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０２０９７ ２月１１日 晴 重 （２４小倉１）第９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

４６ ナイスゴールド 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 ４４８＋ ８ ５８．５ ２．５�

５７ ラーゼンマイスター 牝３芦 ５４ 北村 友一近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４８０－ ２ ５８．９２� ５．８�
２２ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４６± ０ ５９．３２� ２７．６�
８１４ 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 ４５８－ ４ 〃 ハナ ８．６�
３３ クラウンカミーノ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４６０＋ ６ ５９．４� ６４．０�
６１０ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 真島 正徳 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２４± ０ ５９．５クビ １５．２�

（佐賀）

５８ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４３６－ ６ ５９．９２� ７．５	

７１２ 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± ０１：００．２１� ４．６

１１ イデアシュリュー 牝３鹿 ５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４０６± ０１：００．４１ １４８．３�
６９ ゴールデンフラワー 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４２２± ０ 〃 ハナ １４４．０�
８１３ チ ェ リ ム 牝３鹿 ５４ 幸 英明永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３８－ ４１：００．６１� ２２．６
７１１ ショウナンアタック 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４７２± ０ 〃 ハナ １５９．２�
３４ ケイムアフターミー 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ３８８－１２１：００．８１� ４４．１�
４５ ミスプリシラ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 小島牧場 ３８４－１０１：０１．１２ ２９９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，４８２，５００円 複勝： ２１，０１９，６００円 枠連： ７，０９０，７００円

馬連： ２２，４７５，４００円 馬単： １８，１１２，０００円 ワイド： １２，４５３，４００円

３連複： ３７，７３０，５００円 ３連単： ５４，５２７，３００円 計： １８３，８９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ４８０円 枠 連（４－５） ６９０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，１２０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ６，５８０円 ３ 連 単 ��� ２５，９８０円

票 数

単勝票数 計 １０４８２５ 的中 � ３４１８６（１番人気）
複勝票数 計 ２１０１９６ 的中 � ４９１７７（１番人気）� ２４８３８（４番人気）� ８６１７（７番人気）
枠連票数 計 ７０９０７ 的中 （４－５） ７５９９（２番人気）
馬連票数 計 ２２４７５４ 的中 �� １３０３２（５番人気）
馬単票数 計 １８１１２０ 的中 �� ７０６８（５番人気）
ワイド票数 計 １２４５３４ 的中 �� ６１２９（５番人気）�� ２６８４（１６番人気）�� １９７９（２２番人気）
３連複票数 計 ３７７３０５ 的中 ��� ４２３８（２５番人気）
３連単票数 計 ５４５２７３ 的中 ��� １５４９（９７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．６―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．９―３４．５―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイスゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２０１１．６．１８ 函館３着

２００９．３．２２生 牝３栗 母 ナイスグリンベル 母母 ミヤサンレデイ ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。

０２０９８ ２月１１日 晴 重 （２４小倉１）第９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

８１５ シゲルアーモンド 牡３青 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５３６－ １１：４５．９ １３．３�

１２ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 幸 英明有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０８± ０１：４６．０� ５．７�
４８ マイネルバイカ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４６０＋ ６１：４６．１� ８．２�

４７ サンライズスマート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６０－ ８１：４６．４２ ４．１�
７１３ ミッキージュピター 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４６０± ０ 〃 ハナ ４．５�
５１０ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４９２－１８１：４６．６１� ３７．２	
７１４ シーフェリックス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４５０＋ ６１：４６．９１� １４．１

５９ リバータイキ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 ４７２－１０１：４７．２２ １６．１�
３５ アッパレオリュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４９２－ ８１：４７．５１� ８２．８�
３６ 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 ４８４－１０１：４７．８１� ２４．４
６１１ 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± ０１：４８．０１� ３１．８�
２３ テイエムデイジー 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４５４＋ ４１：４８．４２� ２９３．７�
１１ カネトシヴェルス 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４５０－ ４１：４８．５� ６．６�
６１２ マーティンスリープ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 ４９４＋ ８１：４９．３５ ７１．７�
８１６ キョウエイペガサス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４３８－ ２１：４９．４� １５６．１�
２４ メイショウヒロブミ 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ４１：５０．４６ ２０８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０６０，０００円 複勝： １６，５０７，０００円 枠連： ８，１９５，０００円

馬連： １９，２８９，８００円 馬単： １４，３６４，０００円 ワイド： １０，５４０，３００円

３連複： ３１，４９２，９００円 ３連単： ４５，１０９，３００円 計： １５５，５５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３００円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（１－８） ２，２１０円

馬 連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ９，２７０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� １，９４０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ９，０７０円 ３ 連 単 ��� ７２，３８０円

票 数

単勝票数 計 １００６００ 的中 � ５９７７（６番人気）
複勝票数 計 １６５０７０ 的中 � １４２０３（６番人気）� ２３５７７（３番人気）� １１８０３（７番人気）
枠連票数 計 ８１９５０ 的中 （１－８） ２７３７（１０番人気）
馬連票数 計 １９２８９８ 的中 �� ３０７４（２０番人気）
馬単票数 計 １４３６４０ 的中 �� １１４４（４０番人気）
ワイド票数 計 １０５４０３ 的中 �� １８２７（１８番人気）�� １３０７（２６番人気）�� ３２９３（８番人気）
３連複票数 計 ３１４９２９ 的中 ��� ２５６５（３２番人気）
３連単票数 計 ４５１０９３ 的中 ��� ４６０（２４８番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１１．５―１３．０―１２．３―１２．５―１２．７―１２．７―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．３―４２．３―５４．６―１：０７．１―１：１９．８―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

シゲルアーモンド �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．７．１０ 京都１１着

２００９．４．２８生 牡３青 母 シゲルイケイケ 母母 アレックスパワー １０戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
［他本会外：１戦０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 ユキノサムライ号
（非抽選馬） １頭 ルネッサンスブルー号

第１回 小倉競馬 第９日



０２０９９ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９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

３６ イントゥザストーム 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４００＋ ２１：０９．０ ４．６�

６１２ 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 B４５２± ０１：０９．１� １４．９�
２４ 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± ０ 〃 クビ ４．０�
２３ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７０－ ２１：０９．２� １１．５�
３５ クラウンエンビー 牡３栗 ５６ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５４± ０１：０９．３クビ ３．４�
１１ ヤマニンメンヒル 牡３鹿 ５６ 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４４６＋ ２１：０９．５１ １７．６	
６１１ タケデンサプライズ 牡３青鹿５６ 丸田 恭介武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－ ８１：０９．７１� ９６．５

８１５ シゲルシブガキ 	３鹿 ５６ 村田 一誠森中 蕃氏 湯窪 幸雄 日高 瀬戸牧場 ４７０－１２１：０９．９１� １９．８�
８１６ チェリーナイツピサ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：１０．１１� ２９．１�
４７ ニホンピロシトリン 牝３黒鹿５４ 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４２２－１８１：１０．４１� １６．２
７１３ 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± ０１：１０．６１� １２．８�
１２ キリシマキセキ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２２－ ４ 〃 ハナ ２９７．５�
５９ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４６６－１０ 〃 クビ ３１．５�
４８ タ タ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也佐野 雅昭氏 小桧山 悟 新ひだか 出羽牧場 ４０８－１０１：１１．４５ ３４４．１�
７１４ ミッキーオスカー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４７６ ―１：１２．２５ ２２７．７�
５１０ ア プ ロ ー ズ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか キヨタケ牧場 ４３８＋２２１：１３．６９ １５５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７００，０００円 複勝： ２２，２７１，２００円 枠連： ９，８８３，３００円

馬連： ２４，３９１，６００円 馬単： １７，８１９，７００円 ワイド： １３，４２１，６００円

３連複： ３７，２８３，２００円 ３連単： ５５，６５２，１００円 計： １９２，４２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（３－６） １，２３０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ４，７７０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ３１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� １８，６００円

票 数

単勝票数 計 １１７０００ 的中 � ２０１００（３番人気）
複勝票数 計 ２２２７１２ 的中 � ４１５９５（２番人気）� １７６０６（５番人気）� ４７８４０（１番人気）
枠連票数 計 ９８８３３ 的中 （３－６） ５９７０（４番人気）
馬連票数 計 ２４３９１６ 的中 �� ６３４０（９番人気）
馬単票数 計 １７８１９７ 的中 �� ２７６２（１３番人気）
ワイド票数 計 １３４２１６ 的中 �� ３６７５（９番人気）�� １２２０２（１番人気）�� ４８１６（４番人気）
３連複票数 計 ３７２８３２ 的中 ��� １０１７０（３番人気）
３連単票数 計 ５５６５２１ 的中 ��� ２２０９（３８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．３―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．１―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イントゥザストーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．７．２ 京都２着

２００９．２．１０生 牝３鹿 母 バイユーストーム 母母 At the Half ７戦１勝 賞金 １２，３２５，０００円
〔制裁〕 コスモティアラ号の騎手丹内祐次は，３コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーオスカー号・アプローズ号は，平成２４年３月１１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 キチロクトップガン号

０２１００ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１：５７．３
１：５６．１

良

良

１２ アラドヴァル 牝３青 ５４ 村田 一誠吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４４２－１０２：０２．５ ５３．７�

７１４ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３．５�
４８ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２０－ ６２：０２．７１� ８５．０�
２３ ナ ユ タ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 ４３６－ ８２：０２．８� ２０８．０�
３６ ハギノクィーン 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント ４３０± ０ 〃 ハナ ７．０�
２４ マテリアルガール 牝３鹿 ５４ 松山 弘平山上 和良氏 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 ４３４± ０２：０３．０１� １６．７	
８１６ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 北村 友一万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８－１２ 〃 クビ ６．２

８１５ ルナフォンターナ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２± ０２：０３．１クビ ３．４�
６１２ ディジェスティフ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �グリーンファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ８２：０３．４２ １４．７�
５９ ニコニコマーク 牝３鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４３２－ ２２：０３．５� ９６．５
７１３ モンゴールド 牝３芦 ５４ 藤岡 康太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４６０－ ２２：０３．６� ２６．７�
６１１ ディアエボニー 牝３青鹿５４ 黛 弘人ディアレスト 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム ４１２± ０２：０４．０２� ３１７．０�
４７ ショウナンカプリス 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２０± ０２：０４．１� ８．６�
１１ サイモンガーランド 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ４２：０４．２� ７３．０�
５１０ イ ロ ッ ポ イ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４８０＋ ６２：０４．６２� ４５．３�
３５ クレバーディオネ 牝３鹿 ５４ 酒井 学田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４４４－ ６２：０５．０２� １２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７４３，９００円 複勝： ２０，３２５，９００円 枠連： ８，５６６，６００円

馬連： ２３，１２８，８００円 馬単： １６，１８８，８００円 ワイド： １１，４９８，０００円

３連複： ３２，３２６，６００円 ３連単： ４９，７９８，４００円 計： １７３，５７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３７０円 複 勝 � ８７０円 � １９０円 � １，４１０円 枠 連（１－７） ４，０５０円

馬 連 �� ９，１２０円 馬 単 �� ２１，９３０円

ワ イ ド �� ２，８８０円 �� １９，３６０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� １３６，３３０円 ３ 連 単 ��� ７８１，９５０円

票 数

単勝票数 計 １１７４３９ 的中 � １７２４（１０番人気）
複勝票数 計 ２０３２５９ 的中 � ５３１１（９番人気）� ３８４４９（２番人気）� ３１３７（１１番人気）
枠連票数 計 ８５６６６ 的中 （１－７） １５６４（１７番人気）
馬連票数 計 ２３１２８８ 的中 �� １８７２（２６番人気）
馬単票数 計 １６１８８８ 的中 �� ５４５（６０番人気）
ワイド票数 計 １１４９８０ 的中 �� ９９２（２６番人気）�� １４４（９５番人気）�� ９６３（２７番人気）
３連複票数 計 ３２３２６６ 的中 ��� １７５（２３１番人気）
３連単票数 計 ４９７９８４ 的中 ��� ４７（１２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３６．１―４９．２―１：０２．０―１：１４．６―１：２６．９―１：３８．７―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラドヴァル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２１ 京都９着

２００９．３．１９生 牝３青 母 エメラルドアイル 母母 アイリッシュダンス ２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 スズカバビロン号・ダイヤモンターニャ号



０２１０１ ２月１１日 晴 重 （２４小倉１）第９日 第５競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０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

２４ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４４６－ ２２：３２．０ ２．９�

５９ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ２ 〃 クビ １０．６�
７１３ ゲットハッピー 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４７０＋１０２：３２．１� ３．３�
８１６� エイコオレジェンド 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４８０＋ ４２：３２．５２� １６．１�
４８ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４９０－ ８２：３２．６� １４．０�
２３ リンガスアクター 牡６黒鹿５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４９２± ０ 〃 アタマ ６．０�
１２ � クリノソーニャ 牝７鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４４６＋ ２２：３３．１３ ８３．９	
８１５ トーセンマルゴー 牡６鹿 ５７ 松山 弘平島川 
哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５４０＋ ８ 〃 ハナ ８２．１�
１１ � セイカペガサス 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６６－ ２２：３３．２クビ １６７．７�
３５ � アグネスフリーダム 牡７栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７６－ ４２：３４．１５ ２２．３
６１２ グッドカフェ 牡４青鹿 ５６

５５ ☆国分 優作杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B４８４－ ２２：３４．６３ ９．７�
４７ � 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 ４３２－ ２２：３４．８１	 ２０２．１�
５１０ 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± ０２：３５．４３� １０９．６�
６１１� トーセンエシェゾー 牡６鹿 ５７ 荻野 琢真島川 
哉氏 木村 哲也 日高 シンボリ牧場 B４７０－ ４２：３５．８２� ２８６．０�
７１４ ベ イ ル リ 牝６鹿 ５５ 黛 弘人西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４７２± ０２：３６．５４ １５５．８�
３６ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５０４－ ６２：３８．２大差 ７５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５９１，６００円 複勝： ２０，０２４，７００円 枠連： １０，０５２，２００円

馬連： ２３，８３７，６００円 馬単： １８，０７２，３００円 ワイド： １２，４９９，４００円

３連複： ３５，６９８，８００円 ３連単： ５９，２１２，６００円 計： １９１，９８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（２－５） ８８０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ７，２２０円

票 数

単勝票数 計 １２５９１６ 的中 � ３４２１５（１番人気）
複勝票数 計 ２００２４７ 的中 � ４７３３２（１番人気）� ２１１２７（４番人気）� ３３８１１（２番人気）
枠連票数 計 １００５２２ 的中 （２－５） ８４６８（３番人気）
馬連票数 計 ２３８３７６ 的中 �� １４５８８（４番人気）
馬単票数 計 １８０７２３ 的中 �� ７７９８（４番人気）
ワイド票数 計 １２４９９４ 的中 �� ７６８４（３番人気）�� １２８６６（２番人気）�� ４４８９（６番人気）
３連複票数 計 ３５６９８８ 的中 ��� １５００２（２番人気）
３連単票数 計 ５９２１２６ 的中 ��� ６０５６（１０番人気）

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

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―２４．３―３６．０―４８．６―１：０１．４―１：１４．７―１：２８．５―１：４１．９―１：５４．６―２：０６．９―２：１９．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロケットダイヴ �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Dynaformer デビュー ２０１０．１．９ 京都４着

２００７．２．７生 牡５鹿 母 ビージョイフルアンドリジョイス 母母 Cynthias Whistle １８戦３勝 賞金 ２９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウレジェンド号は，平成２４年３月１１日まで平地競走に出走できない。
※チェリーソウマ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０２１０２ ２月１１日 晴 稍重 （２４小倉１）第９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

５９ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ 酒井 学 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２８± ０１：４４．２ ２．６�

１２ 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 ４６２－ ４ 〃 ハナ ７．７�
２３ サンライズドバイ 牡４芦 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４＋ ６１：４４．４１� １７．６�
３６ 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 ５１６－ ４１：４４．７２ ３．９�
４７ � 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 ５１０＋ ２１：４４．８クビ ６．５�
８１５ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７ 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± ０１：４４．９� ２５．９	
５１０ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 江田 照男坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６０－ ２１：４５．０� ６４．８

３５ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５４

５３ ☆国分 優作加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５０＋１０１：４５．１クビ ９．１�
１１ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６２± ０１：４５．２	 ３６．９�
７１４ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４６－ ４１：４５．５１	 ３９．１
２４ グランデタキオン 牡５鹿 ５７ 黛 弘人芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋１８ 〃 クビ １８９．９�
４８ 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 ５３６＋ ２１：４６．１３� ２５４．２�
８１６ レ ー ガ ン 牡４青鹿５６ 荻野 琢真重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９４＋ ４ 〃 クビ ４２．２�
６１２ ホークウィンザー 牡７芦 ５７ 丸田 恭介小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４４６－ ２１：４６．９５ １７２．０�
６１１ ヒアズルッキング 
４鹿 ５６ 中舘 英二 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２１：４７．５３� ９８．８�

（１５頭）
７１３ 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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，８３８，４００円 複勝： ２２，６３６，３００円 枠連： ９，４２７，４００円

馬連： ２３，７９０，９００円 馬単： １７，７８５，６００円 ワイド： １２，９８１，６００円

３連複： ３７，０６４，８００円 ３連単： ６２，６００，２００円 計： ２０１，１２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ７２０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ９００円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 ��� １６，５６０円

票 数

単勝票数 差引計 １４８３８４（返還計 ６０） 的中 � ４６７４７（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２６３６３（返還計 ３９） 的中 � ５４４２６（１番人気）� ２８３８２（３番人気）� １２００２（６番人気）
枠連票数 差引計 ９４２７４（返還計 ２ ） 的中 （１－５） ９６７５（２番人気）
馬連票数 差引計 ２３７９０９（返還計 ２８０） 的中 �� １９１８６（３番人気）
馬単票数 差引計 １７７８５６（返還計 １１６） 的中 �� ９１５９（３番人気）
ワイド票数 差引計 １２９８１６（返還計 １３５） 的中 �� ６７０７（４番人気）�� ３５１４（１１番人気）�� ２１３５（１７番人気）
３連複票数 差引計 ３７０６４８（返還計 １０３２） 的中 ��� ５７５９（１６番人気）
３連単票数 差引計 ６２６００２（返還計 １４５９） 的中 ��� ２７９１（４４番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．８―１３．２―１２．８―１２．０―１２．４―１２．０―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．５―４２．７―５５．５―１：０７．５―１：１９．９―１：３１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７
１
３
１６（２，５）－（６，９）１１（７，１０）４，１４，８，１５（１，１２）－３・（２，１５）（１６，５，３）１０（６，９，１１，１４）（４，７）１２（１，８）

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

勝馬の
紹 介

セブンサミッツ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．２９ 京都中止

２００６．５．１０生 牡６栗 母 マキシマムデニール 母母 ダイナセレナード １５戦３勝 賞金 ３１，１９９，０００円
〔出走取消〕 ヒルトップシーン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 シンボリストーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０２１０３ ２月１１日 晴 稍重 （２４小倉１）第９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，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

６１０ カリステジア 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４７６－ ４ ５８．６ ３．１�

３４ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７ 川須 栄彦広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９０－ ４ ５８．８１� ３．２�
１１ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２４－ ８ 〃 ハナ ８．８�
７１１ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２０－ ４ ５９．１１� ７．５�
６９ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ ５９．２� １６．５�
３３ プレミアムカラー 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 B４５８± ０ 〃 アタマ ５２．９�
５８ ストロングノヴァ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作	�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６± ０ ５９．３� １２８．１

４６ 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 ４８０－ ２ ５９．４� ６４．６�
８１３ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 黛 弘人村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１８＋ ２ ５９．５� １２．７�
５７ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６４＋ ２ ５９．６クビ ２６．８
２２ � カシノハクリュウ 牡５芦 ５７ 松山 弘平柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５５２± ０ 〃 クビ ２２３．１�
４５ ト ス カ ー ナ 牝４栗 ５５ 酒井 学 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋ ６ ５９．７クビ ６３．９�
８１４ エヴァンブルー 牡４黒鹿５７ 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 ４６６－ ６１：００．２３ ７．６�
７１２ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿５５ 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １１２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２９５，９００円 複勝： ２０，６６５，２００円 枠連： ８，１０１，１００円

馬連： ２４，１４１，１００円 馬単： １８，７００，１００円 ワイド： １３，１４６，９００円

３連複： ３６，９４８，０００円 ３連単： ６１，４２０，８００円 計： １９７，４１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（３－６） ５２０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ６６０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ６，６００円

票 数

単勝票数 計 １４２９５９ 的中 � ３６３６６（１番人気）
複勝票数 計 ２０６６５２ 的中 � ３１６５３（２番人気）� ４４５６４（１番人気）� ２６２０３（３番人気）
枠連票数 計 ８１０１１ 的中 （３－６） １１５４６（１番人気）
馬連票数 計 ２４１４１１ 的中 �� ２２７７６（１番人気）
馬単票数 計 １８７００１ 的中 �� ９４０２（３番人気）
ワイド票数 計 １３１４６９ 的中 �� １０６５０（１番人気）�� ４５２０（６番人気）�� ９１９３（２番人気）
３連複票数 計 ３６９４８０ 的中 ��� １７４４５（１番人気）
３連単票数 計 ６１４２０８ 的中 ��� ６８７８（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリステジア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１０．９．１２ 札幌２着

２００８．４．１７生 牝４鹿 母 ファインメロディ 母母 Sit Alkul ８戦２勝 賞金 ２２，５５５，０００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） １頭 クリスタルヒル号
（非抽選馬） ２頭 アシュア号・サクラフェニックス号

０２１０４ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９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）

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

１：５７．３
１：５６．１

良

良

１１ 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± ０２：００．８ ２．４�

８１６ 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－ ４ 〃 アタマ ３．６�

２３ ショウナンマハ 牝４黒鹿５４ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４８＋ ２２：００．９クビ ８．１�
７１３ タキオンコウショウ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６４± ０２：０１．１１� ２３．７�
８１５ キトゥンブルー 牝４青鹿５４ 丸田 恭介 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－１２ 〃 クビ １１．９�
２４ アルファメガハート 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４６０＋ ８２：０１．３１� ４８．５	
５９ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 川島 信二島川 
哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５０６＋ ２２：０１．４� ６５．９�
６１２ 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± ０２：０１．５� ２０２．６�
７１４ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６４＋ ２２：０１．７１� ９．９
３５ エリモアクアポリス 牝６鹿 ５５ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント ４８０＋２０ 〃 ハナ ４６．６�
３６ ピーチブローフィズ 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：０１．９� １８．８�
４７ ピンクジャスミン 牝５鹿 ５５ 村田 一誠名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５１．５�
６１１ フロールジェナ 牝４鹿 ５４ 江田 照男小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４１４－ ６２：０２．０� ４３８．０�
５１０ アイドルバイオ 牝４青 ５４ 鮫島 良太バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４２８－１０２：０２．１� ２２．０�
１２ アンサンブル 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－２０２：０３．７１０ ７３．４�
４８ � ファーマレッド 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 ４６６＋１２２：０５．３１０ １２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３３９，６００円 複勝： ２６，２１０，０００円 枠連： １０，０３６，４００円

馬連： ２８，７５５，１００円 馬単： ２１，２４７，６００円 ワイド： １５，０９７，０００円

３連複： ４１，４５１，７００円 ３連単： ７２，８６１，２００円 計： ２２９，９９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－８） ３７０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，３６０円

票 数

単勝票数 計 １４３３９６ 的中 � ４９０４２（１番人気）
複勝票数 計 ２６２１００ 的中 � ７９８２２（１番人気）� ４５６２７（２番人気）� ２９１８８（４番人気）
枠連票数 計 １００３６４ 的中 （１－８） ２０４１８（１番人気）
馬連票数 計 ２８７５５１ 的中 �� ５６０５７（１番人気）
馬単票数 計 ２１２４７６ 的中 �� ２１３３１（１番人気）
ワイド票数 計 １５０９７０ 的中 �� ２２１８７（１番人気）�� １１８４３（２番人気）�� ５６９５（５番人気）
３連複票数 計 ４１４５１７ 的中 ��� ２７８５３（１番人気）
３連単票数 計 ７２８６１２ 的中 ��� １６０５１（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．４―１２．５―１２．５―１２．０―１２．２―１１．９―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３６．１―４８．６―１：０１．１―１：１３．１―１：２５．３―１：３７．２―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトサンパギータ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．７ 京都３着

２００８．３．１７生 牝４栗 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション １７戦２勝 賞金 ３７，４２７，０００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 インパクトゲーム号・ダズリングワールド号



０２１０５ ２月１１日 晴 稍重 （２４小倉１）第９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

７１４ ダノンボルケーノ 牡５栗 ５７ 川須 栄彦�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：４３．６ ３．４�

４７ ディーエスコンドル 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４６４－ ８１：４３．８１� １１．９�
６１１ 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 ４６６－１０ 〃 クビ ４．１�
３５ キンショーダンデー 牡５栗 ５７ 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８６－ ２１：４４．６５ ７．３�
８１６� コパノハリケーン 牡４鹿 ５６ 真島 正徳小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９６－ ２１：４５．５５ ３４．１�

（佐賀）

４８ ホ ク シ ン 牡４青鹿５６ 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B４７６－１０１：４５．６� １４２．３�
８１５ 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 ５０２－ ２ 〃 ハナ ２３．４	
５１０ ドリームボンバー 牡４鹿 ５６ 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７４± ０１：４５．８１� ５．３

１２ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２６－１２１：４６．１１� １０２．６�
６１２ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５６ 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４９８＋ ８１：４６．５２� ２１．７�
２４ � ベッロバンビーナ 牝４鹿 ５４ 嘉藤 貴行ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 浦河 伏木田牧場 ４２２－ ８１：４７．２４ １００．８
３６ � コイスキャーレ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５５２＋１２１：４７．７３ １４．４�
２３ ディフィーター 	６青鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４８２－ ８１：４９．２９ ２１．２�
７１３ ハッピースカッシュ 牝５栗 ５５ 酒井 学馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 B４５６＋ ４ （競走中止） ２４３．５�
５９ � アマゾニアン 牝５青鹿５５ 川島 信二槙 清孝氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４９０－ ２ （競走中止） ２１０．１�
１１ シルクリンカーン 牡５栗 ５７

５４ ▲西村 太一有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４５４＋ ６ （競走中止） ２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９９４，３００円 複勝： ２２，３９３，３００円 枠連： １１，９８３，１００円

馬連： ３１，８９０，３００円 馬単： ２３，３１５，０００円 ワイド： １６，５４９，２００円

３連複： ４９，１８５，４００円 ３連単： ８４，４２９，７００円 計： ２５３，７４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（４－７） ３，１１０円

馬 連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ４１０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 ��� ２５，７００円

票 数

単勝票数 計 １３９９４３ 的中 � ３２７５６（１番人気）
複勝票数 計 ２２３９３３ 的中 � ３２２３５（３番人気）� １４４２８（６番人気）� ４５９６１（１番人気）
枠連票数 計 １１９８３１ 的中 （４－７） ２８４７（１３番人気）
馬連票数 計 ３１８９０３ 的中 �� ７５７０（１０番人気）
馬単票数 計 ２３３１５０ 的中 �� ２７７４（２２番人気）
ワイド票数 計 １６５４９２ 的中 �� ４５２２（８番人気）�� １０７３４（２番人気）�� ３７４２（９番人気）
３連複票数 計 ４９１８５４ 的中 ��� ７８４０（１１番人気）
３連単票数 計 ８４４２９７ 的中 ��� ２４２５（６３番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１１．６―１２．７―１２．２―１２．１―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―２９．５―４２．２―５４．４―１：０６．５―１：１８．８―１：３１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンボルケーノ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gone West デビュー ２０１０．３．２１ 中山１着

２００７．３．２１生 牡５栗 母 ウエスタンワールド 母母 Coxwold １０戦２勝 賞金 ２１，３７０，０００円
〔競走中止〕 シルクリンカーン号は，競走中に疾病〔左中手骨粉砕骨折〕を発症し，向正面で転倒したため競走中止。

アマゾニアン号は，向正面で，転倒した「シルクリンカーン」号に触れ，転倒したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出
血〕を発症。
ハッピースカッシュ号は，向正面で，転倒した「シルクリンカーン」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディフィーター号は，平成２４年３月１１日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アマゾニアン号は，平成２４年３月１１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ソウルオブエイチ号
※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。

０２１０６ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９日 第１０競走 ��１，２００�
も え ぎ

萌 黄 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 １，７００，０００
１，７００，０００

円
円 ８５０，０００円

付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ２７，０００
２７，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５１０ アイラブリリ 牝３黒鹿５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３０± ０１：０８．８ ３．０�

２４ ニコールバローズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４８＋ ４１：０８．９� ３．６�
４７ マ ス イ デ ア 牝３黒鹿５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４２０＋ ４１：０９．１１� ４４．９�
５９ カノヤミノリ 牡３芦 ５６ 川須 栄彦神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６８＋ ２ 〃 同着 ２６．６�
８１６ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７０－ ４ 〃 アタマ １４．９�
４８ デンコウベリル 牡３芦 ５６ 黛 弘人田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４７８－１０ 〃 アタマ ４０．６�
３６ ボストンサクラ 牝３黒鹿５４ 国分 優作�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ２１：０９．２� ３．７	
３５ ドナメデューサ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４７０－１０１：０９．３クビ ３２．５

７１３ ジャズドラム 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ １９．４�
７１４ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６ 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７４± ０１：０９．４� １７．３�
２３ シルクティソナ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９４± ０ 〃 クビ １７１．５
１１ エキゾチックバニラ 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４４－ ４１：１０．４６ １６０．３�
１２ ナムラメイビ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４２６－ ４１：１０．５� ５９．０�
６１２ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 中舘 英二西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６０± ０１：１０．６クビ ３８．０�
６１１ カシノラピス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４１６－２４１：１１．０２� ４３．１�
８１５� ロトプレイヤー �３鹿 ５６ 真島 正徳副島 義久氏 真島 元徳 日高 広富牧場 B４２０－ ６１：１１．１� １６４．４�

（佐賀） （佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６５０，５００円 複勝： ３２，１０５，７００円 枠連： １２，６６５，０００円

馬連： ５０，１５２，４００円 馬単： ３１，１０６，１００円 ワイド： ２０，３１８，９００円

３連複： ６９，１４９，１００円 ３連単： １２３，０５３，９００円 計： ３５７，２０１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 �
�

６００円
４２０円 枠 連（２－５） ４９０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２００円 ��
��

１，２００円
６００円

��
��

１，１２０円
７３０円

３ 連 複 ���
���

３，０３０円
１，７３０円 ３ 連 単 ���

���
１１，３４０円
５，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８６５０５ 的中 � ４９０３９（１番人気）
複勝票数 計 ３２１０５７ 的中 �

�
８２９１２
９９２６
（１番人気）
（８番人気）

� ５８３９１（３番人気）� ６５８２（１２番人気）

枠連票数 計 １２６６５０ 的中 （２－５） １９２７１（１番人気）
馬連票数 計 ５０１５２４ 的中 �� ７２５８８（１番人気）
馬単票数 計 ３１１０６１ 的中 �� ２２２８０（２番人気）
ワイド票数 計 ２０３１８９ 的中 ��

��
２０３２８
２４０９
（２番人気）
（２４番人気）

��
��

２２４０
３８１６
（２６番人気）
（１４番人気）

�� ４８３１（７番人気）

３連複票数 計 ６９１４９１ 的中 ��� ８３５３（１９番人気）��� １４９２９（６番人気）
３連単票数 計１２３０５３９ 的中 ��� ３９９２（５１番人気）��� ７８８５（１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．５―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイラブリリ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１１．８．６ 小倉３着

２００９．２．１３生 牝３黒鹿 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ ７戦２勝 賞金 ２１，７１５，０００円
〔騎手変更〕 ボストンサクラ号の騎手酒井学は，第９競走での落馬負傷のため国分優作に変更。

ビッグプレゼンター号の騎手西村太一は，第９競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
ジャズドラム号の騎手川島信二は，第９競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アンビータブル号・オウケンハナミズキ号・コスモルーシー号・ジャストザブレイン号・ビップヴィットリオ号・

フジドリーム号・ホンインボウ号・メイショウフォロー号・レアプラチナ号
※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。



０２１０７ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９日 第１１競走 ��
��２，０００�

た か ち ほ

高 千 穂 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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

４７ ツルミプラチナム 牡５黒鹿５７ 荻野 琢真�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋１４２：００．５ １６．９�

３６ リキアイクロフネ 牡５鹿 ５７ 江田 照男高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２± ０２：００．７１� ８５．５�
１１ エクセリオン 牡５芦 ５７ 太宰 啓介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０ 〃 クビ １６．６�
７１３ 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 ４９０＋ ２２：００．８クビ １１．５�
７１４ ハイタッチクイーン 牝５栗 ５５ 川須 栄彦星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ８．４�
６１２ マイネルプリマス 牡６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 ５１６－ ４ 〃 ハナ １０．８	
３５ � ハギノアスラン 	８鹿 ５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５４－ ４２：００．９
 ６５．５

８１６ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９２＋ ２２：０１．１１� ４．４�
１２ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ １１．０�
２３ メイショウイチバン 牡８鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B４９８－ ６ 〃 アタマ ２９．７
８１５ アフォリズム 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４３６－ ６２：０１．２クビ ３５．５�
２４ ミヤコトップガン 牡６栗 ５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ５．０�
６１１ スズカスパーク 牡７芦 ５７ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 スガタ牧場 ４７４－１０２：０１．６２
 ５０．４�
５１０ 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 ４９０－ ２２：０２．５５ ４．９�
５９ 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 ４９６－ ４２：０２．６
 ２７４．４�
４８ オカゲサマデ 牝６鹿 ５５ 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５６－１０ 〃 ハナ １４８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９７４，８００円 複勝： ４７，６５０，０００円 枠連： ２８，１２１，３００円

馬連： １１０，９６７，０００円 馬単： ５９，９０５，２００円 ワイド： ３６，９８７，２００円

３連複： １５７，４２２，１００円 ３連単： ２７３，７６８，５００円 計： ７４０，７９６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４５０円 � １，７３０円 � ５８０円 枠 連（３－４） １３，２９０円

馬 連 �� ６０，９４０円 馬 単 �� １２２，４７０円

ワ イ ド �� ９，７５０円 �� ４，４２０円 �� １３，９４０円

３ 連 複 ��� ２５９，３３０円 ３ 連 単 ��� １，９０６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２５９７４８ 的中 � １２１６２（９番人気）
複勝票数 計 ４７６５００ 的中 � ２９６７９（８番人気）� ６６９７（１４番人気）� ２２０８９（９番人気）
枠連票数 計 ２８１２１３ 的中 （３－４） １５６２（３２番人気）
馬連票数 計１１０９６７０ 的中 �� １３４４（８５番人気）
馬単票数 計 ５９９０５２ 的中 �� ３６１（１７０番人気）
ワイド票数 計 ３６９８７２ 的中 �� ９３２（７７番人気）�� ２０７３（４９番人気）�� ６５０（８８番人気）
３連複票数 計１５７４２２１ 的中 ��� ４４８（３２９番人気）
３連単票数 計２７３７６８５ 的中 ��� １０６（２１１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．５―１２．９―１２．７―１２．１―１２．２―１１．５―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．６―３６．１―４９．０―１：０１．７―１：１３．８―１：２６．０―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４F４６．７―３F３４．５
１
３
１４－１２（５，１３）６（１，１６）２，１５（３，１１）（４，１０）（７，９）８
１４（５，１２）（１，６，１３）（２，１６）（７，３，１５，９）１１（４，１０）８

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

勝馬の
紹 介

ツルミプラチナム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．１ 京都７着

２００７．４．１２生 牡５黒鹿 母 タイムヒロイン 母母 フ ル ー ト １７戦３勝 賞金 ４６，６４２，０００円
〔制裁〕 メイショウイチバン号の騎手飯田祐史は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番・１１番・１０番へ

の進路影響）
ツルミプラチナム号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２４年２月１８日から
平成２４年２月１９日まで騎乗停止。（２番への進路影響）

０２１０８ ２月１１日 晴 良 （２４小倉１）第９日 第１２競走 ��
��１，２００�

や つ し ろ

八 代 特 別
発走１６時００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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ サンデージョウ 牝５青 ５５ 中舘 英二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 対馬 正 ５００＋ ２１：０８．３ ２．５�

７１４� フレデフォート 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４８＋ ４１：０８．４� １１．０�
７１３ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５４－ ８１：０８．６１	 ６．５�
２４ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８６＋ ２１：０８．８１� ４７．９�
４７ ラブグランデー 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム B４６２± ０ 〃 ハナ ３．０�
３６ ランダムトーク 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４５６－ ６１：０８．９� ８３．１	
６１２ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８０－１２１：０９．０
 ２２．１

５９ スズカサクセス 牡５鹿 ５７ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７４－ ４１：０９．１クビ ４０．０�
１２ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５１６＋ ２ 〃 クビ １６．６�
２３ メイショウデューイ 牡６鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：０９．２クビ ３３．１
５１０� 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 ４４６＋ ２１：０９．３
 ３０９．９�
４８ メジロガストン 牡７青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９４－ ４ 〃 ハナ ３３．９�
８１５ トクトイムスメ 牝６栗 ５５ 丹内 祐次�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４９４± ０１：０９．４クビ ３２０．１�
６１１� フィッツナウ 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真下河�美智子氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ２１：０９．５� ６５．６�
８１６ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５２２＋ ２ 〃 ハナ ４５．８�
３５ ダークシャナオー 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 B４７８± ０１：１１．９大差 １９９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７５１，２００円 複勝： ４２，５８０，１００円 枠連： ２１，７１９，４００円

馬連： ６４，４６７，５００円 馬単： ４２，３２６，１００円 ワイド： ２９，２１０，９００円

３連複： ８９，８０３，０００円 ３連単： １６６，６０９，１００円 計： ４８２，４６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（１－７） ５９０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ５１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２５７５１２ 的中 � ８３７３３（１番人気）
複勝票数 計 ４２５８０１ 的中 � １０３７７７（２番人気）� ３３４７０（４番人気）� ４５１１０（３番人気）
枠連票数 計 ２１７１９４ 的中 （１－７） ２７２１３（３番人気）
馬連票数 計 ６４４６７５ 的中 �� ３０５２４（５番人気）
馬単票数 計 ４２３２６１ 的中 �� １２４４９（８番人気）
ワイド票数 計 ２９２１０９ 的中 �� １７２７３（２番人気）�� １４３８６（５番人気）�� ７９８２（８番人気）
３連複票数 計 ８９８０３０ 的中 ��� ２０７７４（８番人気）
３連単票数 計１６６６０９１ 的中 ��� ９５５２（２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１１．２―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンデージョウ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１８ 新潟１着

２００７．５．２生 牝５青 母 イシノクイル 母母 クイルメーカー １５戦２勝 賞金 ３１，６２１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔発走状況〕 トクトイムスメ号は，馬場入場時に左後肢落鉄。発走時刻４分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークシャナオー号は，平成２４年３月１１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 シャドウエミネンス号



（２４小倉１）第９日 ２月１１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１５８，７３０，０００円
２，０８０，０００円
５，６６０，０００円
１，７２１，０００円
１４，４３０，０００円
６１，１８８，０００円
４，８３６，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
１８４，４２２，７００円
３１４，３８９，０００円
１４５，８４１，５００円
４４７，２８７，５００円
２９８，９４２，５００円
２０４，７０４，４００円
６５５，５５６，１００円
１，１０９，０４３，１００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 ３，３６０，１８６，８００円

総入場人員 ６，６９３名 （有料入場人員 ６，１０８名）


