
０５００１ ２月７日 晴 稍重 （２１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）

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

４４ マコトバンクウ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 B４５６－ ４ ５９．３ １５．６�

５５ � カゼノジュエリー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太深井 孟氏 鮫島 一歩 米 Jean Hai-
malas ４５４－ ２ ５９．４� ３．７�

２２ アッサムリーフ 牡３鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 長浜 秀昭 ４６４± ０ ５９．６１� ３３．５�

３３ アベニールシチー 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 三石 幌村牧場 ４４４－ ４ ５９．８１ ４．６�
５６ リ キ ド ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか 静内山田牧場 ４３６－ ６１：００．１２ ５．７�
８１２ ビッグキング 牡３栗 ５６ 幸 英明�ビッグ 梅田 康雄 新冠 八木農場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ９．０	
６７ プレストスペル 牡３芦 ５６

５４ △丸田 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 青森 諏訪牧場 ４５８－ ４１：００．３１� １７．７

６８ タグロッキー 牡３芦 ５６ 田嶋 翔田口 廣氏 佐山 優 安平 田口 廣 ４５６－ ２１：００．９３� １６７．９�
８１１ カシノコロン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４２６－ ２ 〃 クビ ３１．０�
７９ ユメヲカナエル 牡３栗 ５６

５４ △田中 健キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B４５２－ ８１：０１．１１ ３．９
７１０ ランチャードーター 牝３鹿 ５４ 岩部 純二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４７６－ ４１：０１．６３ ４０．１�
１１ ルビーマダム 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４２４－ ２１：０２．２３� ９８．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７，７５２，８００円 複勝： １３，４７３，９００円 枠連： ６，３４２，１００円

普通馬連： ２２，９８５，０００円 馬単： ２０，８５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８，３９１，１００円

３連複： ３３，００１，０００円 ３連単： ４９，３７５，８００円 計： １６２，１７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ４１０円 � １５０円 � １，０３０円 枠 連（４－５） １，７００円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ６，３８０円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� ４２，２１０円 ３ 連 単 ��� ２６２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ７７５２８ 的中 � ３９３１（６番人気）
複勝票数 計 １３４７３９ 的中 � ７５２８（６番人気）� ３３０８８（１番人気）� ２６１５（１０番人気）
枠連票数 計 ６３４２１ 的中 （４－５） ２７５７（７番人気）
普通馬連票数 計 ２２９８５０ 的中 �� ６８６９（１１番人気）
馬単票数 計 ２０８５３０ 的中 �� ２４３６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３９１１ 的中 �� ２３６９（１１番人気）�� ３１５（４２番人気）�� ５２７（３６番人気）
３連複票数 計 ３３００１０ 的中 ��� ５７７（８６番人気）
３連単票数 計 ４９３７５８ 的中 ��� １３９（４９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．７―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．７―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトバンクウ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．６．２１ 阪神７着

２００６．４．６生 牡３黒鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス １０戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円



０５００２ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４７ ナリタシリカ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４２０－ ８１：４９．９ ６．８�

６１２ ハッピーパレード 牝３黒鹿５４ 武 豊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３０± ０１：５０．３２� １．７�
７１３ ロイヤルクリッパー 牝３栗 ５４ 北村 友一 �社台レースホース清水 出美 三石 追分ファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ４．６�
２４ イイデエース 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４４－ ４１：５０．５１� １８．１�
８１５ デ オ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４８２－１４１：５０．６クビ １１．４�
１２ ナ タ ー シ ャ 牝３栗 ５４

５２ △田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４１４－１２１：５０．７� １５４．４	
４８ メイショウハイホー 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 平取 稲原牧場 ３９２－１２ 〃 ハナ ７７．１

５１０ メイマドンナ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０１：５０．９１� ３８．８�
１１ ブラストスイフト 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ４１：５１．０クビ ３６１．５�
８１６ ウインドローザ 牝３鹿 ５４ 生野 賢一福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ２４９．１
３６ エーシンマイスター 牝３栗 ５４

５３ ☆浜中 俊平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４４０－１２１：５１．２１� ２３．５�
３５ サマーパレンケ 牝３青鹿 ５４

５２ △丸田 恭介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４４８＋ ６１：５１．４１� ３２．２�
７１４ アグネスビジン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 本田 優 三石 三石川上牧場 ３８８－１２１：５１．５� ２１８．６�
５９ クリノステップ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋栗本 守氏 武田 博 千歳 社台ファーム ４１８－１４１：５１．７１� ３４７．１�
２３ ヤマニンドレープ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４３０－１６ 〃 クビ １８７．５�
６１１ ジュテミルフー 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 B４２２－１０１：５２．１２� ３０２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２０１，１００円 複勝： ２０，７５６，５００円 枠連： ７，８６６，５００円

普通馬連： ２６，７８４，５００円 馬単： ２４，７９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８３８，０００円

３連複： ３５，１０２，２００円 ３連単： ５８，２２９，４００円 計： １９６，５６９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（４－６） ４５０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３５０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ５，１００円

票 数

単勝票数 計 １２２０１１ 的中 � １４３４１（３番人気）
複勝票数 計 ２０７５６５ 的中 � ２０１６９（３番人気）� ９８１３２（１番人気）� ４１６４８（２番人気）
枠連票数 計 ７８６６５ 的中 （４－６） １３１８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ２６７８４５ 的中 �� ３７７３７（２番人気）
馬単票数 計 ２４７９１３ 的中 �� １１１８８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８３８０ 的中 �� １１３５１（２番人気）�� ６０９１（３番人気）�� ２３６２３（１番人気）
３連複票数 計 ３５１０２２ 的中 ��� ４１２８１（１番人気）
３連単票数 計 ５８２２９４ 的中 ��� ８４３２（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１３．０―１２．５―１２．４―１２．３―１１．９―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．９―４９．４―１：０１．８―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
３
１，７，１１（２，３）（８，１３）４（１２，１６）５（６，１０）（１５，９，１４）・（１，７）１１（２，３，１３）（４，８）（５，１２，１６）（１５，１０，１４）（６，９）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナリタシリカ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．７．２７ 小倉９着（８位）

２００６．３．１５生 牝３黒鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー ６戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルエナサン号・シャルマンスタイル号



０５００３ ２月７日 晴 良 （２１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

１１ � ブライドルアップ 牝３黒鹿５４ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Dr. Masa-
take Iida ４６０－ ４１：０８．２ １．７�

７１３ マチカネコロモガワ 牡３栗 ５６ 川島 信二細川 益男氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ４１：０８．６２� ３２．４�
２３ マンテンパパ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４０± ０１：０８．９１� ６．８�
３５ コ ク ト ー 牡３鹿 ５６ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４６６－ ２１：０９．１１ １１．２�
２４ タマモコロナ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎タマモ� 伊藤 伸一 静内 前田牧場 ４５８＋１０１：０９．２� ６４．８�
８１７ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４１４－ ４１：０９．５１� ５５．９	

４８ ブルーライジング 牡３鹿 ５６
５５ ☆浜中 俊 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５６＋ ６１：０９．６� １７．２


１２ キチロクレナン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 川越ファーム ４１４－ ６ 〃 クビ ２８３．６�
６１１� エーシンウォーマン 牡３青鹿５６ 武 豊平井 宏承氏 武 邦彦 米 Winches-

ter Farm ４５０＋ ８１：０９．８１� ７．１�
７１５ チャームドリーム 牝３鹿 ５４ 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２－ ６１：１０．０１� ６５．８
８１８ バンブーキャプテン 牡３栗 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６４－１２１：１０．１� ７６．５�
５１０ ロングフィーバ 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 ４４４－ ４１：１０．２� １５５．８�
６１２ マイネルロワイヤル 牡３青鹿５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 むかわ 市川牧場 ４７０＋１０ 〃 クビ ３４．７�
７１４ プリズムドウル 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人玉井 宏和氏 蛯名 信広 様似 澤井 義一 ４７０－ ４１：１０．３� ２８９．９�
８１６ ホーザンアテナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗神田 通博氏 沢 峰次 青森 諏訪牧場 ４１６－１０１：１０．５１� １６１．８�
３６ カネトシポインター 牡３栗 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４４２－２０１：１０．８１� １７５．４�
４７ メイショウクライフ 牡３栗 ５６ 中村 将之松本 好�氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４９０＋ ８１：１１．２２� ３２４．５�
５９ ドリームクラフト 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋１０１：１１．８３� １１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，８６２，０００円 複勝： １９，６９８，１００円 枠連： ９，８９２，１００円

普通馬連： ２８，４８７，０００円 馬単： ２４，９０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５５５，９００円

３連複： ３９，３６９，７００円 ３連単： ６５，６６９，５００円 計： ２１４，４４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � １９０円 枠 連（１－７） １，５８０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２５０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 ��� ２７，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４８６２０ 的中 � ６９２８６（１番人気）
複勝票数 計 １９６９８１ 的中 � ８５３３４（１番人気）� ５０５２（９番人気）� ２１２５３（２番人気）
枠連票数 計 ９８９２１ 的中 （１－７） ４６３９（７番人気）
普通馬連票数 計 ２８４８７０ 的中 �� ８１０１（７番人気）
馬単票数 計 ２４９０９３ 的中 �� ６３９７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５５５９ 的中 �� ２９６５（７番人気）�� １３８６３（１番人気）�� １３７８（２２番人気）
３連複票数 計 ３９３６９７ 的中 ��� ５５７７（１３番人気）
３連単票数 計 ６５６６９５ 的中 ��� １７９２（６６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１１．０―１１．６―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３３．０―４４．６―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブライドルアップ �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Miswaki デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．５．１９生 牝３黒鹿 母 Wanda’s Dream 母母 Halo Reply ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔騎手変更〕 マンテンパパ号の騎手佐久間寛志は，病気のため芹沢純一に変更。
〔制裁〕 メイショウクライフ号の調教師梅内忍は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームクラフト号は，平成２１年３月７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ホワイトスパーク号・ラガーキセキ号
（非抽選馬） ２頭 ジェーンオースチン号・トラストコマチ号



０５００４ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６６ ダディーズウォーズ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ―２：０４．５ ２．０�

７７ ツルマルノホシ 牡３鹿 ５６ 北村 友一鶴田 任男氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８６ ― 〃 アタマ １１．６�
２２ チョップチョップ 牡３青鹿５６ 武 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４８６ ― 〃 クビ ３．６�
３３ ドライヴァーズハイ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太 �イースターサンデー 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０８ ―２：０４．７１� ４．１�
１１ テイエムドルフィン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 ４７８ ― 〃 アタマ ５３．０�
５５ パープルスター 牝３鹿 ５４ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４８４ ―２：０７．３大差 ２５．４�
４４ ケ フ ェ ウ ス 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 北星村田牧場 ４９０ ―２：０９．５大差 １１．９	

（７頭）

売 得 金

単勝： ９，９６６，６００円 複勝： ９，６３７，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １７，０１５，８００円 馬単： １８，４２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４，７５９，５００円

３連複： ２１，４１３，４００円 ３連単： ６３，９５５，６００円 計： １４５，１７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ５５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，８５０円

票 数

単勝票数 計 ９９６６６ 的中 � ４０２１７（１番人気）
複勝票数 計 ９６３７６ 的中 � ４００３８（１番人気）� ４５４１（５番人気）
普通馬連票数 計 １７０１５８ 的中 �� ９１３６（４番人気）
馬単票数 計 １８４２３８ 的中 �� ７４２１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７５９５ 的中 �� ２２２８（４番人気）�� １００９８（２番人気）�� １５６３（９番人気）
３連複票数 計 ２１４１３４ 的中 ��� １１３９８（３番人気）
３連単票数 計 ６３９５５６ 的中 ��� ６８９５（１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．１―１３．５―１３．６―１２．９―１２．７―１２．２―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．４―４９．９―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．１―１：４１．３―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４
１
３
３（６，７）－２－５（４，１）
３（６，７）２，１－５－４

２
４
３－６，７，２－（５，１）－４・（３，６）７，２，１＝５＝４

勝馬の
紹 介

ダディーズウォーズ 

�
父 ウォーエンブレム 


�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００６．２．２３生 牡３黒鹿 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 テイエムドルフィン号の騎手佐久間寛志は，病気のため芹沢純一に変更。
〔制裁〕 ダディーズウォーズ号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（２番への進路影響）



０５００５ ２月７日 晴 稍重 （２１小倉１）第１日 第５競走 １，７００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

５７ � リキアイコンドル 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８８－ ８１：４７．２ ７．６�

３４ アドマイヤミスティ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６０－ ２１：４７．３クビ ２．３�
４６ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４３６－ ６１：４７．４� ５．９�
６９ � メイショウシオギリ 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５２０－ ６１：４７．６１� ６０．３�
８１４� サクラシンフォニー 牝４黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４４６＋ ２１：４７．８１� ４１．６�
１１ ストロングジョイス 牝４鹿 ５４ 二本柳 壮村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４２２－ ６１：４７．９� １１９．４�
３３ ジャングルバード 牝５黒鹿５５ 鮫島 良太 	サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：４８．１１ １８．０

４５ トロピカルクイーン 牝５鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４９２＋１４ 〃 クビ １２０．３�
５８ イコールパートナー 牝４栗 ５４ 赤木高太郎古谷 道昌氏 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ８１：４８．２クビ ６．２�
２２ ワキノキルシェ 牝４青鹿５４ 北村 友一脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８２－ ２ 〃 アタマ ７．５
７１１ アルコイリス 牝５芦 ５５

５３ △丸田 恭介中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５８－ ４１：４８．５１� １３．２�
７１２ エターナルロマンス 牝４黒鹿５４ 菊沢 隆徳有限会社シルク河野 通文 門別 ヤナガワ牧場 ４７８－１２１：４８．６� ４８．８�
６１０ カシノアマゾネス 牝５栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４４４± ０１：４８．９２ ３０７．３�
８１３ フ ジ ビ ヨ リ 牝４青 ５４

５３ ☆田中 博康荒木 誠氏 伊藤 伸一 静内 桜井牧場 ４９２－ ２１：４９．１� ２１０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，４６２，２００円 複勝： １８，９６６，０００円 枠連： ９，４８２，１００円

普通馬連： ２７，４１２，６００円 馬単： ２３，２４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７４９，０００円

３連複： ３６，１８５，７００円 ３連単： ６４，９７６，４００円 計： ２０２，４７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（３－５） ３２０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ９，２６０円

票 数

単勝票数 計 １１４６２２ 的中 � １１９７６（５番人気）
複勝票数 計 １８９６６０ 的中 � ２２６９３（４番人気）� ６８２５３（１番人気）� ２２８４７（３番人気）
枠連票数 計 ９４８２１ 的中 （３－５） ２１９７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２７４１２６ 的中 �� ２７６３３（２番人気）
馬単票数 計 ２３２４５５ 的中 �� ８４５３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７４９０ 的中 �� １０４９１（２番人気）�� ４１７３（５番人気）�� １１７７９（１番人気）
３連複票数 計 ３６１８５７ 的中 ��� ２４０５６（１番人気）
３連単票数 計 ６４９７６４ 的中 ��� ５１７９（２０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．９―１２．１―１３．３―１３．１―１２．１―１２．７―１２．２―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．８―３０．９―４４．２―５７．３―１：０９．４―１：２２．１―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�リキアイコンドル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Reference Point

２００３．５．２１生 牝６鹿 母 リキアイアクトレス 母母 エ テ ー ル １９戦１勝 賞金 １８，９００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］



０５００６ ２月７日 晴 稍重 （２１小倉１）第１日 第６競走 ��１，０００�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，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４６ � トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 横山 典弘東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０２－ ８ ５８．８ ４．２�

７１２ ラスカルデューク 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４６± ０ 〃 ハナ ７．２�

４５ ウイニングヒロオー 牡４鹿 ５７
５５ △田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 静内 静内坂本牧場 ４４８＋２０ 〃 クビ １００．８�

１１ スニーカーブルース 牡５鹿 ５７
５４ ▲荻野 琢真青山 洋一氏 平田 修 静内 千代田牧場 ４４２－１８ ５９．０１� １３．８�

３３ メジロシーゴー 牝４栗 ５５
５２ ▲黛 弘人メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４０－ ２ ５９．１� ７．４�

６１０ マイティーキラー 牡６栗 ５７
５６ ☆藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ４９８－ ６ ５９．２クビ ６．８�

３４ � フォレストジャガー 牡６黒鹿５７ 中舘 英二加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.
David Randal B４９０＋ ２ ５９．３� ８．１	

５８ � マックスオネスティ 	８黒鹿 ５７
５５ △丸田 恭介田所 英子氏 小笠 倫弘 門別 天羽牧場 ４７２＋ ８ 〃 ハナ ２６．３


７１１ ホ ト ダ ー 牡７栗 ５７
５４ ▲宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８８－ ６ ５９．７２
 １４．０�

８１４ イーグルホーラー 牡４鹿 ５７
５６ ☆的場 勇人��昭牧場 荒川 義之 三石 三石川上牧場 ４９４± ０１：００．１２
 ２１８．１

８１３� キクノジュピター 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 出口 宜己 ４６２＋ ４１：００．２
 ８８．６�
５７ � ピュアロング 牡４栗 ５７ 赤木高太郎長井 純一氏 加藤 征弘 愛 Mrs H. D.

McCalmont ４６６＋ ４１：００．３クビ １１２．３�
２２ ボストンアサーテン 牡５栗 ５７ 高山 太郎小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５１２＋１４１：０１．２５ ５３．７�
６９ ミキノセレナーデ 牝４鹿 ５５ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 ４４０－ ６ （競走中止） ４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５７１，７００円 複勝： １６，５００，０００円 枠連： １０，６４７，５００円

普通馬連： ２８，４７６，５００円 馬単： ２３，３３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８１６，５００円

３連複： ３９，２６５，７００円 ３連単： ６５，７２７，７００円 計： ２０５，３３５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � ２，２９０円 枠 連（４－７） １，２４０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ７，４２０円 �� ９，２７０円

３ 連 複 ��� ６５，４２０円 ３ 連 単 ��� ２１０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １０５７１７ 的中 � ２０１６１（２番人気）
複勝票数 計 １６５０００ 的中 � ２７２１４（２番人気）� ２１７０７（４番人気）� １３９９（１２番人気）
枠連票数 計 １０６４７５ 的中 （４－７） ６３４９（７番人気）
普通馬連票数 計 ２８４７６５ 的中 �� １０４９５（９番人気）
馬単票数 計 ２３３３０１ 的中 �� ５４３１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８１６５ 的中 �� ４８３０（５番人気）�� ３４４（４８番人気）�� ２７５（５５番人気）
３連複票数 計 ３９２６５７ 的中 ��� ４４３（１３１番人気）
３連単票数 計 ６５７２７７ 的中 ��� ２３０（５１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーホウカラブラン �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Devil’s Bag

２００４．４．２０生 牡５青鹿 母 トーホウクラウン 母母 ビンジンスキー １２戦１勝 賞金 １５，３３０，０００円
地方デビュー ２００７．６．２８ 名古屋

〔競走中止〕 ミキノセレナーデ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０５００７ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第７競走 ２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３８．２
２：３７．４

良

良

２２ � レイトスプリング 牡６栗 ５７
５６ ☆田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５５４－ ２２：４０．５ １３．４�

７９ シャイニングデイ 牡４黒鹿 ５６
５５ ☆的場 勇人安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ５０４－ ２２：４０．６� １３．３�

７８ マイネナデシコ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 谷口牧場 ４５８－ ２２：４０．７� ８．８�

５５ シングルショット 牡４青 ５６ 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ １．９�
６６ レジームチェンジ 牡４鹿 ５６ 横山 典弘吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム B４７６－ ６ 〃 クビ ３．６�
４４ マイネルメロス 牡６栗 ５７ 西田雄一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４７６－ ６２：４０．８クビ ３４．４�
８１０ ティルフィング 牡５栗 ５７ 安藤 光彰 	キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４２：４１．１１� １２．６

８１１ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５６ 幸 英明森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９２－ ８ 〃 クビ ３０．７�
１１ エーシンダボーブイ 牡４鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８０－ ８２：４１．４１� ４６．９�
３３ サウンドローデッド 牡５鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ７８．５
６７ � サチノマックイーン 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 門別 信育成牧場 ４４８－ ４２：４５．０大差 ９７．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，９２４，１００円 複勝： ２０，３３４，１００円 枠連： ７，３５０，７００円

普通馬連： ２４，８２９，９００円 馬単： ２３，０８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３３４，５００円

３連複： ３１，６１６，２００円 ３連単： ６８，００５，６００円 計： １９５，４７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３８０円 � ４７０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ５，２６０円 馬 単 �� １１，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，１７０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 ��� ８９，１５０円

票 数

単勝票数 計 １０９２４１ 的中 � ６４２７（６番人気）
複勝票数 計 ２０３３４１ 的中 � １４５０５（４番人気）� １０９２５（５番人気）� １６００７（３番人気）
枠連票数 計 ７３５０７ 的中 （２－７） １９５９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２４８２９９ 的中 �� ３４８４（１５番人気）
馬単票数 計 ２３０８２０ 的中 �� １４９３（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３３４５ 的中 �� １７５８（１４番人気）�� １９７３（１３番人気）�� ２２８８（１１番人気）
３連複票数 計 ３１６１６２ 的中 ��� １８２２（３５番人気）
３連単票数 計 ６８００５６ 的中 ��� ５６３（２１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．２―１２．３―１３．１―１３．３―１３．３―１２．９―１２．１―１１．６―１１．３―１１．４―１２．２

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�
１２．８―２４．８―３７．０―４９．３―１：０２．４―１：１５．７―１：２９．０―１：４１．９―１：５４．０―２：０５．６―２：１６．９―２：２８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レイトスプリング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon

２００３．４．１８生 牡６栗 母 ブリージーキス 母母 Savannah Song １４戦１勝 賞金 １９，１１０，０００円
初出走 JRA



０５００８ ２月７日 晴 稍重 （２１小倉１）第１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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

７１４ ワインアドバイザー 牡６青鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：４５．１ ８．９�

６１２ カラメルマキアート 牡４鹿 ５６ 武 豊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４５．３１� ２．４�
８１６ ニューロザリオ 牡４鹿 ５６ 北村 友一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４７６＋ ６１：４５．７２� １４．１�
１２ スパークルシチー 牡４黒鹿５６ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 ４７６－ ６１：４５．８� ３１．６�
５９ オメガクエスト 牡４栗 ５６

５５ ☆浜中 俊原 �子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５４－１０１：４６．１１� ３３．９�
７１３ キャトルキャール 牝４栗 ５４ 秋山真一郎吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４１６－１０１：４６．７３� １１９．８	
３６ メイショウトンボ 牡６鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ５００＋ ２１：４６．９１� ８．６

２４ � シルクメルヴェイユ 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信有限会社シルク星野 忍 門別 ヤナガワ牧場 ５１６－２６ 〃 クビ １２４．８�
２３ � セイカジーベック 牡５鹿 ５７ 幸 英明久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８６＋２４１：４７．０クビ １９３．１�
５１０ ア イ ノ カ ゼ 牡４鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム B４９８＋ ４１：４７．２１� ３８．２
４７ キャプテンマジン 牡４黒鹿５６ 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ４９４＋ ４１：４７．４１� ３０．９�
３５ コアグリーン 牡４鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８０－ ４１：４７．５� １９１．０�
６１１� エカテリーナ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介小林 久義氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４５８－ ４１：４７．８２ １２０．９�
１１ トシザカイモン 牡５芦 ５７ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４９８－ ６ 〃 クビ ３．０�
４８ ミスターオリオン 牡４芦 ５６ 中舘 英二平本 敏夫氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ４９６－ ６ 〃 アタマ ２８．５�
８１５ スナークハーバー �５青鹿 ５７

５５ △田中 健杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 村田牧場 B４６０－ ４１：４９．６大差 ９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６７８，５００円 複勝： ２０，６７０，７００円 枠連： １１，６７３，７００円

普通馬連： ３５，２９５，７００円 馬単： ３０，００５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１７８，７００円

３連複： ４４，５４６，４００円 ３連単： ８０，４５８，６００円 計： ２５１，５０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（６－７） ８７０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，０４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� ２２，５５０円

票 数

単勝票数 計 １５６７８５ 的中 � １４０１０（４番人気）
複勝票数 計 ２０６７０７ 的中 � ２３１６０（４番人気）� ５１３１１（１番人気）� １４９２１（５番人気）
枠連票数 計 １１６７３７ 的中 （６－７） ９９６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５２９５７ 的中 �� ２５２８３（３番人気）
馬単票数 計 ３０００５５ 的中 �� ７００４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１７８７ 的中 �� ７０１４（５番人気）�� ２９９８（１０番人気）�� ４３３９（７番人気）
３連複票数 計 ４４５４６４ 的中 ��� １２１９５（８番人気）
３連単票数 計 ８０４５８６ 的中 ��� ２６３４（５３番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．４―１１．４―１３．１―１２．８―１２．５―１２．９―１２．１―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．１―２９．５―４２．６―５５．４―１：０７．９―１：２０．８―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ワインアドバイザー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．８．７ 新潟１１着

２００３．５．４生 牡６青鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス ３７戦２勝 賞金 ５０，２４０，０００円
〔騎手変更〕 ミスターオリオン号の騎手小林慎一郎は，病気のため中舘英二に変更。



０５００９ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第９競走 ２，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１２ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ８２：００．１ ５．２�

６９ ウインキングストン 牡４栗 ５６ 武 豊�ウイン 武 邦彦 新冠 村上 欽哉 ５１４＋ ４２：００．２� ３．１�
６１０ マルサンリターン 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 静内 クドウファーム B４８０± ０２：００．３� ７．５�
４５ � グランドカラー 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳廣松 金次氏 境 征勝 門別 高山 博 ５３４＋ ８ 〃 ハナ ３１．８�
５７ マイネルビジュー 牡５栗 ５７

５５ △丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ １０．２�
３３ アドマイヤビアン 牝５鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４１４－ ８２：００．４� ２５．１�
２２ ネオベローナ 牝４黒鹿５４ 中舘 英二小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５０－１０２：００．５� ５．３	
３４ グ リ フ ィ ス 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎 
キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ４２：００．６クビ ３３．５�
１１ � マルイチキセキ 牡５黒鹿５７ 北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 岡野牧場 ４３６＋ ２２：００．７� ５０．６�
８１３ カゼノユクエ 牡７鹿 ５７ 安藤 光彰喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４８０－ ２２：００．８� ７３．０
５８ ショウナンサヴァン 牡４鹿 ５６ 福永 祐一国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７２－ ４２：０１．０１� １６．３�
７１１ ペルルデジャルダン 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 清広 浦河 富菜牧場 ４７８＋１２２：０１．３２ １０．６�
４６ � タガノトゥーリ 牝５栗 ５５

５４ ☆田中 博康八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６４± ０２：０２．５７ ５３．４�

８１４� ト ラ ン プ 牡５鹿 ５７
５６ ☆浜中 俊冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５０４－ ４２：０３．０３ ８３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，５３６，２００円 複勝： ２１，９７２，２００円 枠連： １５，６９１，７００円

普通馬連： ５０，５９８，０００円 馬単： ３８，６５１，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５３１，４００円

３連複： ５９，２６１，６００円 ３連単： １２２，４７１，７００円 計： ３４１，７１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－７） ５００円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ８２０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� １４，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７５３６２ 的中 � ２６８５７（２番人気）
複勝票数 計 ２１９７２２ 的中 � ４１８５６（１番人気）� ３７２８４（３番人気）� ２５３６５（４番人気）
枠連票数 計 １５６９１７ 的中 （６－７） ２３２２３（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０５９８０ 的中 �� ３７７７６（２番人気）
馬単票数 計 ３８６５１９ 的中 �� １２８４４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５３１４ 的中 �� ９７３８（２番人気）�� ４４４５（９番人気）�� ６６６３（４番人気）
３連複票数 計 ５９２６１６ 的中 ��� １７６１４（３番人気）
３連単票数 計１２２４７１７ 的中 ��� ６２２６（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１３．０―１２．５―１１．９―１２．２―１２．１―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．５―４７．５―１：００．０―１：１１．９―１：２４．１―１：３６．２―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
１０，１４（９，１１，１２）（２，５，７，８）（１，３）４＝１３－６
１０，１２（９，１４，８）７，２（５，１１，３，４）１（１３，６）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザサンデーフサイチ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１０．２９ 東京３着

２００４．４．５生 牡５黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ５戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔制裁〕 マルサンリターン号の騎手太宰啓介は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）



０５０１０ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第１０競走 ��１，２００�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走１４時５０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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１２ � ブルーデインヒル 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House
Stud Ltd. ４７８± ０１：０８．１ ６．５�

２４ ユウタージパング 牡６栗 ５７ 秋山真一郎上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 ５１０－ ８１：０８．２� ３７．３�
３５ ジョイフルハーバー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５３６＋１０１：０８．４１� ７．３�
２３ カーリアンダンス �５鹿 ５７ 福永 祐一伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４９８－ ４ 〃 アタマ １２．３�
１１ マウントキング 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 武田農場 ４６６＋ ８１：０８．５クビ １４．８�
３６ メイショウヨリトモ 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B４６２－２２ 〃 クビ １６．８�
５９ ディスパージョン 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６０＋ ２ 〃 同着 ５．４	
８１７ カノヤトップレディ 牝４鹿 ５５ 北村 友一神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 B４８０＋ ２１：０８．６クビ ５．４

８１８� タガノマスタング 牡６栗 ５７ 小原 義之八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４７４－ ６１：０８．７� ９４．７�
７１４� ファンドリキセキ 牡４青鹿５７ 幸 英明水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 佐々木 恵一 ４８６－ ２ 〃 アタマ ３０．１�
７１３� シ テ ィ ボ ス 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４７４＋１４ 〃 クビ １１．２
６１２ サマーファインデイ 牝４栗 ５５ 田中 博康セゾンレースホース� 宮 徹 青森 中山 雅信 ４７４－ ６１：０８．８クビ ２６．１�
５１０ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 中村 将之�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４１０＋ ４１：０８．９	 ５８．２�
４８ � オカールノキセキ 牡５芦 ５７ 小林 久晃新井原 博氏 河野 通文 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５２２－ ３１：０９．１１ １７０．５�
７１５ セレブラール 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４７８－ ８ 〃 クビ ２５．８�
８１６ バロンダンス 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４２６＋ ６ 〃 アタマ １１．３�
６１１ リーガルアミューズ 牝４栗 ５５ 浜中 俊有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４８２＋２２１：０９．３１
 ２５．９�
４７ � ダイワミュートス 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎大城 敬三氏 中野渡清一 静内 原 伸幸 ４８０＋ ４１：１０．２５ １４９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８９４，５００円 複勝： ２３，７４５，９００円 枠連： ２２，２４１，２００円

普通馬連： ６９，２０３，７００円 馬単： ４７，２８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９６６，８００円

３連複： ９４，４９０，６００円 ３連単： １９０，２５８，６００円 計： ４８４，０８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ９００円 � ２９０円 枠 連（１－２） １，５３０円

普通馬連 �� １５，７９０円 馬 単 �� ２６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２６０円 �� ８８０円 �� ４，８５０円

３ 連 複 ��� ２５，５２０円 ３ 連 単 ��� １９１，３００円

票 数

単勝票数 計 １６８９４５ 的中 � ２０６９５（３番人気）
複勝票数 計 ２３７４５９ 的中 � ３０６２２（３番人気）� ５８５７（１０番人気）� ２２２０８（４番人気）
枠連票数 計 ２２２４１２ 的中 （１－２） １０７８１（７番人気）
普通馬連票数 計 ６９２０３７ 的中 �� ３２３５（５４番人気）
馬単票数 計 ４７２８７４ 的中 �� １３１５（９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９６６８ 的中 �� １１２７（５０番人気）�� ５８６５（５番人気）�� ９８９（５６番人気）
３連複票数 計 ９４４９０６ 的中 ��� ２７３３（８１番人気）
３連単票数 計１９０２５８６ 的中 ��� ７３４（５６３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．３―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４４．８―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．６
３ ・（３，６）（２，４）９（１，７，１１，１５）１６（８，１４）（５，１０，１２）１３（１７，１８） ４ ３，６（２，４，９）１（８，１４）（７，１１，１６）（５，１０，１５）１２（１７，１３）１８

勝馬の
紹 介

�ブルーデインヒル �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Summer Squall デビュー ２００７．１１．２３ 東京７着

２００５．４．１６生 牡４鹿 母 Mackie 母母 Glowing Tribute ８戦２勝 賞金 ２２，４３２，０００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） １頭 カシマワールド号
（非抽選馬） １頭 ノーブルストーン号



０５０１１ ２月７日 晴 良 （２１小倉１）第１日 第１１競走 ��１，８００�第４３回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，２０．２．９以降２１．２．１まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１２ サンライズマックス 牡５黒鹿５７ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４４＋ ８１：４４．９ １３．８�

３５ ヤマニンキングリー 牡４栗 ５７ 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８８＋１０１：４５．０� ２．８�
４７ ミヤビランベリ 牡６栗 ５５ 福永 祐一村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９４＋ ４ 〃 クビ ９．９�
４８ レッツゴーキリシマ 牡４鹿 ５５ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４８０－ ４１：４５．１� １３．３�
６１１ マストビートゥルー 牡６栗 ５３ 宮崎 北斗�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４６６－ ８１：４５．２クビ ４５．９�
２４ バトルバニヤン 牡５栗 ５６ 中舘 英二津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ６．３�
５１０ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５４ 安藤 光彰矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４７４－ ４ 〃 ハナ ３５．１	
５９ ノットアローン 牡４青 ５５ 北村 友一金子真人ホール

ディングス
 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ２４．８�
８１６� フサイチアウステル 牡７鹿 ５６ 浜中 俊岡田 牧雄氏 池江 泰寿 米 Edward P.

Evans ４８６－ ６ 〃 ハナ ３２．８�
３６ ホッコーソレソレー 牡７青鹿５４ 藤岡 康太矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４６６－ ２１：４５．４１ ３７．９
７１４ シゲルフセルト 牡４鹿 ５３ 赤木高太郎森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４５０－ ６１：４５．６１� ６６．４�
６１２ フィールドベアー 牡６鹿 ５７．５ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：４５．７� ９．２�
１１ ダイシングロウ 牡５黒鹿５５ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０２－１０ 〃 アタマ ８．３�
７１３� ライブコンサート �５黒鹿５４ 佐藤 哲三グリーンフィールズ
 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２３．１�
８１５ カネトシツヨシオー 牡６鹿 ５６ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ８１：４５．９１� ３８．７�
２３ アサカディフィート �１１黒鹿５７．５ 鮫島 良太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５３０－ ２１：４６．１１� ２８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９８，５６３，４００円 複勝： １２８，２１６，２００円 枠連： ８１，３７８，２００円

普通馬連： ４９１，２５４，２００円 馬単： ２５２，３７５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，０１４，７００円

３連複： ５８３，８７７，５００円 ３連単： １，１８１，０９３，１００円 計： ２，９３５，７７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ４８０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（１－３） ６７０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ２，７３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ５，１９０円 ３ 連 単 ��� ３５，５００円

票 数

単勝票数 計 ９８５６３４ 的中 � ５６６６３（７番人気）
複勝票数 計１２８２１６２ 的中 � ５２０３７（８番人気）� ３７５３９３（１番人気）� ９８０３３（５番人気）
枠連票数 計 ８１３７８２ 的中 （１－３） ９０８７２（１番人気）
普通馬連票数 計４９１２５４２ 的中 �� １８２１０２（５番人気）
馬単票数 計２５２３７５４ 的中 �� ３７１２０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９０１４７ 的中 �� ３１４０３（９番人気）�� １０１３４（３５番人気）�� ５７４４３（３番人気）
３連複票数 計５８３８７７５ 的中 ��� ８３１２７（１１番人気）
３連単票数 計１１８１０９３１ 的中 ��� ２４５５９（８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１２．１―１１．７―１１．７―１１．６―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２２．９―３５．０―４６．７―５８．４―１：１０．０―１：２１．７―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズマックス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１１．１９ 京都５着

２００４．４．２３生 牡５黒鹿 母 グリーンヒルマック 母母 マツクスフリート １４戦６勝 賞金 １６３，４７０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 エーティーボス号・ホワイトピルグリム号



０５０１２ ２月７日 晴 稍重 （２１小倉１）第１日 第１２競走 ��１，７００�
は や と も

早 鞆 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 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００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

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

４８ メイショウラッシー 牡５黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５４０－ ２１：４３．９ ８．２�

２３ ヒカリコーズウェー �４鹿 ５６ 安藤 光彰當山 �則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 B５１４± ０１：４４．３２� ３．５�
８１５� ゲバルトステイヤー 牡５栗 ５７ 幸 英明畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８４－ ４１：４４．４� １９．７�
７１３	 ウィッシュビーワン 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４７８± ０１：４４．５クビ ３２．９�
１１ マッシヴエンペラー 牡４栗 ５６ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ４１：４４．７１ ４０．２�
３６ � アドマイヤレグルス 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４７８± ０ 〃 クビ ３．９	
７１４ タガノアッシュ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６＋１２１：４４．９１
 １４．４

３５ トップオブザロック 牡５黒鹿５７ 生野 賢一山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５１６－ ８１：４５．０クビ １２．６�
６１２ マーベラスアロー 牡５栗 ５７ 秋山真一郎笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ２１．３�
５９ ヨ ク バ リ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋２０１：４５．１クビ ３５．０
２４ ハギノプレシャス �７黒鹿５７ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：４５．３１� ５３．４�
５１０� ナムラグローリー 牡５芦 ５７ 田中 健奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４９４－ ８１：４５．６２ ８．７�
４７ ウインプレミアム 牡５芦 ５７ 中舘 英二�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８２－１２ 〃 アタマ １０．１�
１２ � シゲルレスポワール 牡４青鹿５６ 福永 祐一森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４４４－１１１：４６．１３ ７５．７�
８１６ テンシノコンコルド 牡６青 ５７ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 門別 法理牧場 ４９０－ ２１：４６．８４ ８５．２�
６１１� サクラアーバン 牝６鹿 ５５ 北村 友一�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 B４３４－１６１：４７．３３ １２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，００１，９００円 複勝： ３５，５６８，２００円 枠連： ２７，０９６，６００円

普通馬連： ９１，２４５，５００円 馬単： ５７，１９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１９８，７００円

３連複： １１０，７８４，２００円 ３連単： ２２７，０８０，２００円 計： ６０２，１６５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � ５７０円 枠 連（２－４） １，０００円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ４，２８０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １４，４３０円 ３ 連 単 ��� ８５，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２４００１９ 的中 � ２３１８８（３番人気）
複勝票数 計 ３５５６８２ 的中 � ２５４４５（４番人気）� ８６４４９（１番人気）� １２７３５（９番人気）
枠連票数 計 ２７０９６６ 的中 （２－４） ２０１１２（５番人気）
普通馬連票数 計 ９１２４５５ 的中 �� ２９１４３（７番人気）
馬単票数 計 ５７１９０６ 的中 �� ８４４２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１９８７ 的中 �� ７７９４（８番人気）�� １６２３（４６番人気）�� ５６５２（１２番人気）
３連複票数 計１１０７８４２ 的中 ��� ５６６９（４３番人気）
３連単票数 計２２７０８０２ 的中 ��� １９５８（２４５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．３―１２．４―１２．２―１２．８―１２．９―１１．８―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．１―４１．５―５３．７―１：０６．５―１：１９．４―１：３１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウラッシー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００６．１０．２２ 京都６着

２００４．２．２４生 牡５黒鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star １０戦３勝 賞金 ３０，０２０，０００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。
（非抽選馬） １頭 グラスフォーユー号



（２１小倉１）第１日 ２月７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３５，０３０，０００円
２２，０９０，０００円
２，２２０，０００円
２３，５５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，４１９，０００円
４，７４４，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
２５０，４１５，０００円
３４９，５３９，４００円
２０９，６６２，４００円
９１３，５８８，４００円
５８４，１４５，８００円
２６３，３３４，８００円
１，１２８，９１４，２００円
２，２３７，３０２，２００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ５，９３６，９０２，２００円

総入場人員 １５，３４２名 （有料入場人員 １４，４７４名）




