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０２０６１ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６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

８１３ キングヒーロー 牡３黒鹿５６ 北村 友一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４９８－ ４ ５９．２ ２．６�

５７ 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 ４０４－ ６ ５９．７３ ４．４�
８１２ 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 ４６２－ ６ 〃 ハナ ６．９�
６９ 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± ０ ５９．９１ ６．８�
３３ プルーフポジティブ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４７４－ ８１：００．７５ ８．８�
１１ カシノレインボー 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４５２－ ４１：００．９１� ４８．８�
２２ クラウンモンロー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志矢野 悦三氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４４－ ６１：０１．１１ ８０．２	

４５ アールユウボシ 牡３青鹿５６ 山口 勲星野 良二氏 作田 誠二 むかわ 清水ファーム ４５０－ ２１：０１．２� １６．４

（佐賀）

４４ ワ ラ ビ ラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４４２± ０１：０１．５２ １０．４�
５６ フレンドブライト 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 佐々木 貴博 ４３６＋ ４ 〃 クビ １６２．１�
７１１ ダイキチパワー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５２－ ４ 〃 ハナ ４６．３
７１０ 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± ０１：０１．６� ５５．７�
６８ レイシャルム 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４０± ０１：０１．７� １４９．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８，８８３，０００円 複勝： １５，０２９，５００円 枠連： ６，８２７，２００円

馬連： ２２，７０８，５００円 馬単： １７，４７９，８００円 ワイド： １１，１７９，６００円

３連複： ３５，３３６，２００円 ３連単： ５９，８２２，３００円 計： １７７，２６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－８） ４１０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ４，２００円

票 数

単勝票数 計 ８８８３０ 的中 � ２７０９８（１番人気）
複勝票数 計 １５０２９５ 的中 � ４１９４３（１番人気）� ３０９２９（２番人気）� １８７８３（３番人気）
枠連票数 計 ６８２７２ 的中 （５－８） １２３４１（１番人気）
馬連票数 計 ２２７０８５ 的中 �� ２８７６９（１番人気）
馬単票数 計 １７４７９８ 的中 �� １３３９２（１番人気）
ワイド票数 計 １１１７９６ 的中 �� １０５８４（１番人気）�� ７５２２（３番人気）�� ５９９８（５番人気）
３連複票数 計 ３５３３６２ 的中 ��� ２３１１０（２番人気）
３連単票数 計 ５９８２２３ 的中 ��� １０５２６（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングヒーロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１０．２９ 京都１４着

２００９．４．３０生 牡３黒鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター ６戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
※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。

０２０６２ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６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

２２ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４９２＋ ２１：４６．７ ４９．１�

６９ ナムラコンカー 牡３鹿 ５６ 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５３２－ ２１：４６．８� ２．３�
６１０ ジャングルホーム 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７２－ ８１：４７．８６ ６１．４�
３４ スズカコレクト 牡３芦 ５６ 山口 勲永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７４＋ ２１：４８．３３ ９３．８�

（佐賀）

３３ マイネオリヴィア 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５４－ ２１：４８．７２� １９．１�

１１ ラストツヨシ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新冠 大林ファーム B４８６± ０１：４８．８クビ ２４７．６�
７１１ ミヤジチョビ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 ４７０± ０ 〃 クビ ８．４	
８１３ 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 ４９２－ ２１：４９．０１� １００．１

４５ 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± ０１：４９．１� ３．１�
８１４ ウエスタンマグマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４５６－ ２１：４９．２クビ ２１６．１�
４６ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６ 中舘 英二久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２６．４
５７ カシノチョッパー 牡３黒鹿５６ 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６６－ ６１：４９．７３ ３０．７�
５８ サードシアター 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０１：４９．８� ６．４�
７１２ ストームセンター 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２１：５０．１２ ４６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，７７６，６００円 複勝： １３，２７１，１００円 枠連： ６，７５７，５００円

馬連： １９，１８１，４００円 馬単： １６，４８１，９００円 ワイド： １０，６０１，５００円

３連複： ３０，５７３，３００円 ３連単： ５５，３３１，６００円 計： １６２，９７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９１０円 複 勝 � ９５０円 � １８０円 � １，０２０円 枠 連（２－６） ７，４５０円

馬 連 �� ６，７７０円 馬 単 �� ２３，９００円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １８，７５０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ７７，０１０円 ３ 連 単 ��� ６０９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １０７７６６ 的中 � １７３０（９番人気）
複勝票数 計 １３２７１１ 的中 � ３０８６（８番人気）� ２６１５０（２番人気）� ２８６７（９番人気）
枠連票数 計 ６７５７５ 的中 （２－６） ６７０（１９番人気）
馬連票数 計 １９１８１４ 的中 �� ２０９４（２２番人気）
馬単票数 計 １６４８１９ 的中 �� ５０９（５５番人気）
ワイド票数 計 １０６０１５ 的中 �� １３６７（１９番人気）�� １３６（６９番人気）�� １２７４（２１番人気）
３連複票数 計 ３０５７３３ 的中 ��� ２９３（１２５番人気）
３連単票数 計 ５５３３１６ 的中 ��� ６７（８３６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１２．３―１３．４―１３．１―１２．７―１２．６―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．３―４３．７―５６．８―１：０９．５―１：２２．１―１：３４．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー ２０１２．１．１４ 京都１１着

２００９．５．２６生 牡３鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※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１回 小倉競馬 第６日



０２０６３ １月２９日 晴 良 （２４小倉１）第６日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１２ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５４ 北村 友一セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４４６－ ６１：４９．３ ４．８�

５１０ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４５２－１２１：４９．４� ７６．１�
７１４ ハギノウィッシュ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：４９．５� ２．５�
７１３ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８０＋ ４１：４９．６� ６．３�
４８ タマモピッコロ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆国分 優作タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 ４５０－１０１：４９．８１� ７．４�
３５ ハ ナ ゾ ノ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４５４－ ４１：４９．９クビ １６．７�
８１５ アイミーマイン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４３６－ ２１：５０．１１ １９８．５	
２４ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ９．１

４７ モ ヒ ー ト 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗吉田 和美氏 新開 幸一 洞爺湖 メジロ牧場 ４１８－ ８ 〃 ハナ ２３．０�
６１２ ディアエボニー 牝３青鹿５４ 丸田 恭介ディアレスト 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム ４１２－ ８１：５０．３１� ８２．４�
６１１ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B４３０＋ ４１：５０．４� ２２９．７
２３ キリシマハッピー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志土屋 君春氏 柴田 政見 宮崎 土屋牧場 ４４４－ ８１：５０．７１� １２９．８�
８１６ アワーグラス 牝３栗 ５４ 川須 栄彦�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ８１：５０．９１� ２１．３�
３６ パッションロード 牝３黒鹿５４ 山口 勲�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４４２＋ ２１：５１．１１� ４９．８�

（佐賀）

１１ カワカミプレシャス 牝３栗 ５４ 村田 一誠 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４４４－ ２１：５１．６３ ２４９．０�
５９ ギャラクティコ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ ３６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４１７，４００円 複勝： １９，１７３，３００円 枠連： ９，３８１，２００円

馬連： ２２，８４０，１００円 馬単： １６，９０９，２００円 ワイド： １２，４１３，２００円

３連複： ３５，８３８，４００円 ３連単： ５５，３９８，９００円 計： １８４，３７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １，２９０円 � １３０円 枠 連（１－５） ６，０６０円

馬 連 �� １５，４８０円 馬 単 �� ２５，８４０円

ワ イ ド �� ４，４１０円 �� ３３０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� １２，３００円 ３ 連 単 ��� １１６，４８０円

票 数

単勝票数 計 １２４１７４ 的中 � ２０４３３（２番人気）
複勝票数 計 １９１７３３ 的中 � ３０９６２（２番人気）� ２３７３（１２番人気）� ５４７１９（１番人気）
枠連票数 計 ９３８１２ 的中 （１－５） １１４４（１９番人気）
馬連票数 計 ２２８４０１ 的中 �� １０８９（３８番人気）
馬単票数 計 １６９０９２ 的中 �� ４８３（６６番人気）
ワイド票数 計 １２４１３２ 的中 �� ６３４（４２番人気）�� １０７１５（１番人気）�� １１９４（２５番人気）
３連複票数 計 ３５８３８４ 的中 ��� ２１５１（３９番人気）
３連単票数 計 ５５３９８９ 的中 ��� ３５１（３３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．０―４６．６―５８．６―１：１１．４―１：２４．０―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サ マ ー ル ナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．１２ 京都７着

２００９．３．６生 牝３鹿 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エレガントカクテル号の騎手松田大作は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１４番・１３番・８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エスケイティアラ号
※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。

０２０６４ １月２９日 晴 良 （２４小倉１）第６日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４８ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４－ ６１：０９．９ ５．２�

６１１ カルメンズサン 牡３栗 ５６
５３ ▲横山 和生 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６６－ ２１：１０．０� ６０．６�
５１０ キョウワエレガント 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４４６－ ６１：１０．１� ９．６�
２４ コスモラヴバニー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 不二牧場 ４５８－ ２１：１０．３１� ４．２�
３６ ハートオブミニー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７６－ ４ 〃 クビ ２３．９�
８１７ ゼロレイテンシ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 ４７０＋ ６１：１０．４� ６．０�
５９ パシフィックブルー 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４１４± ０１：１０．５クビ ４７．７	
１１ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５４－ ４１：１０．７１� １２０．７

３５ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 北村 友一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４５８＋３２ 〃 クビ ２２．５�
８１６ ハイウインド 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮川 純造氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ３９８－ ６１：１１．２３ １３．５�
１２ 	 アンエイディッド 牝３青鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait
Ltd ４２６－ ４１：１１．３� ５．８

６１２ カツラライデン 牡３鹿 ５６
５３ ▲水口 優也小林 茂行氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ４４８－ ８ 〃 ハナ ７．０�

７１３ センパーフィデリス 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４８８＋ ８１：１１．６２ １０２．２�
８１５ ロ ミ ル ダ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 ３５０－ ８ 〃 ハナ ３２４．０�
７１４ クライシスワン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４３０± ０１：１１．７クビ １７４．１�
４７ タカラファンタジー 牡３鹿 ５６ 松田 大作村山 義男氏 北出 成人 浦河 富菜牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ７７．４�
２３ カミノビリーヴ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲西村 太一村上 正喜氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム ４１２－ ６ 〃 ハナ ２４８．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２，１２７，７００円 複勝： １８，６１６，３００円 枠連： １０，３４５，０００円

馬連： ２６，６１６，３００円 馬単： １８，６６３，７００円 ワイド： １３，１１９，４００円

３連複： ４１，７６５，０００円 ３連単： ６１，９９６，４００円 計： ２０３，２４９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２６０円 � １，１００円 � ２８０円 枠 連（４－６） １，７１０円

馬 連 �� １１，０００円 馬 単 �� １６，６４０円

ワ イ ド �� ３，３４０円 �� １，０４０円 �� ６，５５０円

３ 連 複 ��� ２９，９００円 ３ 連 単 ��� １５９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １２１２７７ 的中 � １８６６４（２番人気）
複勝票数 計 １８６１６３ 的中 � ２１４４２（４番人気）� ３７１８（１１番人気）� １８８０４（６番人気）
枠連票数 計 １０３４５０ 的中 （４－６） ４４７４（９番人気）
馬連票数 計 ２６６１６３ 的中 �� １７８７（３３番人気）
馬単票数 計 １８６６３７ 的中 �� ８２８（５６番人気）
ワイド票数 計 １３１１９４ 的中 �� ９５５（３５番人気）�� ３２４０（１４番人気）�� ４８１（５７番人気）
３連複票数 計 ４１７６５０ 的中 ��� １０３１（９０番人気）
３連単票数 計 ６１９９６４ 的中 ��� ２８７（４７５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．０―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．５―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップヴィットリオ �
�
父 Consolidator �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．１０．２３ 東京８着

２００９．３．３１生 牡３黒鹿 母 ソングオブサイレンス 母母 State Secret ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



０２０６５ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０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

７１１ トロンプルイユ 牝５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 ４５２－ ２ ５８．８ ６．５�

１１ サマーコード 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４４２＋ ２ ５８．９� ２．２�
４６ オンワードセジール 牝６栗 ５５

５２ ▲西村 太一�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４６６＋ ６ ５９．０� ５．４�
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 ４７６－ ４ ５９．１� １０．２�
３４ � ピエナヴィブレ 牝５鹿 ５５ 上野 翔本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４６４＋１０ ５９．３１� ５６．７�
２２ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１０－ ４ 〃 クビ １７．４	
６９ � ピンクデージー 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４８８－ ２ ５９．４クビ ２４．７

５７ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６＋ ４ 〃 クビ １２７．３�
６１０ アラマサスチール 牝４鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２＋ ６ ５９．５クビ １２．６�
８１３ カプリースレディー 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１８＋ ６ ５９．７１� ２３．１
５８ イルドロール 牝６栗 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４８８＋ ２ ５９．９１� ２８．５�
３３ パ シ ャ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�出口牧場 佐藤 全弘 日高 出口牧場 ３９６－ ６ 〃 アタマ １２４．０�
７１２ ニューユニヴァース 牝４栗 ５４

５３ ☆松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４４８－１０１：００．２１� ２４．３�
４５ ペプチドサファイア 牝４黒鹿５４ 荻野 要沼川 一彦氏 高橋 隆 浦河 杵臼牧場 ４７２± ０１：００．４１� ２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９１９，９００円 複勝： １６，６５２，１００円 枠連： １０，００５，１００円

馬連： ２４，５０７，０００円 馬単： １９，５５８，６００円 ワイド： １３，２５３，８００円

３連複： ３７，０４３，４００円 ３連単： ６３，１１１，８００円 計： １９８，０５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－７） ６８０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ７６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� １０，２６０円

票 数

単勝票数 計 １３９１９９ 的中 � １７０２６（３番人気）
複勝票数 計 １６６５２１ 的中 � １７６４３（３番人気）� ３９９８３（１番人気）� ３０５６４（２番人気）
枠連票数 計 １０００５１ 的中 （１－７） １０８７３（２番人気）
馬連票数 計 ２４５０７０ 的中 �� ２１２４０（２番人気）
馬単票数 計 １９５５８６ 的中 �� ６４３５（６番人気）
ワイド票数 計 １３２５３８ 的中 �� ９１７５（２番人気）�� ３７６５（６番人気）�� １５２１５（１番人気）
３連複票数 計 ３７０４３４ 的中 ��� １８２５３（１番人気）
３連単票数 計 ６３１１１８ 的中 ��� ４５４３（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロンプルイユ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．７．２５ 新潟３着

２００７．３．１９生 牝５栗 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park ２２戦２勝 賞金 ３９，６０５，０００円

０２０６６ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６日 第６競走 ��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ � 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 ５４０－ ４１：４５．４ １８９．９�

１２ コーラルビュー 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４６８＋ ６１：４５．５� １２．１�

４８ � シャイニーベスト 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 平取 雅 牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １２８．０�
７１３ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０６± ０１：４６．２４ １４．２�
３６ アスールアラテラ 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：４６．４１� １４．４�
７１４ ファイアアロー 牡４黒鹿５６ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４５４＋ ４１：４６．５	 １．５	
５１０ コモノドラゴン 牡４栗 ５６ 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 ５００ ―１：４７．２４ ４２．６

４７ トーセンターボ 牡４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７６± ０１：４７．３クビ ３０．８�
６１２� クリスタリン 牝４栗 ５４ 丸田 恭介加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５２± ０１：４７．７２� １２３．９
３５ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６０－ ８１：４７．８	 ４４．７�
８１５ ネオエピック 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 優作小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 ４４０－ ６１：４７．９	 １０７．７�
６１１ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 ５１２－ ４１：４８．０クビ １９５．４�
２４ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 山口 勲芹澤 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 ５１６± ０１：４８．７４ ３８．９�
（佐賀）

１１ ブルースビスティー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ６１：４９．０１	 ７．０�
５９ スズノブレイヴ 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ５０８－ ６１：４９．２１� ２７５．０�
８１６ 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± ０１：４９．４１� １８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５５０，１００円 複勝： ３４，２９８，２００円 枠連： １０，１０９，１００円

馬連： ２３，４１２，０００円 馬単： ２１，７１５，０００円 ワイド： １２，３７９，３００円

３連複： ３６，６３２，５００円 ３連単： ７３，７１２，４００円 計： ２２６，８０８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８，９９０円 複 勝 � ５，６３０円 � ５９０円 � ５，２８０円 枠 連（１－２） ４，１００円

馬 連 �� ４０，９５０円 馬 単 �� １５７，１２０円

ワ イ ド �� １０，４１０円 �� ３４，８９０円 �� ９，７５０円

３ 連 複 ��� ３７０，３４０円 ３ 連 単 ��� ２，７１９，９９０円

票 数

単勝票数 計 １４５５０１ 的中 � ６０４（１４番人気）
複勝票数 計 ３４２９８２ 的中 � １５３６（１４番人気）� １６７３３（３番人気）� １６３９（１２番人気）
枠連票数 計 １０１０９１ 的中 （１－２） １８２２（１３番人気）
馬連票数 計 ２３４１２０ 的中 �� ４２２（５５番人気）
馬単票数 計 ２１７１５０ 的中 �� １０２（１３８番人気）
ワイド票数 計 １２３７９３ 的中 �� ２９３（６０番人気）�� ８７（１１０番人気）�� ３１３（５５番人気）
３連複票数 計 ３６６３２５ 的中 ��� ７３（３３４番人気）
３連単票数 計 ７３７１２４ 的中 ��� ２０（１８９８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．４―１２．７―１２．３―１２．４―１２．９―１２．７―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．３―４２．０―５４．３―１：０６．７―１：１９．６―１：３２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トレノソルーテ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル

２００６．４．２９生 �６鹿 母 マヤノアブソルート 母母 ザ リ サ １８戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
初出走 JRA

※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。



０２０６７ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６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

４６ スズカロジック 牡４栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７６± ０ ５９．１ ３．０�

６９ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５３２＋ ８ ５９．４１� ２８．０�
５７ ミシックトウショウ 牝４鹿 ５４ 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０＋ ６ ５９．５� ２．５�
７１２ パープルセンリョ 牡４鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２４＋ ６ ５９．６クビ １２．５�
７１１ ナ ス ザ ン 牡７鹿 ５７

５４ ▲横山 和生小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９８－ ８ ５９．７� ９３．８�
６１０ ニシノショータイム 牡４鹿 ５６ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９６± ０ ５９．９１	 １２．５�
３４ チェリーソウマ 牡５栗 ５７ 松田 大作チエリー商事	 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ８９．５

５８ 
 シゲルカイチョウ 牡４黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John
Piconi ４９８－ ４１：００．１１� １５．５�

４５ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４９０＋ ４１：００．２� ８．２�
３３ � ゴールドオリーブ 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ １８．５
２２ 
 バルデュソワール 牝４鹿 ５４ 太宰 啓介�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus

KY, LLC ５０８－ ２１：００．４１ １４８．４�
１１ 
� プレザンサプライズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一榮 義則氏 森 秀行 愛 Senford R.
Robertson ４６６－ ８１：００．６１	 １３０．２�

８１３� ピースオブキング 牡５黒鹿５７ 中舘 英二前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 B４９６＋１６１：０１．５５ ２０．２�

（１３頭）
８１４ ティンクルチャーミ 牝５芦 ５５ 北村 友一 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４２４－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，７６３，２００円 複勝： ２０，７４９，４００円 枠連： １０，１８０，１００円

馬連： ２５，４８４，３００円 馬単： １８，９６９，７００円 ワイド： １４，３０６，４００円

３連複： ３７，５７４，９００円 ３連単： ６４，８２６，９００円 計： ２０５，８５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � １２０円 枠 連（４－６） ８４０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １８０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １２，８５０円

票 数

単勝票数 差引計 １３７６３２（返還計 １０６６） 的中 � ３６４３９（２番人気）
複勝票数 差引計 ２０７４９４（返還計 １５６９） 的中 � ４３８２８（２番人気）� ９１１６（９番人気）� ６０１２４（１番人気）
枠連票数 差引計 １０１８０１（返還計 ２８８） 的中 （４－６） ９０１４（２番人気）
馬連票数 差引計 ２５４８４３（返還計 ４３７２） 的中 �� ６３３８（１５番人気）
馬単票数 差引計 １８９６９７（返還計 ２８２５） 的中 �� ３４６０（１４番人気）
ワイド票数 差引計 １４３０６４（返還計 ２８５２） 的中 �� ３５７１（１２番人気）�� ２５７１９（１番人気）�� ３００３（１６番人気）
３連複票数 差引計 ３７５７４９（返還計 １１０８０） 的中 ��� １６０２９（４番人気）
３連単票数 差引計 ６４８２６９（返還計 １９４９２） 的中 ��� ３７２４（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカロジック �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．１７ 京都７着

２００８．３．２８生 牡４栗 母 アンフォイルド 母母 Bold Foil ８戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
〔競走除外〕 ティンクルチャーミ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 ミシックトウショウ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アンプリペアード号

０２０６８ １月２９日 晴 稍重 （２４小倉１）第６日 第８競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１３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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４５ レッドシュナイト 牡４栗 ５６ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４８２－１０１：４５．１ ４．０�

４６ � シンボリストーム 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ５０８－ ２１：４５．４１� ９．９�

８１４ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２１：４５．５	 ３．０�

３３ � アポロスカイナイト 牡４鹿 ５６ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４６２± ０１：４５．６	 ２７．３�
８１３ シルクドルフィン 牡６鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ２１：４５．８１
 ３１．８�
６９ 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 ４８４＋ ４ 〃 クビ ６．１	
６１０ スターサイクル 牡６鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ １６１．９

３４ 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 ４４６－ ２１：４５．９クビ ７．０�
５８ オズフェスト 牡４芦 ５６ 黛 弘人�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 B５０６－ ６１：４６．０� １９．０�
２２ メイショウクロオビ 牡４青鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 B４６８－１４１：４６．６３	 １５．７
１１ クールファルコン 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ５２２＋ ６ 〃 ハナ １８．３�
７１１� アンプリペアード 牝４栗 ５４ 荻野 琢真�大樹ファーム 高橋 義忠 米 Arindel B４６６＋ ４１：４９．５大差 １７０．４�
７１２� トーホウベスト 牡４鹿 ５６ 江田 照男東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５１０＋ ６１：４９．９２	 ８６．０�

（１３頭）
５７ � コパノハリケーン 牡４鹿 ５６ 山口 勲小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ― （出走取消）

（佐賀）

売 得 金

単勝： １６，０２１，６００円 複勝： ２１，０８１，５００円 枠連： １０，０１０，８００円

馬連： ２６，９５８，１００円 馬単： １８，８０５，８００円 ワイド： １３，７５１，７００円

３連複： ３８，２３４，９００円 ３連単： ６５，３８３，２００円 計： ２１０，２４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（４－４） ２，６１０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ３９０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 ��� １７，６７０円

票 数

単勝票数 計 １６０２１６ 的中 � ３２０７０（２番人気）
複勝票数 計 ２１０８１５ 的中 � ３７９９４（１番人気）� ２１５４１（５番人気）� ３５６２１（２番人気）
枠連票数 計 １００１０８ 的中 （４－４） ２８３９（１０番人気）
馬連票数 計 ２６９５８１ 的中 �� ９４６１（８番人気）
馬単票数 計 １８８０５８ 的中 �� ３８１９（１３番人気）
ワイド票数 計 １３７５１７ 的中 �� ３９６７（９番人気）�� ９５０６（１番人気）�� ４３１２（８番人気）
３連複票数 計 ３８２３４９ 的中 ��� ９４７９（５番人気）
３連単票数 計 ６５３８３２ 的中 ��� ２７３２（３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．４―４１．８―５４．３―１：０７．２―１：１９．８―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レッドシュナイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２０ 阪神９着

２００８．４．３０生 牡４栗 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス ９戦２勝 賞金 １８，２２０，０００円
〔出走取消〕 コパノハリケーン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルラピド号の騎手高倉稜は，後検量に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
※アンプリペアード号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２０６９ １月２９日 曇 良 （２４小倉１）第６日 第９競走 ��２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，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

５７ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４７０＋ ２２：４０．５ ３．３�

３３ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８４＋ ８２：４０．９２� ８．１�

４５ タマモグランプリ �５鹿 ５７ 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４１４－１２ 〃 ハナ ７．５�
８１３ 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 ４７６＋ ６ 〃 アタマ １１．６�
２２ メイショウスピード 牡４黒鹿５６ 中舘 英二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０２：４１．０� ５．１�
７１０ 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± ０２：４１．４２� ３．７

８１２ 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± ０ 〃 ハナ ３３．４�
５６ タキオンコウショウ 牝５鹿 ５５ 松田 大作	�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６４＋ ２２：４１．５� ２０．０�
７１１ クリノメダリスト 牝６栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８－ ２２：４１．７� ６８．８
１１ ウインスカイハイ 牡６青鹿５７ 上村 洋行�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット B５０２＋ ２２：４２．３３� ３８．３�
６９ � 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± ０２：４２．４� １６６．０�
６８ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５５

５２ ▲西村 太一飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４６６－ ８２：４２．６１	 １２０．９�
４４ � 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 ４２８－ ２２：４４．２１０ １４５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，４６５，８００円 複勝： ２５，１７７，６００円 枠連： １１，２２０，７００円

馬連： ３６，５１３，８００円 馬単： ２５，２２８，５００円 ワイド： １５，５７９，３００円

３連複： ４７，４２０，３００円 ３連単： ９３，００４，３００円 計： ２６８，６１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２７０円 枠 連（３－５） １，４００円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ５７０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� １８，４４０円

票 数

単勝票数 計 １４４６５８ 的中 � ３５３９９（１番人気）
複勝票数 計 ２５１７７６ 的中 � ５７１８１（１番人気）� ２２０４８（４番人気）� ２１９２１（５番人気）
枠連票数 計 １１２２０７ 的中 （３－５） ５９４８（７番人気）
馬連票数 計 ３６５１３８ 的中 �� １７５４９（５番人気）
馬単票数 計 ２５２２８５ 的中 �� ７３４０（８番人気）
ワイド票数 計 １５５７９３ 的中 �� ７２９８（４番人気）�� ６９２９（５番人気）�� ３３４１（１４番人気）
３連複票数 計 ４７４２０３ 的中 ��� ９５３３（１２番人気）
３連単票数 計 ９３００４３ 的中 ��� ３７２３（５５番人気）

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

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�
１２．７―２４．６―３６．８―４８．７―１：０１．２―１：１３．９―１：２７．２―１：４０．１―１：５２．４―２：０４．７―２：１６．６―２：２８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
�
６＝２，１３（１，１２）１１（３，７）（５，８）（４，１０）９
６（２，１３）（１，１０）（１２，７）（３，５，１１，８）－（９，４）

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

勝馬の
紹 介

シンボリボルドー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００９．１１．８ 東京１６着

２００７．４．２生 牡５鹿 母 スイートマジョルカ 母母 スイートリツク ２８戦２勝 賞金 ３１，２８６，０００円

０２０７０ １月２９日 曇 稍重 （２４小倉１）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�く す の き 賞

発走１４時５０分 （ダート・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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００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 フリートストリート 牡３芦 ５６ 中舘 英二 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９６－ ２１：４５．７ ４．５�

３６ スタンドバイミー 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４４６＋ ４１：４６．４４ ２．４�
６１２� シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America B５００＋ ４１：４６．５� １３．６�
４８ コウエイチャンス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４＋ ４１：４６．９２� ２８．５�
５１０ ジョーラプター 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ １４．３�
１２ � ダイリンウィーク 牡３鹿 ５６ 山口 勲廣松 一義氏 東 眞市 新冠 �渡 信義 ５００－ ８１：４７．２２ ９４．０	

（佐賀） （佐賀）

１１ ゴーイングストーン 牡３栗 ５６ 北村 友一林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６８＋ ２１：４７．５１	 ９１．９

２３ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４３６－ ６１：４７．７１
 ２６．７�
３５ シンハヤブサ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 安田 豊重 ５０４＋２２１：４７．９１
 ８０．３�
５９ � セフティーフライト 牡３栗 ５６ 丸田 恭介原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２６± ０１：４８．０� ２５２．６
７１４� コパノモーニング �３栗 ５６ 国分 優作小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ５１４－ ４１：４８．３１	 １８１．５�
６１１ ニシノプレゼンス 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ４９８± ０１：４９．１５ ３３．２�
８１６ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 江田 照男加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４７４± ０ 〃 ハナ １００．２�
８１５ ミ ス コ ク ラ 牝３芦 ５４ 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４５４＋１０ 〃 クビ ２７１．９�
７１３ イースターパレード 牡３栗 ５６ 荻野 琢真�G１レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム B５１０＋ ４１：５１．１大差 ５．３�
２４ スナークタキオン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 ４９８－ ６ （競走中止） ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７６，７００円 複勝： ３３，８１５，７００円 枠連： １３，９２８，１００円

馬連： ４７，４６１，７００円 馬単： ３４，１２０，６００円 ワイド： ２２，６５５，４００円

３連複： ６７，６２５，７００円 ３連単： １３３，０８５，４００円 計： ３７５，７６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（３－４） ５６０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，５７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７６７ 的中 � ４０７１７（２番人気）
複勝票数 計 ３３８１５７ 的中 � ５３２９４（２番人気）� １０４５３４（１番人気）� ２１５６７（６番人気）
枠連票数 計 １３９２８１ 的中 （３－４） １８４７４（１番人気）
馬連票数 計 ４７４６１７ 的中 �� ５３０８１（１番人気）
馬単票数 計 ３４１２０６ 的中 �� １６７１７（４番人気）
ワイド票数 計 ２２６５５４ 的中 �� ２１４６１（２番人気）�� ３１８２（１８番人気）�� ８８７８（５番人気）
３連複票数 計 ６７６２５７ 的中 ��� １５４８２（８番人気）
３連単票数 計１３３０８５４ 的中 ��� ６１０９（３５番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．１―１２．３―１２．８―１３．１―１３．３―１２．８―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２８．８―４１．１―５３．９―１：０７．０―１：２０．３―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

フリートストリート �
�
父 Street Sense �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１２．１．９ 京都１着

２００９．４．１０生 牡３芦 母 ジェニーリンド 母母 Negligent ２戦２勝 賞金 １４，８７１，０００円
〔発走状況〕 シンハヤブサ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 スナークタキオン号は，競走中に疾病〔右第３中手骨々折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イースターパレード号は，平成２４年２月２９日まで平地競走に出走できない。
※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。



０２０７１ １月２９日 曇 良 （２４小倉１）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

むらさきがわ

紫 川 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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１５ ホットチリペッパー 牡５芦 ５７ 宮崎 北斗 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５３２＋１４１：０９．２ ３２．４�

２３ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ ２．９�

１１ � 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 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３６．６�
２２ ジョーアカリン 牝４黒鹿５４ 川須 栄彦上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３６＋ ２１：０９．３� ７．４�
３４ ニジブルーム 牡４芦 ５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ １６．２�
３５ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５５ 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４７０－ ６１：０９．４� １２．８�
５８ メイショウツガル 牡４鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ８．２	
４７ � クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４８２± ０ 〃 クビ ５３．０

７１２ サザンブレイズ 牡４栗 ５６ 国分 優作南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７６＋ ６１：０９．７１	 ４．１�
６１１ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５４ 北村 友一土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ９．９�
４６ メイショウローラン 牡７鹿 ５７ 中舘 英二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７８－ ２１：１０．０１	 ５１．３
５９ � キングコーリンオー 
６鹿 ５７ 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ２４３．４�
７１３ 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± ０１：１０．４２� ２１６．６�
８１４� オペラモーヴ 牝４黒鹿５４ 丸田 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７６－ ４１：１０．６１� ２７．２�
６１０ ト レ ボ ー ネ 
４鹿 ５６ 村田 一誠田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４３８－ ８１：１０．９１	 ３８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，２３４，６００円 複勝： ４２，０９６，３００円 枠連： ３２，５８９，５００円

馬連： １３３，１６２，８００円 馬単： ７２，６５４，７００円 ワイド： ４１，７５１，９００円

３連複： １７０，５６９，８００円 ３連単： ３３４，３１２，２００円 計： ８５７，３７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２４０円 複 勝 � ９５０円 � １６０円 � ５９０円 枠 連（２－８） ２，０２０円

馬 連 �� ６，８７０円 馬 単 �� １６，５９０円

ワ イ ド �� ２，２２０円 �� ６，７００円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ４０，１２０円 ３ 連 単 ��� ２１０，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３０２３４６ 的中 � ７３７５（９番人気）
複勝票数 計 ４２０９６３ 的中 � ９１４８（１２番人気）� ９９３６２（１番人気）� １５６２２（８番人気）
枠連票数 計 ３２５８９５ 的中 （２－８） １１９２８（９番人気）
馬連票数 計１３３１６２８ 的中 �� １４３１２（２６番人気）
馬単票数 計 ７２６５４７ 的中 �� ３２３３（５６番人気）
ワイド票数 計 ４１７５１９ 的中 �� ４６２８（２７番人気）�� １４９５（６２番人気）�� ８９７６（１１番人気）
３連複票数 計１７０５６９８ 的中 ��� ３１３８（１０８番人気）
３連単票数 計３３４３１２２ 的中 ��� １１７０（５５７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．６―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットチリペッパー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled デビュー ２００９．１２．１２ 阪神５着

２００７．４．１７生 牡５芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter ２０戦２勝 賞金 ３３，３４９，０００円
［他本会外：３戦２勝］

※クリノスレンダー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０２０７２ １月２９日 曇 良 （２４小倉１）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�

こ く ら じ ょ う

小 倉 城 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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

４７ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４９２＋１４２：０２．０ ８．２�

５８ マコトサンパギータ 牝４栗 ５４ 中舘 英二眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ３．１�
２２ スマートリバティー 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４６＋１４２：０２．１� ４．７�
４６ マイネルアウストロ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥 �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 ５００－ ４ 〃 クビ ２０．３�
２３ インディーグラブ 牡４鹿 ５６ 山口 勲 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５４－ ２２：０２．２� ６．６�

（佐賀）

３５ スズカアンペール 牡４鹿 ５６ 高倉 稜永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５８－１２２：０２．３クビ ２３８．２	
１１ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５６ 松田 大作小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ １１．９

６１０ 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 B４９０＋ ８ 〃 ハナ ６０．１�
８１５ カピオラニパレス 牡４芦 ５６ 黛 弘人横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４２：０２．４クビ ８．２�
７１３ シルクランスロット 牡５栗 ５７ 国分 優作有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５２６＋ ４２：０２．６１ ５６．８
５９ グッドカフェ 牡４青鹿５６ 北村 友一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４８６＋１０ 〃 クビ ２５．３�
３４ アイファーハイカラ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ １０２．２�
７１２ ワイズミューラー 牡５栗 ５７ 川須 栄彦 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４２：０３．２３� １０．３�
６１１ ホークウィンザー 牡７芦 ５７ 松山 弘平小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４８－１４ 〃 ハナ １７４．８�
８１４ スリーケインズ 牡４芦 ５６ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４７４± ０２：０３．８３� １８２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，５８６，６００円 複勝： ４４，９４２，８００円 枠連： ２２，６４３，８００円

馬連： ７４，３９５，１００円 馬単： ４４，７９４，１００円 ワイド： ３１，３３４，４００円

３連複： １０７，９８５，１００円 ３連単： ２０３，４８４，７００円 計： ５５８，１６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－５） １，０００円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ６１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ８，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２８５８６６ 的中 � ２７７２７（５番人気）
複勝票数 計 ４４９４２８ 的中 � ５２１５３（３番人気）� １０４４２８（１番人気）� ７７８８７（２番人気）
枠連票数 計 ２２６４３８ 的中 （４－５） １６８１２（３番人気）
馬連票数 計 ７４３９５１ 的中 �� ４３２３８（２番人気）
馬単票数 計 ４４７９４１ 的中 �� １２３９９（５番人気）
ワイド票数 計 ３１３３４４ 的中 �� １６００７（３番人気）�� １１８７６（５番人気）�� ２８０７７（１番人気）
３連複票数 計１０７９８５１ 的中 ��� ５１４６５（１番人気）
３連単票数 計２０３４８４７ 的中 ��� １６７２２（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．７―３７．３―５０．４―１：０２．８―１：１５．１―１：２７．４―１：３９．３―１：５０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルガヴロシュ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００９．８．１６ 小倉３着

２００７．５．９生 牡５青鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ ２５戦３勝 賞金 ４３，６６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。

３レース目



（２４小倉１）第６日 １月２９日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

１５８，７３０，０００円
５，３６０，０００円
１，６５０，０００円
１４，４３０，０００円
５６，９２３，０００円
４，５５０，０００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
１９８，８２３，２００円
３０４，９０３，８００円
１５３，９９８，１００円
４８３，２４１，１００円
３２５，３８１，６００円
２１２，３２５，９００円
６８６，５９９，５００円
１，２６３，４７０，１００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 ３，６２８，７４３，３００円

総入場人員 ７，５３７名 （有料入場人員 ６，８４４名）


