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０２００１ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４ レアプラチナ 牝３鹿 ５４
５３ ☆国分 優作松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４６－ ８１：００．５ ２２．９�

６１０ ダブルスパーク 牝３芦 ５４ 酒井 学吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 ４６２－ ４１：００．９２� ５．４�
８１３ ドラゴンエッグ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４６２＋ ２１：０１．０� ８．０�
６９ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４３０＋ ４ 〃 クビ １４．４�
４６ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２２－ ２１：０１．２１ ９０．１�
５８ シゲルライム 牝３栗 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４１０＋ ６ 〃 ハナ ２．７�
３４ フ ロ ー リ ア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４２± ０１：０１．３� ４．６	
４５ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ６１：０１．５１� ４７．２

５７ テイエムチュラウミ 牝３栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 日高 テイエム牧場日高支場 ４５０± ０１：０１．７１� ２６．４�
２２ ムジャウハラート 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ２４．５�
７１１ マンデルクライエ 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６１：０１．８クビ １１．１
３３ スターインザライト 牝３栗 ５４ 西田雄一郎星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０６＋ ６ 〃 ハナ １２７．０�
７１２ アイヴィトウショウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一トウショウ産業� 古賀 史生 新冠 サンローゼン ４５８－ ２ 〃 ハナ １４６．４�
１１ ロンググラティア 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４３２＋ ２１：０１．９� ３９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７，６５３，７００円 複勝： １５，１３７，５００円 枠連： ５，９９５，２００円

馬連： １８，８２１，５００円 馬単： １４，４６４，６００円 ワイド： １０，５６４，１００円

３連複： ２９，８１３，０００円 ３連単： ４４，６９３，３００円 計： １４７，１４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２９０円 複 勝 � ８２０円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（６－８） １，０５０円

馬 連 �� ６，５１０円 馬 単 �� １５，３９０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� ２，３５０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １６，３３０円 ３ 連 単 ��� １５４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ７６５３７ 的中 � ２６４５（７番人気）
複勝票数 計 １５１３７５ 的中 � ３９９５（９番人気）� １８０６９（４番人気）� １９１２１（３番人気）
枠連票数 計 ５９９５２ 的中 （６－８） ４２５３（５番人気）
馬連票数 計 １８８２１５ 的中 �� ２１３５（２５番人気）
馬単票数 計 １４４６４６ 的中 �� ６９４（５５番人気）
ワイド票数 計 １０５６４１ 的中 �� １１５８（２８番人気）�� １０８３（３１番人気）�� ３５６８（７番人気）
３連複票数 計 ２９８１３０ 的中 ��� １３４８（５３番人気）
３連単票数 計 ４４６９３３ 的中 ��� ２１３（４５０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．１―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．３―３５．４―４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．２
３ １４（１，４，８，１０）（５，１３）２（７，９）６，３（１２，１１） ４ １４（４，８，１０）１，５（２，１３）（３，６，７，９）１２，１１

勝馬の
紹 介

レアプラチナ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．８．６ 小倉１０着

２００９．３．２９生 牝３鹿 母 プラチナウィンク 母母 グリーンヒルケイ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ロンググラティア号の騎手森一馬は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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 ゴールドクリチャン号・プレシャスストーン号

０２００２ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４７４－１４１：４８．８ ４２．５�

３５ プリンシペアスール 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：４９．０１� ３．５�
（伊）

８１６ サ プ ラ イ ズ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４６２－ ８１：４９．１� ３．２�
５９ ゴ メ ン 牡３鹿 ５６ 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４４－ ４１：４９．５２� １６８．０�
７１４ スズカウラノス 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４６－１４ 〃 アタマ ８．７�
８１５ タイセイモンスター 牡３栗 ５６ 荻野 琢真田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５３２－ ２１：４９．７１� ７７．６�
１２ カシノチョッパー 牡３黒鹿５６ 酒井 学柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４７２＋ ２１：５０．０１� ６７．２�
３６ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ ５４．４	
６１２ サンライズガイア 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４９０＋１８１：５０．２１� １４．３

７１３ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ４１：５０．３� ２４８．３�
５１０ ハートビートボーイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９４－ ２１：５０．４� １３．５
４８ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４＋ ８１：５０．６１� ５．３�
４７ ナムラジャーナル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ ２３７．３�
６１１ ダイキチパワー 牡３栗 ５６ 松田 大作西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５６＋ ２１：５１．０２� ９２．５�
２４ カワキタリュウジン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作川島 吉男氏 増本 豊 新冠 川島牧場 ４５２－ ４１：５１．１クビ １４０．２�
２３ ゴーイングウェイ 牡３芦 ５６ 中舘 英二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４４－ ４ 〃 アタマ ９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，８２２，０００円 複勝： １６，５０７，３００円 枠連： ６，１２４，８００円

馬連： １８，４８８，８００円 馬単： １４，６３５，５００円 ワイド： ９，６９１，８００円

３連複： ２７，４２１，９００円 ３連単： ４３，１０１，８００円 計： １４４，７９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２５０円 複 勝 � １，０８０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－３） ４，２８０円

馬 連 �� ９，５３０円 馬 単 �� ２０，６２０円

ワ イ ド �� ２，３９０円 �� ２，２１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� ８０，５３０円

票 数

単勝票数 計 ８８２２０ 的中 � １６３７（８番人気）
複勝票数 計 １６５０７３ 的中 � ２５２３（１０番人気）� ３５１９９（２番人気）� ３６３４９（１番人気）
枠連票数 計 ６１２４８ 的中 （１－３） １０５８（１９番人気）
馬連票数 計 １８４８８８ 的中 �� １４３２（２７番人気）
馬単票数 計 １４６３５５ 的中 �� ５２４（６１番人気）
ワイド票数 計 ９６９１８ 的中 �� ９０１（２５番人気）�� ９７７（２２番人気）�� １０２２４（１番人気）
３連複票数 計 ２７４２１９ 的中 ��� ２９８２（２０番人気）
３連単票数 計 ４３１０１８ 的中 ��� ３９５（２４２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．５―１３．８―１３．４―１２．７―１２．４―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３１．０―４４．８―５８．２―１：１０．９―１：２３．３―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３
１，３（４，５，１１）（２，６，８，１２，１４）９（７，１０）１３，１６，１５・（１，３，１６）（５，１１）（４，１２，１４）（２，６，９，１０）－（７，８）（１３，１５）

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

勝馬の
紹 介

コウユーサムライ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１１．７．３０ 小倉１１着

２００９．４．６生 牡３栗 母 キサスキサスキサス 母母 アビームバンブー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シンボリエクレール号・ツキミハナミ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　小倉競馬　第１日



０２００３ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ エーシンエムディー 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４５２＋ ４１：０８．６ １．８�

４８ アズマスターフィー 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４７０＋ ６１：０８．８１� ６．８�
１２ コスモティアラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４５０± ０１：０８．９� １１．２�
５９ サクラグロリアス 牡３青鹿５６ 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４８０＋ ８１：０９．０クビ ５１．０�
４７ マイネルドラガン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �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 B４３６＋ ４１：０９．１� ２３．０�
６１１ バートラムガーデン 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ４１：０９．２� ８．３	
８１７ テイエムハエハエ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４１６＋ ４ 〃 ハナ １１３．９

１１ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２２－ ８１：０９．３� １５．２�
２４ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ８．７
２３ メイショウヒショウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４４４－１２１：０９．８３ ２２８．７�
８１６ ローレルイニシオ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４７６＋２４１：１０．０１� ５３．６�
３６ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４３８＋１０ 〃 アタマ ２０７．４�
８１８ レオキングダム 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４５６－ ４１：１０．１クビ ３４．７�
３５ ダイヤモンターニャ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹森山 進氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ９４．０�
５１０ ク ロ ト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 ４３８＋ ２１：１０．７３� ８１．８�
７１４ エスケイティアラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４４２－ ４１：１０．８� ２３１．６�
７１５ オンザクラッグ 牝３鹿 ５４ 松田 大作吉田 和子氏 鈴木 孝志 浦河 鎌田 正嗣 ３９６－ ４１：１１．５４ ２９２．４�
６１２ ア ロ ン グ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人野� 昭夫氏 阿部 新生 日高 浜本牧場 ４４２± ０１：１２．７７ １９７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，８３８，４００円 複勝： ２０，４８８，８００円 枠連： ８，７０５，９００円

馬連： ２３，１２２，２００円 馬単： １８，５１７，７００円 ワイド： １２，５７０，４００円

３連複： ３３，４７１，５００円 ３連単： ５６，８０１，８００円 計： １８７，５１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ５６０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４３０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ５，９２０円

票 数

単勝票数 計 １３８３８４ 的中 � ６１５０９（１番人気）
複勝票数 計 ２０４８８８ 的中 � ７２１１４（１番人気）� ２４６４９（３番人気）� １４５８４（５番人気）
枠連票数 計 ８７０５９ 的中 （４－７） １１５２７（１番人気）
馬連票数 計 ２３１２２２ 的中 �� ２４１６３（２番人気）
馬単票数 計 １８５１７７ 的中 �� １３８３４（２番人気）
ワイド票数 計 １２５７０４ 的中 �� １００１５（２番人気）�� ７３０８（４番人気）�� ２８０５（１１番人気）
３連複票数 計 ３３４７１５ 的中 ��� １１６６２（５番人気）
３連単票数 計 ５６８０１８ 的中 ��� ７０８７（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．６―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンエムディー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．２６ 阪神３着

２００９．４．３生 牝３黒鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス ５戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 トーセンマグナム号の騎手江田照男は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロング号は，平成２４年３月１４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キチロクトップガン号・テンジンローレン号
（非抽選馬） ４頭 カミノビリーヴ号・キョウワエレガント号・シゲルカボス号・スイートネモフィラ号

０２００４ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１０ マウントフジ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム ４２４± ０ ５９．２ １５．６�

５７ � サクラデスティニー 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４８８± ０ ５９．５２ ２．８�
１１ サマーラグーン 牝６青鹿５５ C．デムーロセゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ６．７�

（伊）

８１３ サマーコード 牝５鹿 ５５ 松田 大作石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４４０＋ ２ ５９．８１� ５．０�
２２ アラマサスチール 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４６－ ８ 〃 クビ １０１．３	
８１２ プリンセスネージュ 牝５栗 ５５

５４ ☆松山 弘平林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７２－ ６ ５９．９クビ １１．６

５６ ジョープラチネラ 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ２１：００．２１� ２２．３�
３３ イルドロール 牝６栗 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４８６－ ８ 〃 ハナ ６．９�
４５ ミ ス コ マ チ 牝４黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４４２＋ ２１：００．５１� ５０．４
４４ � エムオーファミリー 牝４栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６４－ ４１：００．７１� １１．５�
６８ インタレスティング 牝５鹿 ５５ 村田 一誠副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４４２－ ４１：００．８� ２１１．２�
７１１� ワンダーソング 牝５鹿 ５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 新ひだか 米田牧場 ４４８－ ６１：０１．１１� ９９．８�
６９ ビップセンノセン 牝４黒鹿 ５４

５３ ☆国分 優作鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４６－ ８１：０１．２� １３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，９３５，０００円 複勝： １８，３５１，５００円 枠連： ７，０８５，０００円

馬連： １９，３２５，２００円 馬単： １４，９００，６００円 ワイド： １１，３８１，４００円

３連複： ３０，７１８，９００円 ３連単： ５０，７４４，８００円 計： １６３，４４２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３６０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（５－７） １，８４０円

馬 連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ５，１３０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １，４６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� ３４，３６０円

票 数

単勝票数 計 １０９３５０ 的中 � ５５３９（８番人気）
複勝票数 計 １８３５１５ 的中 � １０８８０（７番人気）� ３９２１３（１番人気）� ２２５６１（４番人気）
枠連票数 計 ７０８５０ 的中 （５－７） ２８５４（１０番人気）
馬連票数 計 １９３２５２ 的中 �� ６５７８（９番人気）
馬単票数 計 １４９００６ 的中 �� ２１４７（２０番人気）
ワイド票数 計 １１３８１４ 的中 �� ３３９５（１０番人気）�� １７９８（２０番人気）�� ７５８５（２番人気）
３連複票数 計 ３０７１８９ 的中 ��� ５３１１（１０番人気）
３連単票数 計 ５０７４４８ 的中 ��� １０９０（１０５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントフジ �
�
父 Orientate �

�
母父 Most Welcome デビュー ２０１１．１．２２ 小倉１４着

２００８．２．２３生 牝４鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice ９戦１勝 賞金 １１，０３０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２００５ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

７８ エーシングルーオン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５４ ―２：０２．３ ３．９�

１１ メイショウコロンボ 牡３青 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４８２ ― 〃 クビ ９．９�
７７ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３６ ―２：０２．４クビ ５．３�
８１０ キタサンパイロット 牡３鹿 ５６ C．デムーロ�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 ４６２ ―２：０２．７２ ３．４�

（伊）

６６ パレディウム 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８ ―２：０３．２３ ５．３�

４４ ウインサンドロ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 優作�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４４０ ―２：０３．５１� ３３．２	

８９ タツグレート 牡３栗 ５６ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６０ ―２：０４．３５ ９．９


５５ セイウンホウガ 牡３栗 ５６ 上村 洋行西山 茂行氏 橋口弘次郎 日高 メイプルファーム ４７４ ―２：０４．５１� ２３．０�
３３ ロードアーク 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 日高 中川 浩典 ４９６ ―２：０４．８１� ２９．２�
２２ ユニヴァースシチー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 日高 幾千世牧場 ４７４ ―２：０５．７５ ５６．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，０６０，８００円 複勝： １６，１９９，７００円 枠連： ６，５８０，６００円

馬連： １９，５６６，６００円 馬単： １６，２７０，７００円 ワイド： ９，３６５，１００円

３連複： ２７，１４３，２００円 ３連単： ５０，４１０，８００円 計： １５７，５９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，４７０円

馬 連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ４１０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，９００円 ３ 連 単 ��� ２１，２５０円

票 数

単勝票数 計 １２０６０８ 的中 � ２５０１０（２番人気）
複勝票数 計 １６１９９７ 的中 � ２９３９３（２番人気）� １３８６５（６番人気）� ２４６３５（４番人気）
枠連票数 計 ６５８０６ 的中 （１－７） ３３１６（６番人気）
馬連票数 計 １９５６６６ 的中 �� ６０９０（１１番人気）
馬単票数 計 １６２７０７ 的中 �� ２９１７（１９番人気）
ワイド票数 計 ９３６５１ 的中 �� ２５５５（１１番人気）�� ６１５０（４番人気）�� ２１４７（１４番人気）
３連複票数 計 ２７１４３２ 的中 ��� ５１４０（１３番人気）
３連単票数 計 ５０４１０８ 的中 ��� １７５１（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．６―３７．２―５０．６―１：０３．４―１：１５．８―１：２７．９―１：３９．７―１：５１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシングルーオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 キャロルハウス 初出走

２００９．４．３０生 牡３栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※ウインサンドロ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０２００６ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３０．１
２：２８．６

不良

不良

３４ スペシャルイモン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８４± ０２：３７．３ ４．９�

７１２ リンガスアクター 牡６黒鹿５７ C．デムーロ 伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８８＋ ４２：３７．６２ ２７．３�
（伊）

２３ � フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５６ 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋ ８ 〃 ハナ １０．１�
４６ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７６＋１２２：３７．８１� ２７．８�
２２ ゴッドフローラ 牝４芦 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４９４－ ２ 〃 ハナ １３．４�
５９ シルクコスモス 牡５栗 ５７ 村田 一誠有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４８０＋１６ 〃 ハナ ３９．１�
５８ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース	 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５３４－ ２２：３７．９クビ ３５．４

４７ シーズガレット 牝４栗 ５４

５１ ▲森 一馬橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４４－ ４２：３８．１１� １２．７�
８１４ フィルハーマジック 牝４鹿 ５４ 松田 大作�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ３．１�
６１１ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５６

５３ ▲横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋１０２：３８．２クビ １２．０
８１５ シルクマッドネス �５黒鹿５７ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６２± ０２：３８．３� １５３．８�
１１ ゴールドルースター 牡４鹿 ５６ 中舘 英二吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４± ０２：３８．４� １６．０�
３５ イ キ ナ ヤ ツ 牡４栗 ５６ 古川 吉洋北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ １３０．９�
６１０ ウインスカイハイ 牡６青鹿 ５７

５６ ☆国分 優作	ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット B５００＋ ６ 〃 ハナ ２２．６�
７１３ シルクドルフィン 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ２２：３８．８２� ６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１４４，４００円 複勝： １９，９６１，１００円 枠連： ８，２２６，２００円

馬連： ２２，４６１，８００円 馬単： １５，７２９，１００円 ワイド： １３，１９１，３００円

３連複： ３４，７１０，６００円 ３連単： ５２，４１７，４００円 計： １７７，８４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ６００円 � ２８０円 枠 連（３－７） １，２５０円

馬 連 �� ７，０１０円 馬 単 �� ９，３４０円

ワ イ ド �� ２，２９０円 �� １，１００円 �� ３，９７０円

３ 連 複 ��� ２０，０００円 ３ 連 単 ��� １２３，６００円

票 数

単勝票数 計 １１１４４４ 的中 � １８１８９（２番人気）
複勝票数 計 １９９６１１ 的中 � ３１３２２（２番人気）� ７３９０（９番人気）� １８９３４（４番人気）
枠連票数 計 ８２２６２ 的中 （３－７） ４８６５（４番人気）
馬連票数 計 ２２４６１８ 的中 �� ２３６５（２７番人気）
馬単票数 計 １５７２９１ 的中 �� １２４４（３５番人気）
ワイド票数 計 １３１９１３ 的中 �� １４０７（２８番人気）�� ３０４８（８番人気）�� ８００（４７番人気）
３連複票数 計 ３４７１０６ 的中 ��� １２８１（６６番人気）
３連単票数 計 ５２４１７４ 的中 ��� ３１３（３９７番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．２―１３．３―１３．７―１３．３―１３．８―１４．３―１３．５―１３．２―１２．４―１２．１―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�
１３．２―２５．４―３８．７―５２．４―１：０５．７―１：１９．５―１：３３．８―１：４７．３―２：００．５―２：１２．９―２：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．０―３F３６．８
１
�
２（８，１４）９－（１０，７）－（４，５，３）１２（１，６）（１１，１５）－１３・（２，８，１４）（３，１３）（４，９，１０，６）１２（１，５，７，１５）１１

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

勝馬の
紹 介

スペシャルイモン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．８．２ 小倉８着

２００７．４．２１生 牡５鹿 母 アイティレディー 母母 シーズアウーマン ２５戦３勝 賞金 ２６，６００，０００円
〔発走状況・騎手変更〕 リンガスアクター号の騎手勝浦正樹は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，検査のためC．デムーロに変更。検

量のやり直しのため発走時刻１０分遅延。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２００７ １月１４日 曇 良 （２４小倉１）第１日 第７競走 ��１，０００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１２ ナイトフライト 牝４栗 ５４
５３ ☆松山 弘平橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７６－ ８ ５９．３ １２．７�

３３ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５
５４ ☆高倉 稜折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９２－ ６ 〃 ハナ ２０．５�

１１ ベストブルーム 牡５鹿 ５７
５６ ☆国分 優作横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５８－ ４ ５９．５１� ８．８�

５７ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 松田 大作森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４８６＋１２ ５９．６� ２．４�
８１４ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４８０＋ ２１：００．２３� ２１．１�
３４ エーティーショパン 牡６栗 ５７

５４ ▲水口 優也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ５７．３�
４６ � セトノジャーニー 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５１４＋１０１：００．４１ １５．６�
８１３� メ リ ト ゥ ム �７芦 ５７ 丹内 祐次田上 雅春氏 和田正一郎 静内 岡田スタツド B４６６＋１０ 〃 クビ ２８．７	
４５ � サイモンラメール 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８２＋ ２１：００．５� １６５．８


５８ � ゼニスパワー 牡４栗 ５６ 鮫島 良太中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４６４＋ ２１：００．７１� １００．９�
２２ � カシノハクリュウ 牡５芦 ５７ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５５６＋１６１：００．８クビ ５１．０�
６９ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５６ 川須 栄彦広尾レース 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ５．９�
６１０ アップターン 牡４栗 ５６ 柴山 雄一島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８８－ ２１：０１．１１� １３１．５�
７１１ サトノパイレーツ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：０１．２� ４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０６２，５００円 複勝： １４，８３３，１００円 枠連： ７，６６１，９００円

馬連： １９，９２５，７００円 馬単： １６，９８７，８００円 ワイド： １１，５０７，１００円

３連複： ３０，４４９，８００円 ３連単： ５４，１７６，１００円 計： １６６，６０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３７０円 � ６９０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ２，９２０円

馬 連 �� １４，４６０円 馬 単 �� ２９，６４０円

ワ イ ド �� ４，５８０円 �� ２，１８０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ３９，２２０円 ３ 連 単 ��� ２６３，０４０円

票 数

単勝票数 計 １１０６２５ 的中 � ６９１７（５番人気）
複勝票数 計 １４８３３１ 的中 � １１０１６（４番人気）� ５３０９（９番人気）� １０６２３（５番人気）
枠連票数 計 ７６６１９ 的中 （３－７） １９４３（１２番人気）
馬連票数 計 １９９２５７ 的中 �� １０１７（４２番人気）
馬単票数 計 １６９８７８ 的中 �� ４２３（７８番人気）
ワイド票数 計 １１５０７１ 的中 �� ６１２（４３番人気）�� １３０９（２６番人気）�� １１２４（２９番人気）
３連複票数 計 ３０４４９８ 的中 ��� ５７３（１０５番人気）
３連単票数 計 ５４１７６１ 的中 ��� １５２（６１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．３―３５．０―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフライト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Future Storm デビュー ２０１０．１２．１２ 小倉７着

２００８．３．２５生 牝４栗 母 ダウンライトオールライト 母母 Darkest Star １１戦２勝 賞金 １２，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時２０分に変更。
〔騎手変更〕 サイモンラメール号の騎手勝浦正樹は，負傷のため西村太一に変更。
※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） ４頭 イトククリ号・デイブレイク号・ニューユニヴァース号・マックスハナレイ号

０２００８ １月１４日 晴 良 （２４小倉１）第１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）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

６１２ レッドシェリフ 牡４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 ４９２＋１２２：００．５ １０．３�

１２ アンリミテッドピサ 牝４鹿 ５４ 酒井 学市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ ６ 〃 ハナ ５．４�

８１６ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ５．７�
７１５ シーキングフェイム 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４６８－ ２２：００．６� ８．８�
５９ ティボリペガサス 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １８．０�
３６ レオパルドゥス 牡４栗 ５６

５５ ☆国分 優作 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７６－１８２：００．７� １１．９	
２４ � ホワイトミーナ 牝５芦 ５５

５２ ▲西村 太一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ７９．９

３５ キングウェールズ 牡６鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２± ０ 〃 ハナ ３６．８�

１１ メ デ タ シ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４３４± ０２：００．８� ３．３�
７１４ ロードランパート 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７０＋ ４２：００．９クビ ３７．４
７１３ ヴイブラッド 牡４青鹿５６ 荻野 琢真北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４６６－ ４２：０１．０� ４６．３�
５１０ フェイルノート 牡５青鹿５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５２８＋２０ 〃 ハナ １０．５�
８１７ チャーリーポイント 牡５鹿 ５７ 江田 照男木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４８２－１０ 〃 クビ ９９．６�
４７ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５５ 松田 大作飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２２：０１．１� １９８．４�
２３ � パリスブルー 牝５黒鹿５５ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 ４３０－２８２：０１．４１� ３０３．７�
４８ アスールアラテラ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８＋１０２：０２．１４ ２２．６�
８１８� キングロンピーター 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂小林 久義氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 ４２８－ ５２：０３．０５ ４９４．１�

（１７頭）
６１１ アンバーシェード 牡４黒鹿５６ C．デムーロ �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

（伊）

売 得 金

単勝： １４，２９４，７００円 複勝： ２３，７３１，５００円 枠連： １０，６００，９００円

馬連： ２８，０５６，２００円 馬単： １７，１２２，５００円 ワイド： １３，８８５，５００円

３連複： ３７，５３６，７００円 ３連単： ６１，１５８，０００円 計： ２０６，３８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２８０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（１－６） ９４０円

馬 連 �� ２，７３０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １，０３０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ３８，９１０円

票 数

単勝票数 差引計 １４２９４７（返還計 ２８８） 的中 � １１０１０（５番人気）
複勝票数 差引計 ２３７３１５（返還計 ４５６） 的中 � ２００５４（５番人気）� ３３２６６（３番人気）� ３４３３３（２番人気）
枠連票数 差引計 １０６００９（返還計 １２） 的中 （１－６） ８４１２（３番人気）
馬連票数 差引計 ２８０５６２（返還計 １１８０） 的中 �� ７６０１（１１番人気）
馬単票数 差引計 １７１２２５（返還計 ４８８） 的中 �� ２２４４（２３番人気）
ワイド票数 差引計 １３８８５５（返還計 ３５７） 的中 �� ４２１７（７番人気）�� ３２５６（１２番人気）�� ５４０１（５番人気）
３連複票数 差引計 ３７５３６７（返還計 ２４３９） 的中 ��� ５０３２（１３番人気）
３連単票数 差引計 ６１１５８０（返還計 ３７６１） 的中 ��� １１６０（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．６―３５．７―４８．６―１：０１．１―１：１３．５―１：２５．９―１：３７．５―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
１
３
１３，２（１，１２）（３，９，１８）（７，１０）（４，８，１５）（５，１６）（６，１４）１７
１３（２，１２）（１，９，８）（３，１０）（４，７，１８）（６，１５）（５，１６）（１４，１７）

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

勝馬の
紹 介

レッドシェリフ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．９．２０ 阪神７着

２００８．５．８生 牡４栗 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling １３戦２勝 賞金 ２２，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
〔出走取消〕 アンバーシェード号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 フェイルノート号の騎手勝浦正樹は，負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アルファメガハート号・マイネルアウストロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２００９ １月１４日 晴 良 （２４小倉１）第１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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１６ タマモアルプス 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ５２６± ０１：４６．０ ４６．３�

１１ ネオザウイナー 牡４青鹿５６ 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ７１：４６．２１� ５．８�

４８ マイネルラピド 牡４鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８０－ ２１：４６．４１� ２０．４�

３６ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５６
５３ ▲水口 優也西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４８＋ ６１：４６．５� ４０．９�

６１１ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １０．８�

８１５ アイアンラチェット 牡５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 ４９４＋ ２１：４６．６クビ ２３．８�
５１０ ナムラグーテン 牡４栗 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７８＋１２ 〃 クビ ９．６	
５９ アルトゥバン 牡４栗 ５６

５５ ☆国分 優作
ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８６＋ ４１：４６．７� １０．４�
７１４� テーオーマグナム 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：４６．８クビ ４．５�
７１３ エリモミヤビ 牝４栗 ５４

５１ ▲西村 太一山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６６－１０１：４７．０１� ７２．３
１２ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５６ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８０－１０１：４７．２１� ６４．１�
３５ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５２２－ ８１：４７．３クビ ５．４�
４７ ニホンピロララバイ 牡６鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ９．３�
２３ アローベアタキオン 牡６栗 ５７ 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５２０－ ４１：４７．８３ １２．５�
６１２ ヒカルマイデビュー 牡４黒鹿５６ 中舘 英二�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５１６＋１０１：４７．９� ３４．４�
２４ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７

５４ ▲森 一馬内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４７６＋ ６１：４８．７５ ３９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１１１，８００円 複勝： ２５，２８１，０００円 枠連： １１，１６７，７００円

馬連： ３３，３１４，６００円 馬単： ２０，８１３，７００円 ワイド： １６，３９７，６００円

３連複： ４９，３４５，６００円 ３連単： ８２，４３５，３００円 計： ２５２，８６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６３０円 複 勝 � １，４６０円 � ２８０円 � ７９０円 枠 連（１－８） ４，７１０円

馬 連 �� １５，５８０円 馬 単 �� ４１，３００円

ワ イ ド �� ４，６５０円 �� ８，６６０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ９３，１４０円 ３ 連 単 ��� ６７５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １４１１１８ 的中 � ２４０５（１３番人気）
複勝票数 計 ２５２８１０ 的中 � ４１０６（１５番人気）� ２７５０５（３番人気）� ７９９８（９番人気）
枠連票数 計 １１１６７７ 的中 （１－８） １７５３（２３番人気）
馬連票数 計 ３３３１４６ 的中 �� １５７９（５４番人気）
馬単票数 計 ２０８１３７ 的中 �� ３７２（１３５番人気）
ワイド票数 計 １６３９７６ 的中 �� ８６５（５５番人気）�� ４６１（８５番人気）�� １８４０（３１番人気）
３連複票数 計 ４９３４５６ 的中 ��� ３９１（２６１番人気）
３連単票数 計 ８２４３５３ 的中 ��� ９０（１７１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―３０．０―４３．１―５５．８―１：０８．５―１：２１．１―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．５
１
３
１６（６，１２）（９，１５）（１，１４）（５，８，１３）（７，１０）（１１，３）（２，４）・（１６，１２）（６，１５）（９，１４）（１，８，１３，３）（５，７，１０）－１１，４，２

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

勝馬の
紹 介

タマモアルプス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．３０ 札幌３着

２００７．４．１３生 牡５黒鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク ９戦３勝 賞金 ２５，８７８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

０２０１０ １月１４日 晴 良 （２４小倉１）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�ネ モ フ ィ ラ 賞

発走１４時５０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１０ ビービージャパン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４７２＋ ２１：４８．８ ３１．２�

４４ ドリームキャプテン 牡３青鹿５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 ４６８＋１２１：４９．１２ ３．８�
５５ メイショウダビンチ 牡３鹿 ５６ 松田 大作松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６８＋ ４１：４９．２� ５．０�
１１ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ C．デムーロ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ４９８－１０１：４９．３� １１．７�

（伊）

３３ メイショウデビッド 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 ４６４－ ２１：４９．５１� ５９．６	
６６ タガノキャンドル 牝３黒鹿５４ 国分 優作八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２２± ０ 〃 アタマ ２．１

２２ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４４２－ ４ 〃 クビ １８．５�
７７ マイネアルナイル 牝３青鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０１：４９．８１� １２．５�
７８ トップキックス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦�コオロ 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４５２＋２４１：５０．５４ ３６．７
８９ 	 シゲルクルミ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４５８－ ６１：５１．１３� １３５．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，９４５，８００円 複勝： ２７，６９５，２００円 枠連： １０，０００，２００円

馬連： ４１，１３６，６００円 馬単： ３１，０８８，５００円 ワイド： １８，５０４，９００円

３連複： ５２，３０６，９００円 ３連単： １２４，８９３，２００円 計： ３２５，５７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１２０円 複 勝 � ４１０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（４－８） ４，４６０円

馬 連 �� ５，１４０円 馬 単 �� １１，７００円

ワ イ ド �� １，４８０円 �� １，４３０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ７，０７０円 ３ 連 単 ��� ７０，６３０円

票 数

単勝票数 計 １９９４５８ 的中 � ５０４６（７番人気）
複勝票数 計 ２７６９５２ 的中 � １３３１７（７番人気）� ５９０００（２番人気）� ４５３３８（３番人気）
枠連票数 計 １００００２ 的中 （４－８） １６５７（１６番人気）
馬連票数 計 ４１１３６６ 的中 �� ５９０７（１７番人気）
馬単票数 計 ３１０８８５ 的中 �� １９６１（３４番人気）
ワイド票数 計 １８５０４９ 的中 �� ２９２１（１６番人気）�� ３０１３（１５番人気）�� １３１１２（３番人気）
３連複票数 計 ５２３０６９ 的中 ��� ５４６２（２２番人気）
３連単票数 計１２４８９３２ 的中 ��� １３０５（１８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．９―１２．７―１２．７―１２．０―１１．６―１１．４―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．３―５０．０―１：０２．７―１：１４．７―１：２６．３―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．１
１
３
１０（１，４）（６，９）５，２（３，８）７
１０（１，４，９，２）（５，６）７（３，８）

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

勝馬の
紹 介

ビービージャパン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．７．２４ 新潟６着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 ホシノアマゾネス 母母 プリンセスプレーン ５戦２勝 賞金 １４，４８８，０００円
〔騎手変更〕 メイショウダビンチ号の騎手勝浦正樹は，負傷のため松田大作に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０１１ １月１４日 晴 良 （２４小倉１）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�

す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５１０ シャイニーホーク 牡４栗 ５６ C．デムーロ 小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１６－ ６１：０７．８ ３．０�
（伊）

２４ タ バ ル ナ 牡５鹿 ５７ 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 ４７２－ ４１：０８．１１� １０．７�
４８ アルーリングライフ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－１４ 〃 ハナ １１．５�
１１ メイショウツガル 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ７．５�
３５ ビットスターダム 牡４芦 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １４．２�
２３ メイショウサバト 牝５黒鹿５５ 松田 大作松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４７０＋ ２１：０８．２� １９．８	
５９ 	 シチリアーナ 牝７黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６２－ ２１：０８．３� １１６．５

６１２ サンライズイーグル 牡４黒鹿５６ 高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４１：０８．４� ７．１�
３６ ダノンプログラマー 
６青鹿５７ 大野 拓弥�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム ４６６＋ ８１：０８．６１� ２４．８
８１８� フレッドバローズ 
６鹿 ５７ 丸田 恭介猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１０－１０１：０９．０２� ２８．８�
６１１ ミスターマスタード 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５６± ０ 〃 クビ １４．８�
１２ クラッカージャック 牡８鹿 ５７ 黛 弘人齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９６＋２０ 〃 ハナ ２１３．０�
７１３ トップルビー 牝４黒鹿５４ 鮫島 良太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ８１：０９．２１ ４３．５�
４７ ビューティバラード 牝４栗 ５４ 野元 昭嘉林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２６＋ ２１：０９．３� １６０．３�
７１５ ハ ピ シ ン 牝４黒鹿５４ 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４６２＋ ２１：０９．４� １５．１�
８１７ キョウエイアシュラ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６４－ ８１：０９．５� １２．０�
７１４� フィールドチャペル 牡６青 ５７ 松山 弘平地田 勝三氏 藤岡 範士 米 CandyLand ４９６± ０１：０９．７１� ３３４．４�
８１６ ヴンダーゾンネ 牝６栗 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ５００± ０１：０９．９１� ６４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，２１９，１００円 複勝： ４７，１６８，４００円 枠連： ３４，３６７，７００円

馬連： １１２，９７９，６００円 馬単： ６２，５４８，２００円 ワイド： ４２，８４５，８００円

３連複： １６８，０６０，８００円 ３連単： ２７８，８７２，４００円 計： ７７５，０６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � ３８０円 枠 連（２－５） １，０２０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ９８０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ７，１３０円 ３ 連 単 ��� ２８，０００円

票 数

単勝票数 計 ２８２１９１ 的中 � ７４５８５（１番人気）
複勝票数 計 ４７１６８４ 的中 � ９７８９３（１番人気）� ３９３８２（４番人気）� ２７４２４（８番人気）
枠連票数 計 ３４３６７７ 的中 （２－５） ２４９６８（２番人気）
馬連票数 計１１２９７９６ 的中 �� ４６８４６（３番人気）
馬単票数 計 ６２５４８２ 的中 �� １６７３３（３番人気）
ワイド票数 計 ４２８４５８ 的中 �� １３８４２（３番人気）�� １０８２２（６番人気）�� ５７５３（２５番人気）
３連複票数 計１６８０６０８ 的中 ��� １７４０８（１６番人気）
３連単票数 計２７８８７２４ 的中 ��� ７３５２（３３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．２―１１．１―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４５．５―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．５
３ ・（１１，７）（１２，１０）（１，５，９，１６）（３，８，１４，１５，１８）（２，６，１３）４－１７ ４ ・（１１，７，１２，１０）（１，５，９）（３，８）（１６，１８）（２，４，１４，１５）（６，１３）１７

勝馬の
紹 介

シャイニーホーク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都２着

２００８．３．１０生 牡４栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン １１戦３勝 賞金 ４６，９２３，０００円
〔騎手変更〕 フレッドバローズ号の騎手勝浦正樹は，負傷のため丸田恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マヤフィオーレ号
（非抽選馬） ２頭 アルーリングムーン号・ニジブルーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０２０１２ １月１４日 晴 良 （２４小倉１）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�

が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走１６時００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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５６ C．デムーロ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９４＋２０１：０８．１ ９．２�
（伊）

２３ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４０＋ ２ 〃 クビ ３．４�
１２ シエラデルタ 牡５黒鹿５７ 松田 大作山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５８± ０１：０８．３１� １４．０�
５１０ メイショウセトウチ 牡４鹿 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５８＋ ６１：０８．４� ９．１�
２４ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５６ 江田 照男四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３８＋ ８１：０８．５� ３０．４�
３５ デ ィ オ ー サ 牝５青鹿５５ 大野 拓弥伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 B４７０－ ２ 〃 ハナ ６．６�
８１８ フラムドール 牝５栗 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：０８．７１ ５６．６�
７１４ キャロルロゼ 牝５鹿 ５５ 西村 太一	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ８２．５

６１１ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４８６－ ８ 〃 ハナ ２１．６�
６１２ アイムヒアー 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 	三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６４＋１０ 〃 クビ ４．３�
３６ サクラライジング 牡４鹿 ５６ 松山 弘平さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６４＋ ６１：０８．８� ３０．０�
１１ テングジョウ 牝７鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６± ０１：０８．９� ４９．１�
４８ バトルレッド 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４７４－ ６ 〃 クビ １８．２�
４７ ヒカリゴールド 牡４黒鹿５６ 川須 栄彦ヒカリクラブ 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４６６＋１６１：０９．０� １００．９�
７１５ マイネエレーナ 牝４鹿 ５４ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ６ 〃 同着 ３１．６�
８１６ ブラウンマシーン 牡４鹿 ５６ 酒井 学キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４７２± ０１：０９．１� ８０．９�
８１７ バトルデーオ 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３２＋ ７１：０９．５２� ２５３．３�
７１３ エイシンフェアリー 牝６栗 ５５ 上村 洋行平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム B４４６－１２１：０９．７１� ５８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５８６，２００円 複勝： ４１，４３９，４００円 枠連： ２２，２８０，１００円

馬連： ６５，５９２，５００円 馬単： ４１，０７５，２００円 ワイド： ３０，６８２，８００円

３連複： ９８，２７６，８００円 ３連単： １６８，３６９，４００円 計： ４９３，３０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（２－５） ９１０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ２，０９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� ３７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２５５８６２ 的中 � ２１９６５（５番人気）
複勝票数 計 ４１４３９４ 的中 � ３１２９８（５番人気）� ８６３３６（１番人気）� ２８９５６（６番人気）
枠連票数 計 ２２２８０１ 的中 （２－５） １８１８４（３番人気）
馬連票数 計 ６５５９２５ 的中 �� ２２０５７（８番人気）
馬単票数 計 ４１０７５２ 的中 �� ６０７８（１６番人気）
ワイド票数 計 ３０６８２８ 的中 �� １０７９２（６番人気）�� ３４３８（２２番人気）�� １２１７２（３番人気）
３連複票数 計 ９８２７６８ 的中 ��� １２７３７（１２番人気）
３連単票数 計１６８３６９４ 的中 ��� ３３５２（８６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．５―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―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４F４５．７―３F３４．４
３ １１，１２（３，１７）（６，１６）（２，５，７，９）１０（１，８，１４）（４，１３）（１８，１５） ４ １１，１２（３，１７，９）（６，１６）（２，５）（７，１０，１４）（１，４）（１８，８）１３，１５

勝馬の
紹 介

カイシュウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．９．４ 札幌１着

２００８．４．２３生 牡４青鹿 母 マヤノイシス 母母 スペースジエツト １２戦２勝 賞金 ２９，０３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ディオーサ号の騎手勝浦正樹は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔その他〕 ディオーサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ディオーサ号は，平成２４年２月１４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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 オマワリサン号・ショウナンアトム号・シルクマイベスト号・シンボリマルセイユ号・トロピカルマドンナ号・

フジマサオーシャン号・マックスストレイン号・メジロガストン号・ヤマニンファンシー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４小倉１）第１日 １月１４日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 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

１６０，５８０，０００円
６，２２０，０００円
１，６６０，０００円
１４，５８０，０００円
５９，７１８，５００円
４，６５４，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
１７７，６７４，４００円
２８６，７９４，５００円
１３８，７９６，２００円
４２２，７９１，３００円
２８４，１５４，１００円
２００，５８７，８００円
６１９，２５５，７００円
１，０６８，０７４，３００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 ３，１９８，１２８，３００円

総入場人員 ４，７６０名 （有料入場人員 ４，２７５名）


