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０２０３７ １月２２日 小雨 稍重 （２４小倉１）第４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）

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

５８ メイショウフォロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４８０＋ ４ ５８．６ ３．４�

７１１ ザゲームイズオン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２ ５９．５５ ４．１�
６１０ ベ ク ト ル 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 ５３０－ ８ ５９．７１� ６．１�

（伊）

４６ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 ４５４± ０１：００．０１� ４４．９�

３３ テイエムタイホー 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４７４＋１０１：００．３１� １０．５�

４５ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４３８－ ８１：００．５１� ４１．９�
２２ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 黛 弘人福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６－１０１：００．６クビ １４８．５	
７１２ キョウワカンパネラ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７０＋ ２１：００．８１� ５９．３

６９ カシノベイブレード 牝３青鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド ４７４－ ６１：０１．０１� １９９．５�
８１４ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７２＋１８１：０１．１クビ ８５．０�
８１３ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２－ ８１：０１．３１� ２０．６
３４ テ ア ト ゥ ロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４６６－ ６１：０１．４� １９０．１�
５７ ホワイトフェイス 牡３鹿 ５６ 幸 英明久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４４０－ ６１：０１．７１� １２．２�
１１ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５６ 中舘 英二瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４６８－ ２１：０１．８� ４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，６８１，８００円 複勝： １７，０７４，３００円 枠連： ６，２９７，５００円

馬連： ２２，７７０，４００円 馬単： １８，０７６，５００円 ワイド： １１，００１，４００円

３連複： ３７，０５６，３００円 ３連単： ５５，９７６，９００円 計： １７６，９３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－７） ５６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ６，５８０円

票 数

単勝票数 計 ８６８１８ 的中 � ２０４２８（１番人気）
複勝票数 計 １７０７４３ 的中 � ４５７６７（１番人気）� ３６４５９（２番人気）� １７８０７（４番人気）
枠連票数 計 ６２９７５ 的中 （５－７） ８３１７（１番人気）
馬連票数 計 ２２７７０４ 的中 �� ２４３３４（１番人気）
馬単票数 計 １８０７６５ 的中 �� １１１８９（１番人気）
ワイド票数 計 １１００１４ 的中 �� １１２７５（１番人気）�� ６３３２（４番人気）�� ５７８１（５番人気）
３連複票数 計 ３７０５６３ 的中 ��� ２３４９５（２番人気）
３連単票数 計 ５５９７６９ 的中 ��� ６２８２（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．８―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．７―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフォロー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シャーディー デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神６着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 ココニサチアリ 母母 マ リ キ ー タ 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 カシノレインボー号・ダイキチパワー号
※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。

０２０３８ １月２２日 小雨 稍重 （２４小倉１）第４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

３４ ハ ヤ ブ サ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４５２－ ６１：４６．２ １．８�

１１ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６
５３ ▲菅原 隆一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４８６＋ ４１：４６．４１� ４１．４�

７１１ ホットニュース 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：４６．５� ３５．８�
（伊）

６１０ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８０＋ １１：４６．８２ ４４．０�
２２ ツキミハナミ 牡３芦 ５６

５５ ☆松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６６＋ ８１：４７．０１� ５．５�
４５ ゴーゴークリス 牡３青鹿５６ 幸 英明加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４６０± ０１：４７．１� ７．７�
５７ サンライズマハティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－ ２１：４７．３１� １３．１�
５８ ラッシュパワー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也中西 功氏 柴田 光陽 新冠 杉山 義行 ５１０－１２１：４７．５� ３９０．７	
６９ キングオブセイント 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４８６－１２１：４８．０３ １０５．１

８１３ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １０．９�
８１４ スリーキングス 牡３栗 ５６ 松田 大作永井商事� 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：４９．１７ １９．７
４６ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８８＋１６１：４９．２� １７．８�
３３ ウィズインサンデイ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 有限会社
松田牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ ７５．１�

７１２ イ チ リ ヅ カ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮江川 伸夫氏 矢野 照正 浦河 昭和牧場 ４２４± ０１：４９．８３� ３５４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５５８，８００円 複勝： １６，４７３，９００円 枠連： ６，８８９，６００円

馬連： ２０，３０７，５００円 馬単： １７，７６９，７００円 ワイド： １０，９５８，４００円

３連複： ３０，２７２，５００円 ３連単： ５１，０１２，１００円 計： １６４，２４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ５６０円 � ６５０円 枠 連（１－３） ２，８００円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １，１００円 �� ９，３６０円

３ 連 複 ��� ２１，７８０円 ３ 連 単 ��� ７１，７１０円

票 数

単勝票数 計 １０５５８８ 的中 � ４７９０１（１番人気）
複勝票数 計 １６４７３９ 的中 � ６５２６７（１番人気）� ５２０７（８番人気）� ４３４１（１０番人気）
枠連票数 計 ６８８９６ 的中 （１－３） １８１８（１０番人気）
馬連票数 計 ２０３０７５ 的中 �� ６６２６（８番人気）
馬単票数 計 １７７６９７ 的中 �� ３６１７（１０番人気）
ワイド票数 計 １０９５８４ 的中 �� ３４１６（８番人気）�� ２５００（１１番人気）�� ２７４（５７番人気）
３連複票数 計 ３０２７２５ 的中 ��� １０２６（５９番人気）
３連単票数 計 ５１０１２１ 的中 ��� ５２５（２１０番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．３―１２．６―１２．５―１２．５―１２．７―１３．３―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．９―２９．２―４１．８―５４．３―１：０６．８―１：１９．５―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ブ サ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エアダブリン デビュー ２０１１．９．１１ 札幌６着

２００９．３．１生 牡３鹿 母 フ ジ リ ュ ー 母母 サリーキーストン ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔騎手変更〕 クロコサイレンス号の騎手古川吉洋は，第３日第４競走での落馬負傷のため野元昭嘉に変更。
〔制裁〕 モンテビアンコ号の騎手菅原隆一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番・１０番への進路影

響）
※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４日



０２０３９ １月２２日 雨 良 （２４小倉１）第４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

１２ ジャストザブレイン 牡３鹿 ５６ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６４－ ２１：０９．２ ５．１�

７１５ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４６０＋ ４１：０９．５１� ２．３�
６１１ ヤマニンメンヒル 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４４４－ ４ 〃 クビ ３７．３�
８１６ トーセンムンク 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５０－１０１：０９．６クビ １９．３�
３６ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５４＋ ４１：０９．７� ６．６�
８１７ タガノリバレンス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２± ０ 〃 クビ １６．０	
４８ ベスタルキュート 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４５０－１８１：０９．９１� ２２０．８


５９ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５６－ ６ 〃 ハナ １０．６�
４７ ツインピークス 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ４７８－１０１：１０．３２� １６６．８
５１０ スイートネモフィラ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ４８６－１２ 〃 クビ ７１．３�
７１４ テンジンローレン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 B４１０＋ ６１：１０．４クビ ２５２．７�
１１ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４０６－１０ 〃 ハナ １３．７�
２３ テイエムワカタカ 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４７２＋１６１：１０．８２� ２６８．４�
３５ キリシマキセキ 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ２７５．８�
６１２ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４１８－２８１：１１．１１� ３６．７�
８１８ マ テ ル ナ 牝３栗 ５４ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４６０＋ ８１：１１．４１� １１８．０�
２４ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３８－ ８１：１１．７２ １０．７�
７１３ キチロクトップガン 牝３栗 ５４ 伊藤 工真山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 小河 豊水 B４０６＋ ２１：１１．９１� ４１４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，６３２，７００円 複勝： ２０，８６５，９００円 枠連： ９，７９５，６００円

馬連： ２６，３２３，８００円 馬単： １９，３５０，７００円 ワイド： １３，０６６，３００円

３連複： ３７，３１５，８００円 ３連単： ５９，０５３，６００円 計： １９８，４０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ６４０円 枠 連（１－７） ５８０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２，３９０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ６，２３０円 ３ 連 単 ��� ３２，０７０円

票 数

単勝票数 計 １２６３２７ 的中 � １９７０４（２番人気）
複勝票数 計 ２０８６５９ 的中 � ３７８８４（２番人気）� ５４４３６（１番人気）� ５４３４（９番人気）
枠連票数 計 ９７９５６ 的中 （１－７） １２４７０（１番人気）
馬連票数 計 ２６３２３８ 的中 �� ２９７９１（１番人気）
馬単票数 計 １９３５０７ 的中 �� ９１２３（４番人気）
ワイド票数 計 １３０６６３ 的中 �� １１８８３（１番人気）�� １２２６（２６番人気）�� ２１８６（１６番人気）
３連複票数 計 ３７３１５８ 的中 ��� ４４２５（２１番人気）
３連単票数 計 ５９０５３６ 的中 ��� １３５９（９２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．５―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．４―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストザブレイン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Most Welcome デビュー ２０１１．６．２５ 阪神１０着

２００９．２．６生 牡３鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice ７戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キョウワエレガント号・センパーフィデリス号
（非抽選馬） １頭 ビップヴィットリオ号

０２０４０ １月２２日 雨 重 （２４小倉１）第４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）

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

５８ ダノンフリーデン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２＋ ４ ５７．９ １６．６�

５７ シルクアイリス 牝４黒鹿５４ 川須 栄彦有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４６０± ０ ５８．０� １２．２�
４５ � サクラフェニックス 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３４＋１０ 〃 クビ ２．９�
８１４ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４７６＋１０ ５８．３１� ３３．６�
６９ エヴァンブルー 牡４黒鹿５６ 幸 英明 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ６．０�
７１２� ア シ ュ ア 牡５鹿 ５７ 村田 一誠鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 B５１０－ ４ ５８．５１ ２７．０�
３３ ドリームクレド 牡４栗 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４６８－ ６ 〃 アタマ １５．７	
１１ � ジャカランダテラス 牝５鹿 ５５ C．デムーロ 吉田 千津氏 笹田 和秀 豪

Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４３８± ０ 〃 クビ ３．９

（伊）

３４ � ワンダーサイクロン 牝４栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４８２－ ５ ５８．６� ５７．６�
８１３� シンビオシス 	５青鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７６－ ２ ５８．８１
 １０．６�
４６ カリズマアゲン 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B４８６－ ４ ５８．９� １０８．５
６１０ コスモセレクト 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 日高 若林 武雄 ５００± ０ 〃 ハナ １８．８�
２２ � トレノソルーテ 	６鹿 ５７ 伊藤 工真戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５４４＋１４ ５９．２１� ７９．７�
７１１ ロイヤルネイチャー 牝４鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２４＋ ４ ５９．５１� ４２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，０６５，５００円 複勝： １７，６２４，３００円 枠連： ８，４７８，３００円

馬連： ２３，５０２，７００円 馬単： １８，６７８，２００円 ワイド： １２，７０７，２００円

３連複： ３５，５０２，７００円 ３連単： ５５，７３４，３００円 計： １８５，２９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ３５０円 � ３３０円 � １５０円 枠 連（５－５） ８，５６０円

馬 連 �� ７，２３０円 馬 単 �� １０，６２０円

ワ イ ド �� ２，１４０円 �� ７００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ６２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １３０６５５ 的中 � ６２１４（７番人気）
複勝票数 計 １７６２４３ 的中 � １１２８４（６番人気）� １２１４４（５番人気）� ４１６０８（１番人気）
枠連票数 計 ８４７８３ 的中 （５－５） ７３１（２５番人気）
馬連票数 計 ２３５０２７ 的中 �� ２４０２（２８番人気）
馬単票数 計 １８６７８２ 的中 �� １２９８（４２番人気）
ワイド票数 計 １２７０７２ 的中 �� １３８５（２９番人気）�� ４５５７（６番人気）�� ５２２３（４番人気）
３連複票数 計 ３５５０２７ 的中 ��� ４４９８（１５番人気）
３連単票数 計 ５５７３４３ 的中 ��� ６６２（２０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフリーデン �
�
父 Pivotal �

�
母父 Night Shift デビュー ２００９．１２．１３ 阪神６着

２００７．２．１７生 牡５鹿 母 フォーチュン 母母 Happy Landing ７戦１勝 賞金 １１，２５０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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 シゲルカイチョウ号
（非抽選馬） １頭 ニシノショータイム号
※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。



０２０４１ １月２２日 雨 稍重 （２４小倉１）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）

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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ ノ ー ブ リ ー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７２ ―１：５２．０ ６．３�

３６ スターマイン 牡３青 ５６ 吉田 隼人�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２ ―１：５２．２１� ３．９�
８１６ ヴァリディオル 牝３鹿 ５４ 松田 大作 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８ ―１：５２．３� ６．２�
７１３ マテリアルガール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平山上 和良氏 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 ４３４ ― 〃 アタマ １７．２�
４８ エーシンデューク 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 ４８８ ―１：５２．５� １１．１�
２４ タマモショパン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４９４ ― 〃 クビ １４．２	
４７ ヤマニンブリス 牡３黒鹿５６ C．デムーロ 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４ ―１：５２．６クビ ９．１


（伊）

５９ � イグザクトリーユー 牝３黒鹿５２ 川須 栄彦飯田 正剛氏 小崎 憲 豪 Arrowfield
Group Pty Ltd ４４０ ―１：５２．７� １４．２�

７１４ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：５２．８� ６２．８�
６１１ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 村田 一誠永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４９４ ―１：５３．５４ ２８．７
６１２ マイネルマイティ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 天羽牧場 ５４６ ―１：５３．７１� ５．７�
２３ メイショウジプシー 牡３栗 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 ４３４ ―１：５３．９１ １０９．０�
８１５ デュラブルバイオ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作バイオ� 清水 出美 日高 賀張三浦牧場 ５０２ ―１：５４．２２ １１４．１�
５１０ カノヤコダマ �３青 ５６ 安藤 光彰神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 ４５０ ―１：５６．６大差 ８９．６�
３５ トップアトラス 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 日高 日西牧場 ４６４ ― （競走中止） ５９．０�
１２ ドラゴンハート 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岩� 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ５２０ ― （競走中止） ９６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４１８，２００円 複勝： １７，７９１，１００円 枠連： ９，９３３，０００円

馬連： ２４，２５４，６００円 馬単： １７，６０３，５００円 ワイド： １１，１３７，２００円

３連複： ３６，１５６，９００円 ３連単： ５３，７３５，５００円 計： １８２，０３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（１－３） １，８２０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ９４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １５，１６０円

票 数

単勝票数 計 １１４１８２ 的中 � １４３８０（４番人気）
複勝票数 計 １７７９１１ 的中 � ２０１４７（３番人気）� ２８４２９（２番人気）� ２００８２（４番人気）
枠連票数 計 ９９３３０ 的中 （１－３） ４０２８（９番人気）
馬連票数 計 ２４２５４６ 的中 �� １３３３２（２番人気）
馬単票数 計 １７６０３５ 的中 �� ３９６２（７番人気）
ワイド票数 計 １１１３７２ 的中 �� ５２４０（２番人気）�� ２８１６（１０番人気）�� ４８９１（３番人気）
３連複票数 計 ３６１５６９ 的中 ��� １１０７８（３番人気）
３連単票数 計 ５３７３５５ 的中 ��� ２６１６（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１３．２―１３．５―１２．６―１２．６―１２．０―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．６―５１．１―１：０３．７―１：１６．３―１：２８．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
１
３

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

２
４

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

ノ ー ブ リ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００９．５．９生 牡３鹿 母 ウメノファイバー 母母 ウメノローザ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 タマモショパン号の騎手古川吉洋は，第３日第４競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
〔競走中止〕 ドラゴンハート号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため２コーナーで競走中止。

トップアトラス号は，向正面で，競走を中止した「ドラゴンハート」号の影響を受けたため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スイートガガ号・ファシネートダイア号
※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。

０２０４２ １月２２日 雨 稍重 （２４小倉１）第４日 第６競走 ２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分（番組第９競走を順序変更） （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

２：３８．１
２：３７．４

良

良

３３ バンダムラディウス 牡４栃栗５６ 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６０＋１０２：４３．２ ６．１�

４４ ウインシュールマン 牡６青 ５７ C．デムーロ�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４３８＋ ４２：４３．６２� ２．１�
（伊）

５５ オールターゲット 牡６栗 ５７ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４７２＋１０２：４３．７� ７．２�
６６ ダイコウヒョウ 牡４鹿 ５６ 江田 照男小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６２－ ２２：４４．０２ ３０．２�
７７ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５６ 吉田 隼人小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３２－ ４２：４４．１� ４．２�
２２ トーセンマルゴー 牡６鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平島川 	哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２± ０２：４４．３１ ２９．８

１１ ダンシングムーン �５鹿 ５７ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４４８－１８ 〃 クビ ８．３�
８８ � クリノビッグスカイ 牝５黒鹿５５ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４５８＋ ４２：４４．８３ ２１．０�

（８頭）

売 得 金

単勝： １３，８１９，４００円 複勝： １４，１０２，２００円 枠連： 発売なし

馬連： ２１，１１１，５００円 馬単： １９，０１３，４００円 ワイド： ９，７３６，０００円

３連複： ２７，６３７，０００円 ３連単： ７５，１１４，１００円 計： １８０，５３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ４８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ５，５１０円

票 数

単勝票数 計 １３８１９４ 的中 � １７８６３（３番人気）
複勝票数 計 １４１０２２ 的中 � １６９２８（５番人気）� ３６４６２（１番人気）� ２２０１４（３番人気）
馬連票数 計 ２１１１１５ 的中 �� ２５５１２（３番人気）
馬単票数 計 １９０１３４ 的中 �� ７３５２（７番人気）
ワイド票数 計 ９７３６０ 的中 �� １０５９９（３番人気）�� ４１９２（９番人気）�� １４７１３（１番人気）
３連複票数 計 ２７６３７０ 的中 ��� ２６２３１（２番人気）
３連単票数 計 ７５１１４１ 的中 ��� １００７５（１７番人気）

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

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�
１３．２―２５．２―３８．１―５１．１―１：０３．１―１：１５．８―１：２９．３―１：４２．３―１：５４．３―２：０６．２―２：１８．３―２：３０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．９―３F３７．０
１
�
６，５－８（３，４）（１，２）＝７・（６，５）（４，１）（３，２）（８，７）

２
�
６，５－（８，４）（３，１，２）＝７・（６，５）４，３－（１，７）（８，２）

勝馬の
紹 介

バンダムラディウス 
�
父 デュランダル 

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．５．１５ 東京６着

２００８．３．３１生 牡４栃栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム ６戦２勝 賞金 １５，１４０，０００円
※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。



０２０４３ １月２２日 雨 重 （２４小倉１）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（番組第６競走を順序変更） （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

４７ リリーファイアー 牡４鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００± ０１：４２．８ ２．９�

４６ ハ ル カ フ ジ 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４６６－ ６１：４３．７５ ３５．９�
１１ メイショウリバー 牡７鹿 ５７ 中舘 英二松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８２± ０１：４３．９１ ３３．６�
８１４ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５６ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９８－ ８１：４４．０クビ ７４．７�
７１２ リアルアヴェニュー 牡５鹿 ５７ C．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５３２－ ２ 〃 アタマ ３．１�

（伊）

６１１ ヒルトップシーン 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ １５．８�

６１０ ザクリエイション 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１０－１２ 〃 アタマ １３．０	
８１５ マイネルレガーロ 牡５黒鹿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 ５２８＋ ２ 〃 アタマ ６．８�
３５ � コーリングオブラブ 牝５栗 ５５

５４ ☆国分 優作飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 B４５６－１４ 〃 アタマ ６８．１�
５９ オズフェスト 牡４芦 ５６ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 B５１２＋１６１：４４．２１� １１．７
７１３ ケイアイアレス 牡４栗 ５６ 村田 一誠 
啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７４＋ ３１：４４．３クビ １３２．０�
５８ グランデワイルド 牡５栗 ５７ 丸田 恭介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－１０１：４４．５１� ４４．６�
２３ � ナカヨキコト 牝６鹿 ５５

５２ ▲横山 和生江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４３４－ ４１：４４．７１� ２０７．６�
２２ メイショウテッペイ 牡７鹿 ５７

５４ ▲森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 日の出牧場 ５３４＋ ６１：４５．７６ ７５．１�
３４ レッフェルン 牡４栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B４８８＋ ８１：４６．０１� １１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５８８，９００円 複勝： ２０，１３９，４００円 枠連： ８，０３９，７００円

馬連： ２６，３６３，０００円 馬単： １９，９４０，５００円 ワイド： １２，８７７，８００円

３連複： ３８，３８２，８００円 ３連単： ６２，０６８，４００円 計： ２００，４００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ６９０円 � ５５０円 枠 連（４－４） ４，３６０円

馬 連 �� ５，３８０円 馬 単 �� ８，７８０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １，６５０円 �� ５，２９０円

３ 連 複 ��� ３０，１４０円 ３ 連 単 ��� １２５，１６０円

票 数

単勝票数 計 １２５８８９ 的中 � ３４６０５（１番人気）
複勝票数 計 ２０１３９４ 的中 � ４８１９６（１番人気）� ６１１０（９番人気）� ８００３（８番人気）
枠連票数 計 ８０３９７ 的中 （４－４） １３６３（１８番人気）
馬連票数 計 ２６３６３０ 的中 �� ３６１９（２０番人気）
馬単票数 計 １９９４０５ 的中 �� １６７７（２９番人気）
ワイド票数 計 １２８７７８ 的中 �� ２１６０（１８番人気）�� １９３８（２０番人気）�� ５８６（４７番人気）
３連複票数 計 ３８３８２８ 的中 ��� ９４０（９１番人気）
３連単票数 計 ６２０６８４ 的中 ��� ３６６（３６９番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１２．０―１２．７―１２．０―１１．９―１２．３―１２．１―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．７―４２．４―５４．４―１：０６．３―１：１８．６―１：３０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．５
１
３
７（８，９）（２，６，４，１０，１５）－１１（３，１２）１３（５，１４）－１
７（９，１５）８（６，１０，１）（４，１２，１１）（２，３，１３）（５，１４）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リリーファイアー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２０１０．８．２２ 小倉３着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation １６戦２勝 賞金 ２８，７２０，０００円
〔制裁〕 レッフェルン号の騎手杉原誠人は，１コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて過怠金

５０，０００円。（６番・１０番への進路影響）
※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。

０２０４４ １月２２日 雨 稍重 （２４小倉１）第４日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分（番組第７競走を順序変更） （芝・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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ シュプリームギフト 牝４青鹿５４ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：０９．９ ８．２�

７１４ オモイデサクラ 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲西村 太一�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４９０－ ２１：１０．１１� ３．８�

４８ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３４± ０１：１０．２� ４．５�
７１５� ペプチドパラス 牝４鹿 ５４ 安藤 光彰沼川 一彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４４０＋ ８１：１０．３クビ １８１．９�
１２ グァンタナメラ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５６－ ４１：１０．４� ４．９�
８１８ マキハタピンナップ 牝５青鹿５５ 鮫島 良太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４６２＋ ８１：１０．６１� ５３．２�
３６ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ４１：１０．７� ４８．８	
２３ フィールザファン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４５８＋１０１：１０．９１� １２．５

５９ � オールエモーション 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４２４＋ ６１：１１．０� ６３．７�
５１０� ユメノカケハシ 牝５青鹿５５ 上村 洋行諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ３４．６�
２４ � パ リ ー ジ ョ 牝５鹿 ５５

５４ ☆国分 優作岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 橋本牧場 ４４４－ ４１：１１．１クビ ８９．３
４７ � アラマサマンボウ 牝５栗 ５５ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７０－ ８ 〃 クビ １０８．０�
３５ � アマゾニアン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人槙 清孝氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４９６＋ ８１：１１．３１� ３１．３�
１１ ファミリズム 牝６青鹿５５ 幸 英明國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４ 〃 ハナ １２．７�
６１１� アスターローズ 牝６鹿 ５５ 村田 一誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４４４－ ２ 〃 クビ １０７．３�
８１７ サクラベッシー 牝５鹿 ５５ 黛 弘人�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４９２－ ４１：１１．４� ３２．９�
６１２ フジマサオーシャン 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５２６＋ ６１：１１．６１� １８６．６�
７１３ ナムラカメーリア 牝４鹿 ５４ 藤岡 康太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 豊洋牧場 ４３６－ ８１：１１．７� ９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，５６７，４００円 複勝： ２２，９３０，７００円 枠連： １２，０６４，６００円

馬連： ３０，８００，８００円 馬単： ２０，６０７，６００円 ワイド： １５，６３２，０００円

３連複： ４８，４２４，１００円 ３連単： ７４，６１０，４００円 計： ２３８，６３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（７－８） ７８０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ７８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� １９，９８０円

票 数

単勝票数 計 １３５６７４ 的中 � １３０７９（４番人気）
複勝票数 計 ２２９３０７ 的中 � ２０１３５（５番人気）� ４５１００（２番人気）� ４６３３０（１番人気）
枠連票数 計 １２０６４６ 的中 （７－８） １１５４４（３番人気）
馬連票数 計 ３０８００８ 的中 �� １１９５２（５番人気）
馬単票数 計 ２０６０７６ 的中 �� ４２１３（１１番人気）
ワイド票数 計 １５６３２０ 的中 �� ４６４３（８番人気）�� ４７４０（５番人気）�� １１７７３（１番人気）
３連複票数 計 ４８４２４１ 的中 ��� １２８１４（３番人気）
３連単票数 計 ７４６１０４ 的中 ��� ２７５７（３０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．６―１１．６―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．５―４６．１―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
３ ・（１３，１４，１５）（１，２，４，１６）（６，９，１１，１２）（７，１８）（１０，１７）（３，８）５ ４ ・（１３，１４）（１，２，１５）１６，６（９，４，１２）（１０，１１，１８）（７，１７）８（３，５）

勝馬の
紹 介

シュプリームギフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー ２０１０．６．２０ 阪神３着

２００８．３．１６生 牝４青鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift ６戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コルドバ号



０２０４５ １月２２日 雨 不良 （２４小倉１）第４日 第９競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分（番組第８競走を順序変更） （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

３５ ハクユウサンサン 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４７４＋ ６１：４３．８ １８．５�

６１２ プリティーマッハ 牡４芦 ５６ 黛 弘人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５２＋ ６１：４３．９� １９．３�
８１５ サダムトウコン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７４－ ６１：４４．０� ４５．３�
１２ キングシャーロット 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人馬場 幸夫氏 栗田 徹 新ひだか 上村 清志 ４７６－ ２１：４４．１� １８．１�
２４ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５６ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９４－ ６ 〃 クビ ５０．３�
５９ エイトプリンス 牡４栗 ５６ C．デムーロ 河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２６± ０１：４４．２� ２．５�

（伊）

８１６ クオリティタイム �６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 ４３０－ ２１：４４．４１� ６．６	
６１１ タッチドヘヴンリー 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ７．３

４７ シルバーチーフ 牡４芦 ５６

５３ ▲水口 優也加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７２－ ８１：４４．５� ３６．０�
３６ シルクレグルス 牡４鹿 ５６ 幸 英明有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６４－ ４１：４５．９９ ３４．９�
７１３� マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 中舘 英二藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４９６＋１０１：４６．４３ ５．２
２３ ピエナクリスタル 牡４鹿 ５６ 荻野 琢真本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４８４－ ６１：４６．８２� １３２．５�
５１０ ワイルドビート 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９０－１０ 〃 ハナ １８．０�
４８ ニシノツインクル 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４４４－ ２１：４８．８大差 ９７．０�
７１４ バンブーチェルシー 牡４青鹿５６ 大野 拓弥�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４＋１２１：５４．７大差 ２７．３�

（１５頭）
１１ ピ ノ ブ ラ ン 牝５芦 ５５ 野元 昭嘉 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，０９６，８００円 複勝： ３０，３６０，４００円 枠連： １３，１４９，０００円

馬連： ３７，３３５，８００円 馬単： ２８，４９３，２００円 ワイド： １８，１３０，１００円

３連複： ５５，５８９，７００円 ３連単： １００，１３５，３００円 計： ２９８，２９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ７９０円 � ３６０円 � ５００円 枠 連（３－６） ３，９６０円

馬 連 �� １８，４１０円 馬 単 �� ２７，４２０円

ワ イ ド �� ４，５２０円 �� ７，９００円 �� ６，７００円

３ 連 複 ��� ２０４，１１０円 ３ 連 単 ��� ４２２，２９０円

票 数

単勝票数 差引計 １５０９６８（返還計 １６５７） 的中 � ６４５８（７番人気）
複勝票数 差引計 ３０３６０４（返還計 ３０４９） 的中 � ９４７９（９番人気）� ２３８０７（５番人気）� １６１７８（６番人気）
枠連票数 差引計 １３１４９０（返還計 ２９３） 的中 （３－６） ２４５６（１６番人気）
馬連票数 差引計 ３７３３５８（返還計 １０４５８） 的中 �� １４９７（４９番人気）
馬単票数 差引計 ２８４９３２（返還計 ７５８９） 的中 �� ７６７（８０番人気）
ワイド票数 差引計 １８１３０１（返還計 ６６６４） 的中 �� ９９１（４５番人気）�� ５６３（６２番人気）�� ６６５（５３番人気）
３連複票数 差引計 ５５５８９７（返還計 ３０５１４） 的中 ��� ２０１（２７０番人気）
３連単票数 差引計１００１３５３（返還計 ５１７９５） 的中 ��� １７５（９４５番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．７―１１．２―１２．３―１２．５―１２．９―１２．４―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．５―２８．７―４１．０―５３．５―１：０６．４―１：１８．８―１：３１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハクユウサンサン �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２０１０．９．５ 小倉１２着

２００８．４．１１生 牡４鹿 母 シャドウレディ 母母 バンブトンジヨイ １５戦２勝 賞金 １５，１５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 シルバーチーフ号の騎手古川吉洋は，第３日第４競走での落馬負傷のため水口優也に変更。
〔競走除外〕 ピノブラン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 バンブーチェルシー号は，３コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 バンブーチェルシー号は，３コーナーで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。
※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。

０２０４６ １月２２日 雨 重 （２４小倉１）第４日 第１０競走 ��１，８００�
か ら と

唐 戸 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１２ ヤマニンガーゴイル 牡５鹿 ５７ 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８８－ ８１：４８．８ ５．３�

２４ アドマイヤコリン 牡４青鹿５６ 川須 栄彦近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４８．９� ６．６�
３６ マイネルナタリス 牡５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 ４７２＋１４ 〃 クビ ５５．８�
１１ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８４＋ ４ 〃 アタマ ５．１�
５１０� ヨシステップ 牡５栗 ５７ 江田 照男村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４７０＋１０１：４９．２１� １９９．６�
５９ � サクラボールド 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４７６＋ ６１：４９．３� １２．９�
６１１ ナイスミーチュー 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ６１：４９．４� １２．４	
４８ クレバーキング 牡４鹿 ５６ 幸 英明田
 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５０－１６ 〃 クビ ４０．１�
７１３ トップシャイン 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介�コオロ 境 直行 新ひだか パシフイツク牧場 ４９４＋１８ 〃 アタマ ２２．２
７１４ メイショウヤタロウ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８０－ ８１：４９．５� ６．９�
１２ � ジパングダマシイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４８０± ０１：４９．７１ ２０．１�
４７ コスモサイキック 牡５青 ５７ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７２＋ ２１：５０．２３ ５４．２�
３５ ノーティカルスター 牡４栗 ５６ C．デムーロ �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ４９８＋ ２１：５０．４１� ５．１�

（伊）

８１６ マイティースコール 牡４栗 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ４７．９�

８１５ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋１２１：５０．５� ４７．５�

２３ ニチドウルチル 牝５栗 ５５ 松田 大作山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４９６＋ ８１：５２．３大差 ４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６８，６００円 複勝： ３６，８５７，７００円 枠連： １８，５７５，２００円

馬連： ５９，３４６，３００円 馬単： ３７，０７９，９００円 ワイド： ２５，０９２，３００円

３連複： ８６，９９５，７００円 ３連単： １４７，５３６，２００円 計： ４３２，８５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２４０円 � ２９０円 � ２，２８０円 枠 連（２－６） １，５６０円

馬 連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ３，７８０円 �� ６，２９０円

３ 連 複 ��� ３９，２７０円 ３ 連 単 ��� １８２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６８６ 的中 � ３２１６７（３番人気）
複勝票数 計 ３６８５７７ 的中 � ４６６２２（４番人気）� ３５６０５（５番人気）� ３４３９（１５番人気）
枠連票数 計 １８５７５２ 的中 （２－６） ８７８８（８番人気）
馬連票数 計 ５９３４６３ 的中 �� １８８１５（９番人気）
馬単票数 計 ３７０７９９ 的中 �� ５８８７（１９番人気）
ワイド票数 計 ２５０９２３ 的中 �� ６２８２（１０番人気）�� １６１０（４０番人気）�� ９５８（６７番人気）
３連複票数 計 ８６９９５７ 的中 ��� １６３５（１２５番人気）
３連単票数 計１４７５３６２ 的中 ��� ５９７（５５８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．６―１２．０―１２．０―１２．３―１２．３―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３６．２―４８．２―１：００．２―１：１２．５―１：２４．８―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

ヤマニンガーゴイル �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー ２００９．８．１５ 小倉３着

２００７．４．２４生 牡５鹿 母 ヤマニングロッシー 母母 ヤマニンペニー ２４戦３勝 賞金 ４５，０６８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンフリージア号
（非抽選馬） ９頭 アイファーハイカラ号・アポロスカイナイト号・インディーグラブ号・インプレッシヴデイ号・カピオラニパレス号・

ジョウノアラミス号・シルクランスロット号・マイネルアウストロ号・マイネルインゼル号
※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。



０２０４７ １月２２日 雨 重 （２４小倉１）第４日 第１１競走 ��２，０００�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走１５時２５分 （芝・右）

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

賞 品

本 賞 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 １，９３０，０００
１，９３０，０００

円
円

付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

５５ ヒットザターゲット 牡４栗 ５６ 太宰 啓介前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ８２：０２．６ ２２．４�

６６ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ５．６�
１１ � エドノヤマト 牡５青 ５７ 丸田 恭介遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４７６－ ２２：０３．０２� １２．４�
４４ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０ 〃 クビ １１．３�
８１１ サトノパンサー 牡４鹿 ５６ 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９６－ ８ 〃 同着 ５．７�
２２ ワンダームシャ 牡７鹿 ５７ 幸 英明山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ５．４	
６７ リフトザウイングス 牡４青鹿５６ C．デムーロ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５３２－ ４２：０３．５３ ３．３


（伊）

７８ マイネルギブソン 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ ９０．７�

７９ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５７ 鮫島 良太林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２８＋１２２：０３．６クビ ３６．４�
８１０� カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 国分 優作川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５２０± ０ 〃 アタマ ６．４
３３ ホッコービクトリー 牡７栗 ５７ 川須 栄彦矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５０２＋ ２２：０５．２１０ １０４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，６６０，５００円 複勝： ５５，２３５，１００円 枠連： ２８，６７２，８００円

馬連： １２８，８４５，６００円 馬単： ７５，４３２，２００円 ワイド： ３８，７５６，８００円

３連複： １５４，６２６，８００円 ３連単： ３４５，０２０，６００円 計： ８６１，２５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２４０円 複 勝 � ６４０円 � ２３０円 � ３７０円 枠 連（５－６） ２，３４０円

馬 連 �� ５，７４０円 馬 単 �� １３，８６０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� ２，６００円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ２３，０２０円 ３ 連 単 ��� １６１，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３４６６０５ 的中 � １２１９９（８番人気）
複勝票数 計 ５５２３５１ 的中 � ２０１７０（８番人気）� ７２６２３（４番人気）� ３８３１６（６番人気）
枠連票数 計 ２８６７２８ 的中 （５－６） ９０６８（１０番人気）
馬連票数 計１２８８４５６ 的中 �� １６５８５（２５番人気）
馬単票数 計 ７５４３２２ 的中 �� ４０１８（５２番人気）
ワイド票数 計 ３８７５６８ 的中 �� ５４２７（２５番人気）�� ３６２２（３１番人気）�� ７２１２（２２番人気）
３連複票数 計１５４６２６８ 的中 ��� ４９５８（６３番人気）
３連単票数 計３４５０２０６ 的中 ��� １５７２（３９２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１３．０―１３．３―１２．２―１２．３―１２．２―１１．７―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３７．８―５１．１―１：０３．３―１：１５．６―１：２７．８―１：３９．５―１：５０．９

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．２２ 小倉４着

２００８．３．６生 牡４栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー １５戦４勝 賞金 ６０，７７８，０００円
※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。

０２０４８ １月２２日 雨 不良 （２４小倉１）第４日 第１２競走 ��１，７００�
め か り

和 布 刈 特 別
発走１６時００分 （ダート・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 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

４８ メイショウエバモア 牡５芦 ５７ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１４－１０１：４２．５ １２．１�

７１３ スマイルミッキー 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８４－ ４１：４２．８２ ６１．７�
３５ ドリームザネクスト 牡５鹿 ５７ 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ５０２＋ ６ 〃 クビ ５．４�
６１２� モエレジュンキン 牡５鹿 ５７ 黛 弘人鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４７２＋ ８１：４２．９クビ ２．２�
２４ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４８０－１０ 〃 クビ １００．０�
８１５� イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ 太宰 啓介国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５０６＋ ４１：４３．１１� ８６．６�
６１１ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 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 ４６４－ ２１：４３．２� ５．４	
４７ ユウキマリアッチ 牝４鹿 ５４ 西田雄一郎ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９２－ ６１：４３．３� １９．５

１１ タガノアッシュ 牡８鹿 ５７ 村田 一誠八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７２－ ２１：４３．４� ３９．０�
８１６ クリスマスキング 牡６鹿 ５７ 松田 大作吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４８２± ０１：４３．９３ ２２５．５�
１２ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 柴山 雄一加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５３４＋１０１：４４．０� ２１．７
７１４ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０８－ ２ 〃 アタマ ９．０�
２３ タガノジョーカー 牝５栗 ５５ 川須 栄彦八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４６８＋１４１：４４．２１� ３０．０�
５１０ ライジングバイオ 牡７鹿 ５７ 国分 優作バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４７４－ ２１：４４．３クビ １９６．７�
３６ ツルマルシルバー 牡８芦 ５７ 大野 拓弥鶴田 鈴子氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ １０３．６�
５９ ス イ リ ン カ 牝６鹿 ５５ 幸 英明�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２８＋ ４１：４４．６１� ８６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，４６６，９００円 複勝： ４５，７８４，１００円 枠連： ２６，６８９，３００円

馬連： ８３，６８５，６００円 馬単： ４９，８８０，４００円 ワイド： ３７，５４１，７００円

３連複： １１４，５８０，１００円 ３連単： ２２７，３３９，９００円 計： ６１５，９６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３２０円 � １，０３０円 � １７０円 枠 連（４－７） ２，２５０円

馬 連 �� ３１，０９０円 馬 単 �� ４８，３８０円

ワ イ ド �� ８，０７０円 �� ８４０円 �� ３，１１０円

３ 連 複 ��� ３１，７６０円 ３ 連 単 ��� １７１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３０４６６９ 的中 � １９８７４（５番人気）
複勝票数 計 ４５７８４１ 的中 � ３５８６９（５番人気）� ９１０３（１０番人気）� ９１２２２（２番人気）
枠連票数 計 ２６６８９３ 的中 （４－７） ８７７６（９番人気）
馬連票数 計 ８３６８５６ 的中 �� １９８７（５５番人気）
馬単票数 計 ４９８８０４ 的中 �� ７６１（９７番人気）
ワイド票数 計 ３７５４１７ 的中 �� １１０７（５６番人気）�� １１６４８（７番人気）�� ２９１５（２７番人気）
３連複票数 計１１４５８０１ 的中 ��� ２６６３（８１番人気）
３連単票数 計２２７３３９９ 的中 ��� ９７６（４２７番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．４―１２．８―１２．３―１２．２―１２．１―１１．９―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．１―４１．９―５４．２―１：０６．４―１：１８．５―１：３０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウエバモア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．１５ 札幌６着

２００７．４．２９生 牡５芦 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy ２３戦４勝 賞金 ５４，５９３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴールデンジャガー号・スピルオーバー号・メイショウタクミ号
（非抽選馬） ３頭 マーブルデイビー号・メイショウシェイク号・ユジェニックブルー号

３レース目



（２４小倉１）第４日 １月２２日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

１７３，９９０，０００円
２，０８０，０００円
５，９２０，０００円
１，６４０，０００円
１５，８５０，０００円
５７，４３３，０００円
４，５５０，０００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
１９７，９２５，５００円
３１５，２３９，１００円
１４８，５８４，６００円
５０４，６４７，６００円
３４１，９２５，８００円
２１６，６３７，２００円
７０２，５４０，４００円
１，３０７，３３７，３００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 ３，７３４，８３７，５００円

総入場人員 ７，２７０名 （有料入場人員 ６，６６５名）


