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１００１３ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第１競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

３５ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４６４＋ ２１：４７．９ ３．１�

８１６ ボディアピール 牝３鹿 ５４ 酒井 学�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４５０－ ６１：４９．１７ １２．２�
１２ エーシンミモザ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４５４± ０１：４９．４２ ３６．８�
４７ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 中舘 英二小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４５８＋ ４１：４９．５クビ ５９．２�
６１１ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４２４－ ６ 〃 アタマ ６．６�
４８ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６６＋ ６１：４９．６� ９．２	
８１５ カ ミ ニ ー ト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介青木 基秀氏 岩戸 孝樹 日高 グリーンヒルスタッド ４６８－１８１：４９．７� ９１．０

２３ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３０－ ４１：４９．９１� １５９．７�
２４ トシザティアラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩上村 叶氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 ４５２＋ ２１：５０．０� ３５．４�
１１ ファランギース 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４± ０１：５０．２１� １１２．３
７１４ シンコーロマン 牝３芦 ５４

５２ △高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ２．７�
６１２ クールトップレディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８０－１０１：５０．５１� ５５．３�
７１３ カンヌシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４７０＋ ４１：５０．６� １８８．８�
５１０ イサミスマイル 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 ４２４－ ４１：５１．４５ ８４．０�
３６ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４ 丸山 元気�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０６＋１４１：５１．７１� １２．０�
５９ ミヤビアザーレ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４５０＋１２１：５２．５５ １９５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４２７，２００円 複勝： １８，９８２，９００円 枠連： ８，４８０，４００円

普通馬連： ２７，７６０，１００円 馬単： ２０，５４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７５１，４００円

３連複： ４４，６８１，３００円 ３連単： ７２，６８４，０００円 計： ２１９，３０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ５００円 � ７６０円 枠 連（３－８） １，９８０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ４，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，３４０円 �� ６，２１０円

３ 連 複 ��� ２０，８５０円 ３ 連 単 ��� ８９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １１４２７２ 的中 � ２９９４１（２番人気）
複勝票数 計 １８９８２９ 的中 � ４８８１８（２番人気）� ８１４７（７番人気）� ５０９６（８番人気）
枠連票数 計 ８４８０４ 的中 （３－８） ３１７５（８番人気）
普通馬連票数 計 ２７７６０１ 的中 �� ７２５３（９番人気）
馬単票数 計 ２０５４０８ 的中 �� ３３０９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７５１４ 的中 �� ３７２３（１１番人気）�� ２７４８（１４番人気）�� ５６４（３９番人気）
３連複票数 計 ４４６８１３ 的中 ��� １５８２（５３番人気）
３連単票数 計 ７２６８４０ 的中 ��� ５９７（２２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．２―４３．０―５５．８―１：０８．７―１：２１．８―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キングダンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１０．１７ 東京６着

２００８．４．１生 牝３鹿 母 メインタイトル 母母 メインスルー ５戦１勝 賞金 ８，０００，０００円

１００１４ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第２競走 １，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

２２ 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 ４３６＋ ２ ５９．９ ２．６�

８１３ サクラレインボー 牡３芦 ５６ 小島 太一�さくらコマース小島 太 新冠 川上牧場 ４４２－ ４１：００．５３� ５３．２�
７１２ ジンライムシュガー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ ９６．３�
３４ ラグランダム 牝３鹿 ５４ 丸山 元気嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４３８＋ ６１：００．７１� ３６．３�
１１ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４７８－ ２１：００．９１� １．８�
６９ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 石橋 脩田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４６６＋１４１：０１．２１� ２４８．７	
６１０ ハーティプレアー 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２０－ ４１：０１．３� １９．３

４５ ナカヤマブリーズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６４－１８１：０１．６１� １７．０�
７１１ マキハタフォルテ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４６６＋ ２１：０１．７クビ １５８．９�
５７ ゴッドブリッジ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦岩� 正志氏 川村 禎彦 新冠 ハシモトフアーム ４４２－ ２１：０１．８� １９８．７
３３ トーセンナイト 牡３栗 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム B４４８－１０１：０２．０１ ２０８．３�
５８ トウショウレグルス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ １８．５�
８１４ リュウシンマリリン 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉桑畑 �信氏 柴田 光陽 新ひだか 飛野牧場 ４５２－ ８１：０２．２１� １２５．６�
４６ リアリーサムシング 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６６＋ ４１：０２．６２� １６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８０６，９００円 複勝： ３９，４２２，５００円 枠連： １０，６５０，９００円

普通馬連： ３７，４５４，８００円 馬単： ２９，５８５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６２９，５００円

３連複： ４９，６８７，７００円 ３連単： ９６，３５３，６００円 計： ２９６，５９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １，７７０円 � ２，５３０円 枠 連（２－８） ４，６９０円

普通馬連 �� ７，１１０円 馬 単 �� １０，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ２，５９０円 �� ２０，２６０円

３ 連 複 ��� ８１，６７０円 ３ 連 単 ��� ３９５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １５８０６９ 的中 � ４９８２３（２番人気）
複勝票数 計 ３９４２２５ 的中 � １１５８０８（２番人気）� ４３４３（８番人気）� ２９９０（９番人気）
枠連票数 計 １０６５０９ 的中 （２－８） １６７８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ３７４５４８ 的中 �� ３８９１（１５番人気）
馬単票数 計 ２９５８５２ 的中 �� ２１５４（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６２９５ 的中 �� ２０８３（１２番人気）�� １６８５（１４番人気）�� ２１０（６２番人気）
３連複票数 計 ４９６８７７ 的中 ��� ４４９（１０４番人気）
３連単票数 計 ９６３５３６ 的中 ��� １８０（４５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３４．８―４６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒラシャイン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．８．８ 小倉８着

２００８．３．３１生 牝３鹿 母 リアルストリート 母母 カリカチユーラ １１戦１勝 賞金 １３，４００，０００円

第３回　小倉競馬　第２日



１００１５ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第３競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ トーセンジャガー 牡３青 ５６ 上村 洋行島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６０± ０１：４７．１ ２．６�

１２ クレバージブラル 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也田� 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム B４７８－ ６１：４７．７３� １３．８�

５１０ カリビアンクルーズ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人山上 和良氏 中川 公成 新冠 つつみ牧場 ４７２± ０１：４８．０２ ８．４�
４７ ダーバンシチー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８０－ ４１：４８．１クビ ２１７．６�
７１４ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ３．４	
５９ アイアンブロー 牡３芦 ５６ 中舘 英二平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド ４６２± ０１：４８．２クビ ４．６

６１１ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 伊藤 工真菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４８４＋１６１：４８．４１� １３．７�
２４ 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 ５０８＋１４ 〃 ハナ ８４．７
７１３ セトノハリケーン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５００－ ４１：４８．５� ４７．６�
２３ カシノダンガン 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 ４７８＋ ６１：４９．３５ １９４．５�
８１６ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２０＋ ４１：４９．５� ２５５．７�
４８ エリモトレジャー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠山本 慎一氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ５１２＋１２ 〃 ハナ １７８．５�
３５ 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± ０１：４９．６� ４６６．７�
３６ ゲイルオブウインド 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太宇井 正行氏 本間 忍 日高 日西牧場 ５１４＋ ８１：５０．６６ ２２２．８�
６１２ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 丸山 元気�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４５４－ ８１：５１．４５ ４０．２�
１１ オーミレゴリス 牡３栗 ５６ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 田中 裕之 ４７０－ ４１：５２．６７ ２３２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８４２，９００円 複勝： １９，０９１，３００円 枠連： ９，２６７，６００円

普通馬連： ２５，４１０，１００円 馬単： １９，０４８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４１６，８００円

３連複： ４２，４１１，３００円 ３連単： ６２，６５８，１００円 計： ２０３，１４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（１－８） １，９００円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ４３０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� １８，０８０円

票 数

単勝票数 計 １１８４２９ 的中 � ３７３２７（１番人気）
複勝票数 計 １９０９１３ 的中 � ４２４２１（２番人気）� １６５２７（５番人気）� ２６５９６（３番人気）
枠連票数 計 ９２６７６ 的中 （１－８） ３６０９（７番人気）
普通馬連票数 計 ２５４１０１ 的中 �� ８９１０（１０番人気）
馬単票数 計 １９０４８３ 的中 �� ４４７３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４１６８ 的中 �� ４５２２（７番人気）�� ８２９５（４番人気）�� ３０７４（１２番人気）
３連複票数 計 ４２４１１３ 的中 ��� ８３５３（１３番人気）
３連単票数 計 ６２６５８１ 的中 ��� ２５５９（５９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．０―４２．８―５５．５―１：０７．８―１：２０．７―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トーセンジャガー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１０着

２００８．４．１３生 牡３青 母 トーセンザサン 母母 サンセットムーン ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 クレバージブラル号の騎手水口優也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミレゴリス号は，平成２３年５月１７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 ノアパワフル号

１００１６ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１３� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿 ５６
５４ △川須 栄彦森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４８８－ ４１：００．０ ３．０�

４６ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４４－ ４１：００．３２ １６．６�
６１０� エーシンホーマー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４７８＋ ２１：００．４� １３．１�
７１１ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４８４± ０１：００．５クビ １８．８�
６９ � アスターポメリー 牡３栗 ５６ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe ４２２－１２ 〃 ハナ ３５．７�
３４ プレジデントペスカ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ４９０－２２１：００．７１� ４９．０�
４５ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４２＋ ６１：００．８� ５．３	
７１２ 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 ４７４－ ８１：００．９クビ １４０．９

５７ リネンムード 牝３青 ５４ 加藤士津八戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２．５�
５８ ファンキートット 牝３栃栗５４ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５６－ ８１：０１．２２ ６８．４�
８１４ マイネルクローバー 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 伸尋 青森 イズモリファーム B４８８± ０１：０２．１５ ２８．９
２２ イサミヨウソロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４５６＋１６１：０２．２クビ ６８．１�
１１ テレポーテーション 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜山上 和良氏 田島 良保 浦河 金石牧場 ４５０－ ３１：０３．８１０ ５７．０�
３３ エスケイノーブル 牝３鹿 ５４ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２０－１６１：０４．２２� ２８０．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，１７４，３００円 複勝： １６，１８５，９００円 枠連： ８，４９０，４００円

普通馬連： ２４，９３６，０００円 馬単： ２０，４７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３５２，２００円

３連複： ４６，１３２，３００円 ３連単： ７０，３７４，７００円 計： ２１２，１１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ５５０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ６７０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ６，７２０円 ３ 連 単 ��� ２４，０６０円

票 数

単勝票数 計 １１１７４３ 的中 � ３０３４９（２番人気）
複勝票数 計 １６１８５９ 的中 � ３８３６４（１番人気）� １１６０２（５番人気）� １４４０３（４番人気）
枠連票数 計 ８４９０４ 的中 （４－８） １１４３９（３番人気）
普通馬連票数 計 ２４９３６０ 的中 �� ９３５７（５番人気）
馬単票数 計 ２０４７３９ 的中 �� ５７４１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３５２２ 的中 �� ４５３５（７番人気）�� ５４９１（４番人気）�� ２３２７（１３番人気）
３連複票数 計 ４６１３２３ 的中 ��� ５０７０（１９番人気）
３連単票数 計 ７０３７４７ 的中 ��� ２１５９（６１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルカイチョウ �
�
父 Benchmark �

�
母父 In Excess デビュー ２０１０．９．１１ 阪神６着

２００８．２．１７生 牡３黒鹿 母 Eleanor Rose 母母 Crafty Josie １１戦１勝 賞金 １３，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスケイノーブル号は，平成２３年５月１７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。
（非抽選馬） １頭 シゲルコモン号



１００１７ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第５競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

７１０ エリモスフィーダ 牡３栗 ５６ 田中 健山本 慎一氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ８１：４７．８ １．９�

５６ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８± ０１：４８．９７ １０２．５�
５５ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ９．１�
２２ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８４－ ８１：４９．２２ ４．９�
７９ コウユータイセイ 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４６６± ０１：４９．４� ６．８�
４４ ジョンブルクリス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５４－ ６１：４９．５� ９．０	
６８ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 ４９４＋ ４１：４９．７１ １１．４

８１２ セ イ エ イ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９６－ ８１：４９．８� ２０６．２�
８１１ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０４＋ ６１：５０．２２� ４５．０�
６７ アサクサジェット 牡３栗 ５６ 丸田 恭介田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６－ ８１：５０．５１� １３１．４
３３ シルクシャルルー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真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 ４７４＋ ６１：５１．２４ １３８．４�
１１ エ ル ク ロ ス 牝３青鹿５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B４４８＋１０ 〃 ハナ ８１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，７３１，８００円 複勝： ２５，１７８，８００円 枠連： ８，９３４，４００円

普通馬連： ２８，７４７，２００円 馬単： ２５，３３７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８０９，８００円

３連複： ４２，３１６，０００円 ３連単： ９０，２７６，２００円 計： ２４９，３３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １，７００円 � ２６０円 枠 連（５－７） ６２０円

普通馬連 �� ８，３３０円 馬 単 �� １０，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ３５０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� １５，４７０円 ３ 連 単 ��� ７８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １３７３１８ 的中 � ５８３２９（１番人気）
複勝票数 計 ２５１７８８ 的中 � ９４００８（１番人気）� ２３０５（９番人気）� ２０５８７（４番人気）
枠連票数 計 ８９３４４ 的中 （５－７） １０７９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ２８７４７２ 的中 �� ２５４７（１９番人気）
馬単票数 計 ２５３３７５ 的中 �� １８５０（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８０９８ 的中 �� １３７７（２１番人気）�� １２３１９（３番人気）�� ７３３（３３番人気）
３連複票数 計 ４２３１６０ 的中 ��� ２０１９（３９番人気）
３連単票数 計 ９０２７６２ 的中 ��� ８４９（２００番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．５―１１．８―１３．６―１３．７―１３．１―１２．４―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―３０．１―４３．７―５７．４―１：１０．５―１：２２．９―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリモスフィーダ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．４．３ 小倉２着

２００８．２．１３生 牡３栗 母 エリモサファイア 母母 エリモシンフォニー ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１００１８ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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

３５ クリノドスコイ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２８＋ ２１：０８．８ ７８．２�

１１ ヒカリゴールド 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大當山 �則氏 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４５８－ ２１：０９．１１� １７．１�
２３ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 黛 弘人福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４４２－１２１：０９．２� ６６．３�
７１４ タイキガラハッド 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ５０４－ ４ 〃 クビ １．９�

７１３ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４１８－ ２１：０９．３クビ ９．２�

６１１ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４６８－ ２ 〃 クビ ５．５	
６１２ ミスターロックマン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：０９．６１� ２０．８

４７ ボールドグラン 牡３栗 ５６ 中舘 英二増田 陽一氏 田島 俊明 新冠 競優牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ １０．７�
８１５ タイキバラード 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４６０＋ ４１：０９．７クビ ３６．７�

５９ ラガーフォーラム 牡３青 ５６
５５ ☆松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４５４＋ ２１：０９．８� １３３．４

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 ４３２＋ ４ 〃 クビ １６．０�
２４ ジ ャ ズ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 新ひだか キヨタケ牧場 ４３２± ０１：０９．９クビ １２２．１�

５１０ テイエムムテキドン 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 上村 清志 ４８４＋ ８１：１１．２８ ２４．２�

８１６ イットーショウ 牡３栗 ５６ 石橋 脩前田 榮生氏 和田 正道 新冠 佐藤 静子 ４６６＋１２１：１１．７３ ３４４．５�
４８ マスターアポイ 牡３栗 ５６ 丸山 元気�辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 B４８２＋ ６１：１２．０２ １７．５�
１２ ラヴリーポイント 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗�ヤナガワ牧場 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 ４１８ ―１：１３．０６ １９１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２１６，０００円 複勝： ２４，５４４，１００円 枠連： １１，３６１，７００円

普通馬連： ３２，７０３，４００円 馬単： ２４，０８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１５２，６００円

３連複： ５０，６６３，９００円 ３連単： ８１，２１６，８００円 計： ２５７，９４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，８２０円 複 勝 � １，５８０円 � ６１０円 � １，７１０円 枠 連（１－３） ７，３００円

普通馬連 �� ３７，４８０円 馬 単 �� １０１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，３３０円 �� １９，３８０円 �� ８，３６０円

３ 連 複 ��� １５８，４４０円 ３ 連 単 ��� １，６１９，９５０円

票 数

単勝票数 計 １６２１６０ 的中 � １６３５（１２番人気）
複勝票数 計 ２４５４４１ 的中 � ３９７７（１１番人気）� １１２４３（７番人気）� ３６７７（１２番人気）
枠連票数 計 １１３６１７ 的中 （１－３） １１５０（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３２７０３４ 的中 �� ６４４（６８番人気）
馬単票数 計 ２４０８５４ 的中 �� １７６（１３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１５２６ 的中 �� ５０８（６３番人気）�� ２１７（８９番人気）�� ５０６（６４番人気）
３連複票数 計 ５０６６３９ 的中 ��� ２３６（２５５番人気）
３連単票数 計 ８１２１６８ 的中 ��� ３７（１７８０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．９―１１．６―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．１―３３．０―４４．６―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノドスコイ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 小倉６着

２００８．２．２９生 牡３鹿 母 テイエムサイレン 母母 サムモアマジック ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔その他〕 マスターアポイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴリーポイント号は，平成２３年５月１７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 シャインストーン号・スサーナトウショウ号・マイネエレーナ号



１００１９ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第７競走 １，０００�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，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

７１２ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５３８－ ６ ５８．９ １１．６�

４６ プリサイストップ 牡４鹿 ５７
５５ △高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８６＋ ６ ５９．０� ６．３�

３４ ガリレオシチー 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ ７．１�
８１３� ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 中舘 英二前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９８＋ ２ 〃 ハナ ２．０�
５７ 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 ４７０－ ２ ５９．３２ ２８．４�
７１１ キングスウィープ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４６８± ０ 〃 ハナ ３４．２�
６１０� 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 ４６４＋ ２ 〃 アタマ １４２．６	
８１４ テイエムデスカイ 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４６０＋ ４ ５９．５� １６１．０

２２ � マックスハナレイ 牡５栗 ５７ 丸山 元気田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２４± ０ 〃 クビ ４．１�
４５ クリスリリー 牝６栗 ５５ 村田 一誠加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５４± ０ ５９．６� ９５．３�
６９ プリティマリ 牝５鹿 ５５

５３ △川須 栄彦冨沢 敦子氏 牧浦 充徳 浦河 浦河小林牧場 ４６８－１０ ５９．９１� １０４．７
１１ アンジェリークダダ 牝４鹿 ５５ 酒井 学小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４２４－１４１：００．０� １６９．０�
５８ � ラガーキセキ 牝５青鹿５５ 渡辺 薫彦奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４５２＋ ４１：００．１クビ ５２．５�
３３ � クロスハンド 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新ひだか 荒谷 英俊 ４５６＋１２１：００．９５ ３２８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，２２０，８００円 複勝： ３１，１６７，７００円 枠連： １５，０９８，２００円

普通馬連： ４３，６３４，５００円 馬単： ３７，００１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３７８，１００円

３連複： ６２，６１４，０００円 ３連単： １１２，９８２，１００円 計： ３４３，０９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３１０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２，５９０円

普通馬連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，１３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ６，５７０円 ３ 連 単 ��� ３８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２２０８ 的中 � １３７６９（５番人気）
複勝票数 計 ３１１６７７ 的中 � ２３０７２（５番人気）� ４７４３８（３番人気）� ４４３１５（４番人気）
枠連票数 計 １５０９８２ 的中 （４－７） ４３１４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４３６３４５ 的中 �� ９６２４（１１番人気）
馬単票数 計 ３７００１０ 的中 �� ４２１７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３７８１ 的中 �� ３７６５（１２番人気）�� ４３６４（１１番人気）�� ９５３４（７番人気）
３連複票数 計 ６２６１４０ 的中 ��� ７０３６（２０番人気）
３連単票数 計１１２９８２１ 的中 ��� ２１５８（１１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アフィリエイト �
�
父 Gone West �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００９．３．１４ 中山５着

２００６．４．１５生 牡５栗 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance １６戦３勝 賞金 ２８，１４７，０００円

１００２０ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

６８ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７２－ ２２：３６．０ ２．０�

４４ シルクマッドネス �４黒鹿５７ 田辺 裕信有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５２－ ４ 〃 アタマ ２９．８�
３３ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８６± ０２：３６．１クビ ４．２�
５５ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ２２．１�
８１２ テ ラ ボ ル ト �４鹿 ５７ 武 幸四郎青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４６８－１２２：３６．２� １７．５�
５６ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿 ５７

５５ △高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４９２＋ ２２：３６．４１� ７４．１�
７１０ タガノザイオン 牡４鹿 ５７

５５ △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 ４７６－ ２２：３６．５� ９．４	

１１ � ヒラボクエース 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 鎌田 正嗣 ４７４＋ ２２：３６．６� １１０．０

７９ スマートイーグル 牡４栗 ５７ 大野 拓弥大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ７．１�
２２ � バ ル ト ー ロ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４５４＋２３２：３６．７クビ ２１．３
６７ � トップモンジュー 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３２－ ６２：３６．８� ３５．６�
８１１� フォルモンド 牡４栗 ５７ 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－１２２：３７．８６ ５０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，３５８，４００円 複勝： ３８，６９５，８００円 枠連： １８，０２６，４００円

普通馬連： ４６，７９０，２００円 馬単： ４０，２１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４６６，０００円

３連複： ７２，６４２，７００円 ３連単： １３９，４７９，３００円 計： ４０２，６７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � １４０円 枠 連（４－６） ２，７５０円

普通馬連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ２１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� １５，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２３５８４ 的中 � ９２０８５（１番人気）
複勝票数 計 ３８６９５８ 的中 � １４０２４７（１番人気）� １２００８（７番人気）� ７２４５９（２番人気）
枠連票数 計 １８０２６４ 的中 （４－６） ４８４８（９番人気）
普通馬連票数 計 ４６７９０２ 的中 �� １３８７２（９番人気）
馬単票数 計 ４０２１３７ 的中 �� ８７９３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４６６０ 的中 �� ６５４０（１０番人気）�� ３６６３４（１番人気）�� ３６６６（１９番人気）
３連複票数 計 ７２６４２７ 的中 ��� １９２０７（７番人気）
３連単票数 計１３９４７９３ 的中 ��� ６５１１（４４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．５―１２．９―１４．０―１４．２―１４．４―１３．５―１２．１―１２．０―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．２―３６．７―４９．６―１：０３．６―１：１７．８―１：３２．２―１：４５．７―１：５７．８―２：０９．８―２：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F５０．３―３F３８．２
１
�
１（２，３）８（１１，７，１２）９（６，１０）（４，５）・（１，２，３，１２）８（７，９，５）１０－１１（６，４）

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ジャストザシーズン �
�
父 アルカセット �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００９．８．３０ 新潟５着

２００７．３．３０生 牡４鹿 母 カズサヴァンベール 母母 タケノアロー １４戦２勝 賞金 ２３，５００，０００円
〔制裁〕 スマートイーグル号の騎手大野拓弥は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番への進路影

響）



１００２１ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２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

７１０� タ コ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５００＋ ６１：４６．０ ２．８�

７９ オースミマリオン 牡４栗 ５７ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４８０＋ ２１：４６．１� ３．６�
６８ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４８８－ ２１：４７．１６ ４．７�
３３ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２１：４７．２クビ １１．４�
８１２� ディアシークレット �４青鹿 ５７

５５ △高倉 稜寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 クビ ４９．２�
５５ � アドマイヤベルナ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０１：４７．４１� １０．２�
５６ スターサイクル 牡５鹿 ５７

５５ △川須 栄彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ １２．１	
２２ サクラシザーズ 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 ５００－ ６１：４７．５� １５．０

８１１� コイスキャーレ 牡４黒鹿５７ 酒井 学浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４２＋ ４１：４７．６� １１３．１�
４４ グランブリーズ 牡４栗 ５７ 飯田 祐史藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４９６＋１２１：４８．０２� ２８．３�
１１ ヒットヒットヒット 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３０－ ６１：４９．５９ １０１．２�
６７ � メイショウグレイト �４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４－１８１：４９．８１� １１７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，０９３，１００円 複勝： ３３，７１８，３００円 枠連： ２１，２７８，３００円

普通馬連： ６２，３４７，２００円 馬単： ４７，５４３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０５９，７００円

３連複： ８７，０７７，１００円 ３連単： １７５，９８２，７００円 計： ４７６，１００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（７－７） ５５０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，６００円

票 数

単勝票数 計 ２１０９３１ 的中 � ５９４１４（１番人気）
複勝票数 計 ３３７１８３ 的中 � ８７６０４（１番人気）� ６６９７８（２番人気）� ５４０４４（３番人気）
枠連票数 計 ２１２７８３ 的中 （７－７） ２８８３２（３番人気）
普通馬連票数 計 ６２３４７２ 的中 �� ８８２７７（１番人気）
馬単票数 計 ４７５４３９ 的中 �� ３５１９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０５９７ 的中 �� ３５６４０（１番人気）�� ２４１８７（２番人気）�� １７５４２（３番人気）
３連複票数 計 ８７０７７１ 的中 ��� ９８８０８（１番人気）
３連単票数 計１７５９８２７ 的中 ��� ４９９７３（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．７―４４．１―５６．８―１：０９．５―１：２１．９―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―３F３６．５
１
３
９－１，１０，５（７，１２）（２，４）（３，８）（６，１１）
９（１０，５）（１，２，１２）（３，７）（８，４，１１）６

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

勝馬の
紹 介

�タ コ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラストタイクーン

２００６．２．２２生 牡５黒鹿 母 ミホダイリン 母母 テ ス ラ １６戦２勝 賞金 ２８，０３６，０００円
地方デビュー ２００９．３．１９ 園田 ［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 コイスキャーレ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻３分遅延。

１００２２ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第１０競走 ��２，０００�
う さ

宇 佐 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ ハイタッチクイーン 牝４栗 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４３２－ ４１：５９．３ １２．８�

６９ � サクラキングオー 牡５栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B４９８＋ ２ 〃 ハナ ２０．３�
８１３ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２２＋ ４１：５９．４� ７．８�
５６ ナリタダイコク 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ５０４－ ２１：５９．６１ ３．５�
８１２ マイネルプリマス 牡５芦 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１４－ ８１：５９．７� ３．２�
４４ レディパレード 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム B４９２＋ ２１：５９．８� １２．６�
４５ コハクジョー 牡５芦 ５７ 宮崎 北斗河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０６－ ２ 〃 クビ ３１．０	
５７ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 野元 昭嘉林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５６＋ ２１：５９．９� ９５．３

６８ ウォーボネット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４２：００．０� ５０．１�
７１１ ラッキーポケット 牡５鹿 ５７ 酒井 学松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４９２＋ ６２：００．１� ６．５�
２２ � ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４６６－１４２：００．２� １５．４
３３ ハードダダンダン 牡４黒鹿５７ 高倉 稜津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６２＋ ６２：００．３� ２９．８�
７１０ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 石橋 脩山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６２± ０２：０１．０４ １６４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，５７５，２００円 複勝： ４９，０４８，９００円 枠連： ２７，０２０，０００円

普通馬連： ９４，６４６，７００円 馬単： ６６，８２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５１０，９００円

３連複： １２６，３８３，２００円 ３連単： ２４１，７９０，２００円 計： ６７０，８０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ４５０円 � ５６０円 � ３１０円 枠 連（１－６） ７，２４０円

普通馬連 �� ９，９２０円 馬 単 �� ２２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０４０円 �� １，７１０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ３２，８７０円 ３ 連 単 ��� ２０２，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２７５７５２ 的中 � １６９９０（６番人気）
複勝票数 計 ４９０４８９ 的中 � ２８２０２（７番人気）� ２２０１０（８番人気）� ４６３８０（４番人気）
枠連票数 計 ２７０２００ 的中 （１－６） ２７５８（２１番人気）
普通馬連票数 計 ９４６４６７ 的中 �� ７０４８（３２番人気）
馬単票数 計 ６６８２７７ 的中 �� ２２２１（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５１０９ 的中 �� ３０１４（３６番人気）�� ５４７７（２０番人気）�� ３６４４（３１番人気）
３連複票数 計１２６３８３２ 的中 ��� ２８３８（９１番人気）
３連単票数 計２４１７９０２ 的中 ��� ８８１（５０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．６―３５．８―４８．１―１：００．３―１：１２．０―１：２３．３―１：３４．８―１：４６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイタッチクイーン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００９．９．２６ 中山６着

２００７．４．２５生 牝４栗 母 オペラレディ 母母 レディステラ １７戦３勝 賞金 ３８，６４８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１００２３ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第１１競走 ��１，７００�エスペランサステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金
１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００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 ランフォルセ 牡５青鹿５６ 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８８－１２１：４３．６ ４．３�

３５ マルカベンチャー 牡５栗 ５５ 吉田 隼人河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：４４．０２� ５．８�
３６ バトードール 牡４栗 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：４５．０６ １２．０�
４７ ク リ ー ン 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５９６－１４１：４５．２１� ２６．６�
６１２� ワールドハンター 牡７栗 ５５ 酒井 学青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５００－ ４１：４５．３� １３４．６�
７１４ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 津村 明秀久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０６＋ ４ 〃 ハナ １７１．１	
８１６ アートオブウォー 牡７栗 ５６ 松山 弘平岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８４－ ４１：４５．４クビ ２６７．７

８１５ スペースフライト 牡７栃栗５６ 村田 一誠前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４７８－ ２ 〃 ハナ ２１４．９�
４８ ラインプレアー 牡６芦 ５６ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５３２± ０ 〃 ハナ ４７．０�
２３ パワーストラグル 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７０＋ ４１：４５．５� ５．７
５１０ ロールオブザダイス 牡６栗 ５７ 石橋 脩 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４６６＋ ２ 〃 ハナ ３７．８�
１１ サンライズモール 牡４栗 ５６ 丸山 元気松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４７６－ ６１：４５．８１� ２．５�
２４ 	 クイックリープ 牡６栗 ５５ 飯田 祐史松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４８２－ ４１：４５．９クビ ４９．４�
７１３ トーホウアタック 牡７鹿 ５６ 高倉 稜東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １８４．２�
５９ オウロプレット 牡５青鹿５６ 木幡 初広 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：４６．８５ １８．０�
６１１ ボクノタイヨウ 牡６黒鹿５６ 川須 栄彦平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８２－ ８１：４７．１１� １０８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１５６，４００円 複勝： ６７，６３５，２００円 枠連： ５２，８１２，８００円

普通馬連： １８８，９０４，８００円 馬単： １１９，３９４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，６８１，７００円

３連複： ２５７，７０３，０００円 ３連単： ５３７，０３４，６００円 計： １，３３１，３２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ３４０円 枠 連（１－３） ３７０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ８８０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� ２１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４８１５６４ 的中 � ８９０９１（２番人気）
複勝票数 計 ６７６３５２ 的中 � １０３３３９（２番人気）� ８５０７８（４番人気）� ４６５８２（５番人気）
枠連票数 計 ５２８１２８ 的中 （１－３） １０６８１２（１番人気）
普通馬連票数 計１８８９０４８ 的中 �� １００７３５（５番人気）
馬単票数 計１１９３９４２ 的中 �� ３５８９９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９６８１７ 的中 �� ２９８７７（４番人気）�� １６４７１（９番人気）�� １３２８１（１３番人気）
３連複票数 計２５７７０３０ 的中 ��� ３９２６５（１４番人気）
３連単票数 計５３７０３４６ 的中 ��� １８２８０（５９番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１１．５―１２．４―１２．７―１２．４―１２．４―１２．０―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．５―４１．９―５４．６―１：０７．０―１：１９．４―１：３１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ランフォルセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．８．３ 新潟６着

２００６．３．２８生 牡５青鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady １５戦６勝 賞金 １１５，２９５，０００円
〔制裁〕 パワーストラグル号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 アドバンスウェイ号・アドマイヤマジン号・アルトップラン号・エアマックール号・サニーサンデー号・

ストロングガルーダ号・スマートステージ号・タガノクリスエス号・ドリーミーオペラ号・トーホウオルビス号・
ナニハトモアレ号・ナムラタイタン号・ネイキッド号・フライングアップル号・プレファシオ号・
マイネルスケルツィ号・マルブツイースター号

１００２４ ４月１７日 晴 良 （２３小倉３）第２日 第１２競走 ��１，２００�
べ っ ぷ

別 府 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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ � ジャカランダテラス 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 千津氏 笹田 和秀 豪
Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４４０＋１８１：０８．３ ９．７�

４８ 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 ４７４－ ６ 〃 クビ ６．６�
４７ アンフィルージュ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ５．７�
８１６� ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４８＋ ２１：０８．４クビ ９．６�
６１２ トロンプルイユ 牝４栗 ５５ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６－ ２１：０８．５� ３．５�
１２ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４７８± ０１：０８．６� ８．０�
３６ ラブチャーミー 牝５鹿 ５５ 高倉 稜増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４３２－ ４ 〃 クビ ５６．５	
６１１� クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６６－ ４１：０８．８１ ９７．８

２３ バクシンミノル 牡６鹿 ５７ 丸山 元気吉岡 實氏 南井 克巳 新冠 須崎牧場 ５０６＋ ４ 〃 クビ １０．６�
２４ マスターオブゲーム 牡６黒鹿５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０４－１０１：０８．９� ４３．３
３５ フェリスホイール 牝５鹿 ５５ 松山 弘平 �キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７４－ ２１：０９．０� ４０．２�
７１３ ショウナンアトム 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７２＋ ４１：０９．１� ２０．０�
５９ � ゴールドサムソン 牡４青鹿５７ 丸田 恭介金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５２４＋１４１：０９．３１ １２８．８�
８１５ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 柴原 央明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３２± ０１：０９．４� １５．４�
５１０� スーサンヒーロー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４７８－１４１：１０．１４ １０７．０�
７１４� スズカロングラン 牡７栗 ５７ 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 静内 岡野牧場 ４２６－１６ 〃 クビ １５２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，０２９，１００円 複勝： ５７，０８４，４００円 枠連： ４５，７３２，９００円

普通馬連： １２０，４９７，０００円 馬単： ７６，３８４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，５４５，２００円

３連複： １７２，８５５，９００円 ３連単： ３３３，８２８，４００円 計： ８８９，９５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３４０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（１－４） ７３０円

普通馬連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ７，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，１５０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，７５０円 ３ 連 単 ��� ３８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３６０２９１ 的中 � ２９４０３（６番人気）
複勝票数 計 ５７０８４４ 的中 � ３８９００（７番人気）� ７４３０７（３番人気）� ８９５４８（２番人気）
枠連票数 計 ４５７３２９ 的中 （１－４） ４６２４８（２番人気）
普通馬連票数 計１２０４９７０ 的中 �� ２６３８６（１６番人気）
馬単票数 計 ７６３８４９ 的中 �� ７７１５（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７５４５２ 的中 �� ８８４５（１８番人気）�� １００１３（１５番人気）�� ２０３１９（３番人気）
３連複票数 計１７２８５５９ 的中 ��� ２２２０１（１５番人気）
３連単票数 計３３３８２８４ 的中 ��� ６３６０（１１６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．７―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．９
３ ・（１，８）１２（６，７）１５（２，５，１６）４（３，１１，１０）１４（９，１３） ４ ・（１，８）１２（６，７）１６（２，５）１５（４，１１）３（９，１０，１４，１３）

勝馬の
紹 介

�ジャカランダテラス �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Zabeel デビュー ２０１０．１．１０ 京都６着

２００７．８．４生 牝４鹿 母 Unearthly 母母 Snippets’ Crown ６戦２勝 賞金 １６，０９８，０００円



（２３小倉３）第２日 ４月１７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

１８２，０４０，０００円
３，２２０，０００円
１０，７７０，０００円
１，７７０，０００円
１７，１８０，０００円
５８，３５４，０００円
４，４４６，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
２５５，６３２，１００円
４２０，７５５，８００円
２３７，１５４，０００円
７３３，８３２，０００円
５２６，４３６，５００円
３０８，７５３，９００円
１，０５５，１６８，４００円
２，０１４，６６０，７００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 ５，５５２，３９３，４００円

総入場人員 ８，９０１名 （有料入場人員 ８，４１３名）



平成２３年度 第３回小倉競馬 総計

競走回数 ２４回 出走延頭数 ３４１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

３５８，４３０，０００円
３，２２０，０００円
２５，３００，０００円
３，５３０，０００円
３３，８２０，０００円
１１６，０１０，０００円
８，８６６，０００円
３，３７５，９００円

勝馬投票券売得金
４８７，１４０，９００円
９２６，１２９，１００円
４３６，７２５，５００円
１，３９１，３３０，７００円
９９６，８０４，６００円
６００，０２３，９００円
２，００８，２７８，３００円
３，７７６，３９３，２００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 １０，６２２，８２６，２００円

総入場延人員 １４，１７２名 （有料入場延人員 １３，３０８名）


