�
６９ 	 マンテンテイオー 牡６栗 ５７ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４７８－１８１：００．０１
 ３１１．２	
１１ 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 ４９６－ ６ 〃 クビ １６．８

３４ � グリッターアイス 牝５鹿 ５５ 川島 信二グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio

Viscomi ４７８－ ４１：００．１クビ １２．０�
４５ ファンドリゲット 牡７鹿 ５７

５５ △高倉 稜水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ２００．７�
６１０ ジ ョ ー モ カ 牡４栗 ５７

５４ ▲花田 大昂上田けい子氏 梅田 智之 新ひだか 平野牧場 ４３０－１２１：００．２� ５．９
２２ 	 シャイニーコート �５栗 ５７ 渡辺 薫彦小林 昌志氏 笹田 和秀 門別 下河辺牧場 ４７０－１８１：００．６２� ３４．５�
３３ �	 プレザンサプライズ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.

Robertson ４６８－ ３１：００．７� ８５．０�
５７ 	 グランプリオージー 牡４鹿 ５７ 山口 勲北側 雅司氏 清水 久詞 新ひだか 友田牧場 ５２６＋２２１：０３．１大差 １１５．１�

（佐賀）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，５２８，１００円 複勝： １３，６６０，７００円 枠連： ４，９１４，１００円

普通馬連： １６，８３３，７００円 馬単： １３，１５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９，７８６，５００円

３連複： ２８，０５４，８００円 ３連単： ４５，６３７，０００円 計： １４０，５６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（７－８） ９３０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ４６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ８５２８１ 的中 � ７７９１（５番人気）
複勝票数 計 １３６６０７ 的中 � １２７３２（５番人気）� ３１４６３（１番人気）� ２３９９４（２番人気）
枠連票数 計 ４９１４１ 的中 （７－８） ３９２８（３番人気）
普通馬連票数 計 １６８３３７ 的中 �� ９２１１（４番人気）
馬単票数 計 １３１５０６ 的中 �� ２３８０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７８６５ 的中 �� ４８３７（６番人気）�� ５１２７（３番人気）�� ８２４５（１番人気）
３連複票数 計 ２８０５４８ 的中 ��� １０４６２（２番人気）
３連単票数 計 ４５６３７０ 的中 ��� １８５７（４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クレムリンエッグ �
�
父 Snow Ridge �

�
母父 Mythical Ruler デビュー ２００７．１０．２１ 東京３着

２００５．４．１１生 牡６栗 母 Eleni 母母 Miss Carissa ２７戦３勝 賞金 ３８，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キングスウィープ号・ケイエスシンアカリ号・サスティナブル号・デートマスター号・マストコントロール号
※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。



０７０５５ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

３６ 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 ５０２＋ ２２：３４．５ ３．２�

１２ スマートイーグル 牡４栗 ５６ 田中 勝春大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ３１．０�
４７ マイネルトレース 牡４栗 ５６ 丹内 祐次 �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± ０２：３４．６クビ ８．３�
６１２ 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 B４５８－ ４ 〃 ハナ ４．２�
２４ アテンボーイ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８６＋ ４２：３５．１３ ２０．８�
１１ マイネルプエルト 牡５栗 ５７ 丸山 元気 �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± ０２：３６．０５ ７．４	
４８ � セイカペガサス 牡４黒鹿５６ 北村 友一久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６８± ０２：３６．２１ ８０．３

２３ ホープダイナスティ 牝４栗 ５４ 丸田 恭介吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：３６．７３ ８１．３�
８１５ タガノザイオン 牡４鹿 ５６

５４ △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± ０２：３６．９１ ３．８�

３５ メルシーエイタイム 牡９鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４８４＋ ４２：３７．０� １９４．８

５１０� マックスドーズ �６栗 ５７ 伊藤 工真中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４２＋ ４２：３７．５３ ５６．８�
７１４ デンコウアルセウス 牡４青鹿５６ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４９６＋ ２２：３７．７１ ７９．６�
５９ アイアムイルシオン 牡５栗 ５７ 上村 洋行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 ５００－ ４２：３８．１２� ４１．７�
７１３ ニ チ リ ン 牡４栗 ５６

５３ ▲西村 太一�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４５４－ １２：３８．６３ ７７．２�
６１１� アタゴペガサス 牡５栗 ５７ 石橋 脩坪野谷和平氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド ５０４＋ ４２：３８．９１	 ３４８．３�
８１６ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか 名古屋 一征 B４８８＋ ８２：４２．３大差 ９３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，５２８，５００円 複勝： １３，７７３，０００円 枠連： ５，９１９，７００円

普通馬連： １７，８７０，１００円 馬単： １２，７０４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３１５，０００円

３連複： ２８，９２７，８００円 ３連単： ４５，８４８，９００円 計： １４３，８８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ４８０円 � ２６０円 枠 連（１－３） ９２０円

普通馬連 �� ４，３７０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ４００円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １０，７４０円 ３ 連 単 ��� ５３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ８５２８５ 的中 � ２１２５８（１番人気）
複勝票数 計 １３７７３０ 的中 � ３２７２８（１番人気）� ５７７３（７番人気）� １３２５９（４番人気）
枠連票数 計 ５９１９７ 的中 （１－３） ４７８５（３番人気）
普通馬連票数 計 １７８７０１ 的中 �� ３０１８（１４番人気）
馬単票数 計 １２７０４７ 的中 �� １４４９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３１５０ 的中 �� １３６５（１９番人気）�� ７１５５（３番人気）�� ８１４（２８番人気）
３連複票数 計 ２８９２７８ 的中 ��� １９８９（２９番人気）
３連単票数 計 ４５８４８９ 的中 ��� ６３１（１４５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．４―１２．６―１３．０―１３．５―１４．１―１３．７―１３．０―１２．４―１２．７―１３．２

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―２３．９―３６．３―４８．９―１：０１．９―１：１５．４―１：２９．５―１：４３．２―１：５６．２―２：０８．６―２：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F５１．３―３F３８．３
１
�
１－１６，９（１３，１５）－（４，１４）８－１０－２，１２，６，３，１１，７－５・（１，１５，２）－６，９（４，１２）（１４，１１）（７，５）（８，３）１３－１０，１６

２
�

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

エーシングレーソロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００８．２．２ 京都２着

２００５．５．１生 牡６芦 母 サンファンガール 母母 Catalina ２５戦２勝 賞金 ３６，１２７，０００円
〔騎手変更〕 アタゴペガサス号の騎手西田雄一郎は，第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピカピカテッタ号は，平成２３年４月１９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ホクセツポイント号・マルヘイサッカー号
（非抽選馬） １頭 レオアラシ号

０７０５６ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１１ 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 ４７８－ ２１：０８．０ １０．４�

３６ 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 ４４８＋ ２１：０８．１� ２．５�

５１０ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５４＋１０ 〃 クビ ２１．７�
２３ 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± ０ 〃 アタマ １４．５�
６１２ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４４８－１０１：０８．３１� １１．２�
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± ０ 〃 クビ ２６．２	
１２ タフネスデジタル 牝５鹿 ５５

５３ △川須 栄彦�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか サンコウ牧場 ４４４－１０１：０８．５１� ９．３

４８ キチロクアナン 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７８－ １１：０８．６クビ ２６０．１�
４７ � カゼノマイヒメ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 佐々木 直孝 ４１４－２４１：０８．７� １７４．２�
５９ � ゴーイングステージ 牡６栗 ５７ 嘉藤 貴行伊藤 誠吉氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ３４．９
８１５ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８４－ ２ 〃 アタマ ５．３�
２４ トクトイムスメ 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４８２＋ ８１：０８．９１� ３１９．３�
６１１� トシザレイクブルー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 B４４４－ ８１：０９．１１ ２０．７�
７１３ プリンセスパトラ 牝５鹿 ５５ 田中 博康森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２＋ ６１：０９．４２ １７７．０�
８１６ ロジディオン 牝４鹿 ５５ 山口 勲久米田正明氏 萩原 清 新ひだか 野坂牧場 ４７８＋１０１：０９．５� １５．６�

（佐賀）

７１４ マスターオブゲーム 牡６黒鹿５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１４＋１０ 〃 クビ １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３８３，９００円 複勝： １７，３５８，７００円 枠連： １０，３０４，１００円

普通馬連： ２４，４９３，８００円 馬単： １７，９７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６４６，３００円

３連複： ３９，９５７，２００円 ３連単： ６４，６６０，６００円 計： １９８，７７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（１－３） ４１０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，４９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 ��� ３８，４００円

票 数

単勝票数 計 １１３８３９ 的中 � ８６３０（４番人気）
複勝票数 計 １７３５８７ 的中 � １７５０３（３番人気）� ５０５５３（１番人気）� ８０６８（７番人気）
枠連票数 計 １０３０４１ 的中 （１－３） １８６７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４４９３８ 的中 �� １７７９２（２番人気）
馬単票数 計 １７９７０３ 的中 �� ４６３９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６４６３ 的中 �� ８９３９（２番人気）�� １１４１（３１番人気）�� ４４８７（７番人気）
３連複票数 計 ３９９５７２ 的中 ��� ４８７８（１８番人気）
３連単票数 計 ６４６６０６ 的中 ��� １２４３（１１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．０―１１．１―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．８―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．２
３ ３（６，１１）（１，９，１２，１４）５（７，１３）（８，１５，１６）（２，１０）４ ４ ３（６，１１）１（９，１２）（５，１４）（８，７）（１０，１３）（２，１５，１６）４

勝馬の
紹 介

キタサンスズラン �
�
父 アルカセット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．８．１６ 札幌３着

２００７．２．３生 牝４黒鹿 母 キタサンヒボタン 母母 キタサンクイン ８戦２勝 賞金 １６，９００，０００円
〔騎手変更〕 セレスマジェスティ号の騎手西田雄一郎は，第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 サアドウゾ号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２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。



０７０５７ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２５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

３５ ゴーアップドラゴン 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４８０－１４１：４６．０ ３７．０�

５１０ ブレイブフェイス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム ４８０－ ４１：４６．４２� ２．７�
２３ ミラクルセッション 牡５栗 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：４６．５クビ １０．５�
１２ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７８± ０１：４６．６� ８．７�
１１ スナークヒロイン 牝４芦 ５５

５３ △高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２± ０１：４６．７� １６．１�
４７ 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 ４５２－ ４１：４６．９１� ７．９�
６１２ サダムトウコン 牡４黒鹿５７ 上村 洋行大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４８０± ０１：４７．０� １３．４	
８１６ クオリティタイム �５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２６－ ２１：４７．６３� ５０．２

２４ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮ちきり組合 菊沢 隆徳 静内 前谷 武志 ５３４＋ ２１：４７．７クビ ５．７�
８１５ エクスプレスワン 牡６青鹿５７ 鮫島 良太齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５４６± ０１：４７．９１ ５２．０�
４８ 	 ヒラボクエース 牡４黒鹿５７ 石橋 脩�平田牧場 加藤 敬二 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ １ 〃 クビ ９２．５
７１３ レ ッ プ ウ 牡４鹿 ５７ 千葉 直人中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４７０＋１２１：４８．０クビ ２１１．７�
７１４ カシノピストン 牡４芦 ５７

５６ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４５８± ０１：４８．２１� １４１．９�
５９ ミ ゲ ー ル 牡４黒鹿 ５７

５５ △川須 栄彦小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４７８＋１２１：４８．４１� ２１２．２�
６１１ ダイワソウル 牡４青鹿５７ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ４１：４８．８２� ９．５�
３６ 	 ジパングダマシイ 牡４鹿 ５７ 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４７６－ １１：４８．９� ３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６８１，７００円 複勝： ２３，３０７，１００円 枠連： １０，５４０，４００円

普通馬連： ２９，１２７，６００円 馬単： ２１，５５４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３１３，６００円

３連複： ４９，７７８，２００円 ３連単： ８５，３００，７００円 計： ２４６，６０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７００円 複 勝 � ５６０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（３－５） ３，２４０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� １１，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ３，２３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 ��� １００，２５０円

票 数

単勝票数 計 １１６８１７ 的中 � ２４９４（１０番人気）
複勝票数 計 ２３３０７１ 的中 � ８１８４（９番人気）� ６０５７８（１番人気）� １８８９１（５番人気）
枠連票数 計 １０５４０４ 的中 （３－５） ２４０３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２９１２７６ 的中 �� ５１９２（１５番人気）
馬単票数 計 ２１５５４７ 的中 �� １３８８（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３１３６ 的中 �� ３１３２（１４番人気）�� １１１４（３５番人気）�� ５９８０（６番人気）
３連複票数 計 ４９７７８２ 的中 ��� ３４４２（３５番人気）
３連単票数 計 ８５３００７ 的中 ��� ６２８（２９９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．７―４２．４―５４．７―１：０７．０―１：１９．７―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．０
１
３
４－１，６（１０，１２）－（３，８）－１３，５（９，１１）（７，１６）（２，１４）１５
４＝１，６（１０，１２）８，３－５，１３（２，１１）－（９，７，１４）－（１５，１６）

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴーアップドラゴン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００９．３．８ 阪神８着

２００６．５．２７生 牡５黒鹿 母 ミヤシロオーバン 母母 タニノオーバン ２２戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
〔制裁〕 スナークヒロイン号の調教師野村彰彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 イーサンジャンパー号・ウエスタンブラボー号・グラスブレイド号・シンメトリーアート号・スターノーブルマン号・

マーベラスブレイド号・ヤマカツハクリュウ号・ロトディパーチャー号

０７０５８ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第１０競走 ��１，２００�は な の き 賞
発走１５時００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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ メモリアルイヤー 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７８＋１６１：０８．３ ９．４�

４８ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 酒井 学松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５０－ ２１：０８．５１� ９．７�
６１１ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００± ０１：０８．７１ ４．３�
１１ 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 ４６０＋ ４１：０８．８� ６．９�
１２ アポロジェニー 牝３青鹿５４ 小野寺祐太アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 田中 裕之 ４５０＋ ２１：０８．９� ８９．５�
７１４ ジョーアラマート 牝３鹿 ５４ 北村 友一上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ６．３�
６１２ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６４－ ４１：０９．０� １７．６�
５１０ ミスターマスタード 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４４６－ ２１：０９．５３ ７．７	
４７ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ １１６．２

８１６ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６０± ０１：０９．６� ４．８�
２４ カシノアクセル 牡３鹿 ５６ 加藤士津八柏木 務氏 天間 昭一 熊本 片山 建治 ４１８＋ ４１：０９．８１ ４３１．０�
８１５ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５６ 水口 優也錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ８９．８�
３６ � 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 ４９２－ ４ 〃 ハナ ３４６．７�

（佐賀） （佐賀）

５９ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４７６－ ６１：０９．９クビ ５２．４�
３５ エーシンプリーマ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介栄進堂 坂口 正則 浦河 室田 千秋 ４１８± ０１：１０．１１� ２９．３�
２３ サンライトムーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４４４＋ ２１：１１．７１０ ２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９４５，０００円 複勝： ２２，８６７，４００円 枠連： １１，８１３，３００円

普通馬連： ４４，１４５，５００円 馬単： ２７，９１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５４９，７００円

３連複： ６８，８６２，１００円 ３連単： １１３，７７８，１００円 計： ３２１，８７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ４００円 � ２９０円 � １９０円 枠 連（４－７） ２，２１０円

普通馬連 �� ６，２１０円 馬 単 �� １１，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� １，２２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ９，５２０円 ３ 連 単 ��� ８１，７７０円

票 数

単勝票数 計 １３９４５０ 的中 � １１７８２（６番人気）
複勝票数 計 ２２８６７４ 的中 � １３３４５（７番人気）� ２０４０９（６番人気）� ３８３６０（２番人気）
枠連票数 計 １１８１３３ 的中 （４－７） ３９５５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４４１４５５ 的中 �� ５２４７（２５番人気）
馬単票数 計 ２７９１８８ 的中 �� １７４７（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５４９７ 的中 �� １９２９（２９番人気）�� ３７３１（１８番人気）�� ６０４１（９番人気）
３連複票数 計 ６８８６２１ 的中 ��� ５３４２（３４番人気）
３連単票数 計１１３７７８１ 的中 ��� １０２７（２６８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．６
３ １３（１５，１６）２（６，７，８）（４，１０，１２）（１１，９，１４）－１，５－３ ４ １３（１５，１６）８（２，７）（６，１０，１２）（４，１１，１４）９，１－５＝３

勝馬の
紹 介

メモリアルイヤー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．７．１７ 小倉１着

２００８．３．２２生 牝３栗 母 アーバンクイーン 母母 フ ロ リ ン ダ ２戦２勝 賞金 １６，４３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 エーシンプリーマ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 エーシンプリーマ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライトムーン号は，平成２３年４月１９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。
（非当選馬） ７頭 アンゲネーム号・クエルクス号・テイエムアモーレ号・デスティニーホープ号・トーホウペッグ号・

ビットスターダム号・ヤマニンパピオネ号
※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。



０７０５９ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第１１競走 ��
��２，６００�

うみ な か み ち

海 の 中 道 特 別
発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．３．２０以降２３．３．１５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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

７１３ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５５ 田辺 裕信伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４７６－１０２：３９．１ １４．９�

４８ ドリームセーリング 牡４栗 ５５ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ８２：３９．４クビ＋２ ５．９�
５９ ナリタジャングル 牡５黒鹿５４ 酒井 学�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４２：３９．５� １９．８�
２４ ラッキーポケット 牡５鹿 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４８６－１０２：３９．８２ １０．９�
１１ カノンコード 牡５芦 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
３６ ニシノプライスレス 牡５鹿 ５４ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４３２－１６２：３９．９クビ １２５．２	
８１５ ハードダダンダン 牡４黒鹿５４ 高倉 稜津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５６＋１０２：４０．３２� ７８．３

５１０ ロケットダイヴ 牡４鹿 ５４ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４４６± ０ 〃 アタマ １９．８�
６１１ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５４ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ３５．７�
２３ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５３ 川須 栄彦本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 アタマ ８．５
１２ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５６ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２２：４０．７２� １５．７�
８１６ スマートジェネシス 牡４青鹿５６ 丸山 元気大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２２：４１．７６ ７．１�
４７ トップゾーン 牡５鹿 ５６ 山口 勲�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６４－ ４ （降着） ８．５�

（佐賀）

３５ ファーストグロース 牡４鹿 ５５ 田中 博康吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：４１．９１ ３３．５�
７１４� インザブラック 牡５黒鹿５４ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５２２＋１０ 〃 アタマ ２０６．５�
６１２ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５１ 伊藤 工真土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ １４１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７２９，０００円 複勝： ３３，３５８，１００円 枠連： ２０，７９３，６００円

普通馬連： ７５，０３７，７００円 馬単： ４１，５６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７５６，３００円

３連複： １１９，７４３，５００円 ３連単： ２０７，０５０，２００円 計： ５４４，０３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ３８０円 � ２２０円 � ５１０円 枠 連（４－７） ２，８１０円

普通馬連 �� ４，６１０円 馬 単 �� １１，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １，７００円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� １７，６５０円 ３ 連 単 ��� １１９，３８０円

票 数

単勝票数 計 １８７２９０ 的中 � ９９３６（７番人気）
複勝票数 計 ３３３５８１ 的中 � ２２１８５（７番人気）� ４６１２６（２番人気）� １５４７０（９番人気）
枠連票数 計 ２０７９３６ 的中 （４－７） ５４６５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７５０３７７ 的中 �� １２０３６（１８番人気）
馬単票数 計 ４１５６６６ 的中 �� ２７８３（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７５６３ 的中 �� ４９８６（１４番人気）�� ４００１（２３番人気）�� ４７７６（１６番人気）
３連複票数 計１１９７４３５ 的中 ��� ５００９（６４番人気）
３連単票数 計２０７０５０２ 的中 ��� １２８０（４２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．５―１２．８―１２．９―１３．５―１２．８―１２．４―１２．１―１１．６―１１．３―１１．５

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―２３．７―３５．７―４８．２―１：０１．０―１：１３．９―１：２７．４―１：４０．２―１：５２．６―２：０４．７―２：１６．３―２：２７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャングルハヤテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１０．１８ 東京９着

２００７．４．６生 牡４黒鹿 母 アイライクユー 母母 ケイジーイグザーベランス １５戦３勝 賞金 ４１，６５５，０００円
〔騎手変更〕 ジャングルハヤテ号の騎手西田雄一郎は，第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔降着〕トップゾーン号は，２位〔タイム２分３９秒１，着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して「スマートジェネシス」号

の走行を妨害したため１３着に降着。
〔制裁〕 トップゾーン号の騎手山口勲は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２３年３月２６日から平成２３年４月３日

まで騎乗停止。
※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） ６頭 エアキリヤン号・キクノトップラン号・テイエムシバスキー号・パールグレイピアス号・マイネルプリマス号・

ミウラリチャード号
（非抽選馬） ３頭 ディビデンド号・テンシノマズル号・トレジャーハント号
※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。

０７０６０ ３月１９日 晴 良 （２３小倉２）第７日 第１２競走 ��
��１，８００�

か し い

香 椎 特 別
発走１６時１０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 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ マイネルナタリス 牡４黒鹿５７ 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 ４６０－１２１：４６．５ ２２．８�

３５ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７２± ０１：４６．６� ９．７�
２３ 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 ５０８－ ４１：４６．７� １７．０�
６１２ 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 ４６４－ ２ 〃 ハナ ３．８�
３６ ヴァンダライズ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６４－ ４１：４６．９１� ４．１�
４７ キャニオンブラウン 牡５栗 ５７ 酒井 学 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：４７．１１� １５．４	
１２ レイクメリット 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：４７．２	 ５．６

５９ 
 エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５２－ ２１：４７．４１� ２０．０�
６１１ ヒダカタイザン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４２４＋ ６１：４７．６１� ３０．２�
２４ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ６１：４７．７� ７．４
８１５ ファーレサルティ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �キャロットファーム 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４５４－１６１：４７．８	 ７８．２�
７１４ ローザフィオーレ 牝４鹿 ５５ 川島 信二折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 B４６６－ ４１：４７．９� １６１．７�
７１３� コラデピーノ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith B４４０＋ ２１：４８．０クビ ４０．３�
８１６ ローテレジーナ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真山科 統氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 B４２２－ ６１：４８．３１	 ７７．４�
５１０ プロスアンドコンズ 牡５黒鹿５７ 長谷川浩大金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９４＋２２１：４８．６１	 ４２．２�

４８ � アラメダキング �８栗 ５７ 田中 博康櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米
Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４６０－１０１：４８．９２ ２３５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４２８，０００円 複勝： ２９，７１６，７００円 枠連： １３，６９６，１００円

普通馬連： ４５，６３１，９００円 馬単： ２７，８０８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２２８，６００円

３連複： ７２，５９７，２００円 ３連単： １２８，８０７，７００円 計： ３５４，９１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２８０円 複 勝 � ５００円 � ３００円 � ３００円 枠 連（１－３） ９６０円

普通馬連 �� ８，７９０円 馬 単 �� １５，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ２，１２０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ２６，２８０円 ３ 連 単 ��� １９３，２２０円

票 数

単勝票数 計 １５４２８０ 的中 � ５３４７（９番人気）
複勝票数 計 ２９７１６７ 的中 � １４３５９（７番人気）� ２７７４３（６番人気）� ２７８９８（５番人気）
枠連票数 計 １３６９６１ 的中 （１－３） １０６０８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４５６３１９ 的中 �� ３８３３（３２番人気）
馬単票数 計 ２７８０８２ 的中 �� １３０２（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２２８６ 的中 �� ３４３９（２０番人気）�� ２４４９（２９番人気）�� ３６７１（１７番人気）
３連複票数 計 ７２５９７２ 的中 ��� ２０３９（８６番人気）
３連単票数 計１２８８０７７ 的中 ��� ４９２（５９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．０―４７．８―５９．７―１：１１．５―１：２３．１―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０
１
３
１２，１４（１，４，１０）２（７，１５）（９，１３）３（５，１６）１１，６，８
１２（１，１０，１４，１３）２（３，７，４）（１５，９）５，６（１６，１１）－８

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

勝馬の
紹 介

マイネルナタリス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．１５ 東京５着

２００７．２．２８生 牡４黒鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル １２戦２勝 賞金 ２０，４６５，０００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。
（非抽選馬） ４頭 オタカラムスメ号・カワキタコマンド号・シュンドルゴナ号・テラノパンサー号



（２３小倉２）第７日 ３月１９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

１６６，９４０，０００円
７，４８０，０００円
７，１６０，０００円
２，１００，０００円
１５，７４０，０００円
６３，０３３，０００円
４，８３６，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
１２６，３７５，３００円
２２９，９２０，６００円
１０６，６０９，２００円
３３４，４８５，１００円
２２１，６４４，９００円
１６０，４１０，６００円
５４４，３１８，３００円
８９３，３８６，７００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 ２，６１７，１５０，７００円

総入場人員 ７，４７０名 （有料入場人員 ）


