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０７００１ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第１競走 ��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３６ ノッティングボーイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８６＋ ４１：４９．３ ６．４�

８１６ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８２－ ２１：４９．６１� ２．７�

６１１ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ４１：５０．４５ １０．０�
（愛知）

７１４ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６
５４ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７８± ０ 〃 クビ ３．５�

１１ ウインテイクオフ 牡３黒鹿 ５６
５４ △高倉 稜�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B４７６＋ ８１：５０．５� ７．２�

６１２ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 田中 博康江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５００－１０１：５０．９２� ２２８．８�
８１５ ログインデジタル 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�橋 長治氏 根本 康広 新冠 守矢牧場 ４２０＋ ２１：５１．０クビ ４６．３	
５１０ スペースウォーク 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ８ 〃 クビ ４２．７

５９ メイショウツルギ �３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 新ひだか 寺越 政幸 ４６８－１２１：５１．２� ２１．３�
２４ マイネルクローバー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 伸尋 青森 イズモリファーム ４８８－ ４１：５２．５８ ３４．５�
４７ ヘルタースケルター 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４６８＋ ２１：５２．８１� １９０．４
７１３ メインアヴェニュー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 本巣 敦 ４５０－ ２ 〃 ハナ ７４．８�
４８ シゲルフクブチョウ 牝３栗 ５４ 柴原 央明森中 蕃氏 田中 章博 日高 千葉飯田牧場 ４２４－ ４１：５３．０� ２０８．２�
３５ ビッグディール 牡３栗 ５６ 中舘 英二岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５１０＋１０ 〃 ハナ ３２．７�
１２ ファランギース 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�村田牧場 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４－１０１：５３．４２� ４２．６�
２３ ラブサッキー 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 青森 佐々木牧場 ４７２－ ８１：５３．８２� ２７７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，２１３，７００円 複勝： １４，０１９，９００円 枠連： ６，８７９，４００円

普通馬連： １９，９５６，５００円 馬単： １６，７２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８０４，９００円

３連複： ３４，４１３，４００円 ３連単： ５０，８８０，８００円 計： １６２，８９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ５７０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ８４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� １１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ８２１３７ 的中 � １０２２７（３番人気）
複勝票数 計 １４０１９９ 的中 � ２２６１６（３番人気）� ３９４５８（１番人気）� １０８０３（５番人気）
枠連票数 計 ６８７９４ 的中 （３－８） ９００３（２番人気）
普通馬連票数 計 １９９５６５ 的中 �� ２４８７０（２番人気）
馬単票数 計 １６７２９５ 的中 �� ７９１４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８０４９ 的中 �� １２１８０（２番人気）�� ３１７５（９番人気）�� ４３６７（７番人気）
３連複票数 計 ３４４１３４ 的中 ��� １０２２４（５番人気）
３連単票数 計 ５０８８０８ 的中 ��� ３２８６（２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．６―３０．９―４４．０―５６．７―１：０９．４―１：２２．７―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．９
１
３
１６，７（２，１１）（４，１４）（１２，９）（１，８）（１０，６）（３，１３）－５，１５
１６，７，１１（４，９）１４（１，６）２（１２，１０）－（１５，５，３）（８，１３）

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

勝馬の
紹 介

ノッティングボーイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１１．２０ 福島８着

２００８．４．１生 牡３鹿 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ ６戦１勝 賞金 ６，２５０，０００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。

０７００２ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

７１１ ロトドレッサー 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 古本 正則 ４４０－ ２ ５９．６ ４．９�

５８ エーシンパナギア 牝３青 ５４ 中舘 英二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５０４－２２１：００．３４ ２．８�
７１２ アキノランラン 牝３芦 ５４

５１ ▲川須 栄彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 競優牧場 ４３２－ ６１：００．９３� ８．２�
１１ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ５．５�
４５ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４０４－ ６１：０１．０� ２９．４�
３４ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ６．６	
８１３ アラマサスチール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５０± ０１：０１．２１� １７．３

６１０ テイエムララバイ 牝３黒鹿５４ 安部 幸夫竹園 正繼氏 新川 恵 新ひだか 谷岡 正次 ４７４－ ２１：０１．５１� １２９．２�

（愛知）

２２ メープルレディー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４５０－１６１：０１．６� ２３．９�
３３ サウンドマンボ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム ４２０－ ８１：０２．０２� １７．７
５７ レモンバーベナ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 武市 康男 浦河 斉藤英牧場 B４５０－ ２１：０２．３１� ２１７．８�
４６ クラウンデザイナー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 天間 昭一 新ひだか 武 牧場 ４３０－ ６１：０２．５１� ４２８．３�
８１４ ゴッドブリッジ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気岩� 正志氏 川村 禎彦 新冠 ハシモトフアーム ４４４＋ ６１：０２．７１ ２９．８�
６９ カムトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６０＋ ２１：０３．４４ ２５７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，８３５，７００円 複勝： １７，１９４，２００円 枠連： ７，２４４，４００円

普通馬連： ２０，６４３，３００円 馬単： １４，４６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９５２，８００円

３連複： ３１，８８７，９００円 ３連単： ４６，８８３，９００円 計： １５９，１０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（５－７） ５２０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ７６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １６，８４０円

票 数

単勝票数 計 ９８３５７ 的中 � １６００５（２番人気）
複勝票数 計 １７１９４２ 的中 � ２１１９３（４番人気）� ３４２８６（１番人気）� １５９４１（５番人気）
枠連票数 計 ７２４４４ 的中 （５－７） １０３５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２０６４３３ 的中 �� １４８３６（３番人気）
馬単票数 計 １４４６６０ 的中 �� ４８８７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９５２８ 的中 �� ６１３５（４番人気）�� ３４４５（１０番人気）�� ４７８０（７番人気）
３連複票数 計 ３１８８７９ 的中 ��� ８５６８（７番人気）
３連単票数 計 ４６８８３９ 的中 ��� ２０５５（４４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトドレッサー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．７．１８ 函館９着

２００８．４．１４生 牝３黒鹿 母 グッバイチアズ 母母 グリーンスミレ ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 グランドシャープ号・サマービーチ号・セイユアドリーム号
※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。

第２回　小倉競馬　第１日



０７００３ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５０２－ ４１：４９．３ ９．９�

４８ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４９．５１� １．４�
６１１ ショウサンガイナ 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦鈴木 昭和氏 加藤 敬二 新ひだか 谷岡 正次 ５１６＋ ６１：５０．２４ ８．０�
６１２ キ ー パ ー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ６１：５０．４� １５．６�
１１ テイエムエビスオー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４７４－ ４１：５０．５� ２６．３�
１２ シルククロノス 牡３青鹿５６ 安部 幸夫有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ６１：５０．６� １８．３�
（愛知）

３６ ポートワイン 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太水上ふじ子氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４３０－ ４１：５０．８１� ４３．３	
７１３ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３６＋ ２１：５０．９クビ １６５．０

７１４ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６４＋ ２１：５１．２１� １５．６�
８１６ クラッタリング 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３８－１２１：５１．３クビ １０４．５
５９ スズカバンパイア 牝３鹿 ５４ 川島 信二永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４４２± ０１：５１．６２ ３４８．６�
３５ カシノダンガン 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７２－ ８１：５１．８１ ８５．５�
５１０ マ ギ ー メ イ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ３９８－ ４１：５２．２２� ５７．８�
４７ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４ 安藤 光彰ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４８６－ ２１：５２．８３� ２６１．３�
２４ ゴーゴーチャンス 牡３栗 ５６ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 浦河 金石牧場 ４５４± ０１：５３．１２ １４８．２�
２３ モズレジェンド 牝３鹿 ５４ 丸野 勝虎北側 雅司氏 清水 久詞 様似 清水スタッド ４３０－１０１：５３．３１� ２３６．５�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０３２，８００円 複勝： ３３，８３０，９００円 枠連： ７，２８１，８００円

普通馬連： １８，５８１，８００円 馬単： １９，３２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２７５，５００円

３連複： ３０，３５１，８００円 ３連単： ５３，９３７，８００円 計： １８６，６１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－８） ５４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ６６０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 １２０３２８ 的中 � ９６０３（３番人気）
複勝票数 計 ３３８３０９ 的中 � ２１８１２（２番人気）� ２２９３７１（１番人気）� １９７８０（３番人気）
枠連票数 計 ７２８１８ 的中 （４－８） ９９９９（２番人気）
普通馬連票数 計 １８５８１８ 的中 �� ２４０３６（２番人気）
馬単票数 計 １９３２２４ 的中 �� ７０４６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２７５５ 的中 �� ９６８０（２番人気）�� ３６０８（８番人気）�� １４６３１（１番人気）
３連複票数 計 ３０３５１８ 的中 ��� １７４５７（１番人気）
３連単票数 計 ５３９３７８ 的中 ��� ４８０９（１９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．６―３０．６―４３．４―５６．１―１：０８．８―１：２１．８―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．５
１
３
１，５，４，１４（６，１１，１５）（８，１３）（３，９，１２）（２，１０）－（１６，７）
１（５，１５）－（１１，１３）（１４，８）（６，１２）－９（３，１０）４，２，１６－７

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．２３ 小倉５着

２００８．５．２６生 牡３青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee ３戦１勝 賞金 ５，６５０，０００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。

０７００４ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１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

５１０ ビッグスマイル 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４２４＋ ２１：０８．７ ２．５�

２３ ケイエスアーチャン 牝３青 ５４ 太宰 啓介キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４８２－ ４１：０９．０２ ９．７�
１１ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７０＋ ６１：０９．１� ３１．０�
８１５ ショウナンマイケル 牡３青 ５６ 中舘 英二国本 哲秀氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ４１：０９．５２� ２７．３�
４８ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４１６－ ２１：０９．６� １２．４�
３５ � オペラモーヴ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４６４± ０ 〃 クビ ２．５�
１２ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３４－ ６１：０９．７クビ １６．８	
６１２ オースミストーン 牡３鹿 ５６ 川島 信二�オースミ 小野 幸治 日高 長谷川牧場 ５００－ ４ 〃 クビ １０３．８

６１１ ブリリアントクラン 牝３青 ５４

５２ △高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ３９８ ― 〃 アタマ ４８．４�

７１４ ハードブラボー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか へいはた牧場 ４５４－ ２１：１０．３３� １３７．４�
３６ マキハタファントム 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８２－ ４１：１０．５１� ８３．２�

（愛知）

７１３ フォルスユキ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹野嶋 吉朗氏 杉浦 宏昭 新ひだか 服部 牧場 B４０６－ ４ 〃 ハナ ６３．１�
８１６ キョウワプラネット 牡３栗 ５６ 赤木高太郎協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７２＋１０１：１０．６� ２０．８�
２４ ラストエンペラー 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１２＋ ８ 〃 アタマ ２３７．７�
５９ エピデンドラム 牝３黒鹿５４ 上村 洋行名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４３８± ０１：１０．９２ ５５．４�
４７ フィールザスカイ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４６６＋ １１：１１．１１� ６３２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５１５，８００円 複勝： ２１，６６７，６００円 枠連： ９，９４４，５００円

普通馬連： ２６，１９３，１００円 馬単： １９，６１６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５２９，２００円

３連複： ４１，３３７，５００円 ３連単： ６５，９５４，３００円 計： ２１１，７５８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � ４５０円 枠 連（２－５） １，４５０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，４４０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ８，１５０円 ３ 連 単 ��� ３１，５７０円

票 数

単勝票数 計 １２５１５８ 的中 � ３９８１２（２番人気）
複勝票数 計 ２１６６７６ 的中 � ５６７５３（２番人気）� １９８０５（３番人気）� ９６７０（６番人気）
枠連票数 計 ９９４４５ 的中 （２－５） ５０６４（６番人気）
普通馬連票数 計 ２６１９３１ 的中 �� １５３５５（２番人気）
馬単票数 計 １９６１６４ 的中 �� ６８２６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５２９２ 的中 �� ７００２（５番人気）�� ２４２５（１６番人気）�� １４９３（２１番人気）
３連複票数 計 ４１３３７５ 的中 ��� ３７４５（２４番人気）
３連単票数 計 ６５９５４３ 的中 ��� １５４２（８２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．９―１１．６―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．３―４４．９―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグスマイル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．１９ 阪神２着

２００８．３．２５生 牝３黒鹿 母 メイケイシラオキ 母母 ラッキーシラオキ ７戦１勝 賞金 １４，５５０，０００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 マイネルメガロス号・ラグランダム号
（非抽選馬） １頭 ラガーフォーラム号
※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。



０７００５ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２４ ヤマニンアーマー 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ６１：４８．３ １３．１�

６１１ カシノウィンド 牡３青鹿５６ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４５６－ ８ 〃 アタマ ５１．２�
１２ エリモロワイヤル 牡３黒鹿５６ 川島 信二山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６－１０１：４８．４� １４４．５�
４８ カリスマミッキー 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６０－ ２１：４８．５クビ ３９．７�
４７ サンライズサルーテ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４２８－１０ 〃 クビ ７．２�
３６ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B４８０－ ６１：４８．８２ ７．４�
２３ マイネルシャテール 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 落合 一巳 ４５８± ０ 〃 アタマ １２３．３	
７１３ ジョウノアラミス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９８－ ２１：４９．１１� １．５

１１ アフォリズム 牝３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 ４３２－１２１：４９．２クビ ３３．６�
５９ キョウワノイノリ 牡３青鹿５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５６－ ４１：４９．４１� ３２．２
８１５ タガノエベンヌ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６６－ ２１：４９．６１ １７．６�

８１６ ルービンシュタイン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ ２２．２�
３５ ロトマティーニ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎國武 佳博氏 藤原 辰雄 むかわ 桑原牧場 ３８６－１４１：４９．７� ４３６．７�
６１２ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４ 安部 幸夫池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４４０－１０１：４９．８クビ ３６３．７�

（愛知）

５１０ メイショウチグサ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４７２± ０１：５０．０１� ４１７．２�
７１４ コスモインナビット 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４ （競走中止） ８１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５６９，３００円 複勝： ２２，９７４，４００円 枠連： ８，５６０，１００円

普通馬連： ２９，４８５，２００円 馬単： １９，１５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０９０，４００円

３連複： ３７，８３３，５００円 ３連単： ５９，８２４，０００円 計： ２０８，４９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ５００円 � ９００円 � １，５７０円 枠 連（２－６） １７，８５０円

普通馬連 �� １６，９７０円 馬 単 �� ３４，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６８０円 �� ９，８７０円 �� １７，６２０円

３ 連 複 ��� １６８，２００円 ３ 連 単 ��� ６７９，２４０円

票 数

単勝票数 計 １６５６９３ 的中 � １０００３（４番人気）
複勝票数 計 ２２９７４４ 的中 � １３０１８（５番人気）� ６６５４（１０番人気）� ３６６３（１１番人気）
枠連票数 計 ８５６０１ 的中 （２－６） ３５４（３１番人気）
普通馬連票数 計 ２９４８５２ 的中 �� １２８３（３８番人気）
馬単票数 計 １９１５６４ 的中 �� ４１２（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０９０４ 的中 �� ６１４（５０番人気）�� ３５１（６１番人気）�� １９６（７５番人気）
３連複票数 計 ３７８３３５ 的中 ��� １６６（２２７番人気）
３連単票数 計 ５９８２４０ 的中 ��� ６５（１０４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．６―４９．０―１：０１．１―１：１３．０―１：２４．７―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアーマー �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ムタファーウエク デビュー ２０１０．１１．１３ 京都５着

２００８．２．１３生 牡３鹿 母 ヤマニンファセット 母母 ティファニーラス ４戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔競走中止〕 コスモインナビット号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため１コーナーで競走中止。
※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。

０７００６ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１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）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１５ テーオールネサンス 牝４鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－ ２１：４６．５ １３．６�

３６ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５４ 丸山 元気岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５１２＋ ２１：４６．６クビ １．５�
２３ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５４ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４０－ ４１：４７．３４ ３４．９�
７１３ アルデュイナ 牝４鹿 ５４ 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－１０１：４８．２５ １３．８�
３５ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 追分 追分ファーム ４４０－ ６１：４８．３� ４５．９�
６１１ ラブソネット 牝４鹿 ５４ 長谷川浩大金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４８．４� ７．６	
１２ � ラブアスコットー 牝４栗 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４４８－１１１：４８．５クビ ４７７．４

４８ ヤサシイキモチ 牝６鹿 ５５

５３ △高倉 稜宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ７．５�
２４ アルファアップル 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 B４６４± ０１：４８．９２� ２２．９�
８１６ ユメミルテーラー 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４６６± ０１：４９．３２� ３５．６
１１ ワンダースル 牝５青鹿５５ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４４－ ６１：４９．５１ ３５．８�
６１２ アルファアンジュ 牝４芦 ５４

５２ △伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４９８－ ６１：４９．８２ １１０．１�
５９ � スイングサンデー 牝４鹿 ５４ 安部 幸夫平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４４８－ ７１：５０．２２� ３１１．２�

（愛知）

７１４ ストロングジョイス 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４０－ ６１：５０．５２ １１７．２�
５１０� ピカピカジョオー 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４２０＋１２１：５３．６大差 ２３６．５�

（１５頭）
４７ � オモイカナウ 牝４鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，９９１，６００円 複勝： ２３，３３７，２００円 枠連： ９，４０２，２００円

普通馬連： ２３，８８９，６００円 馬単： １９，７８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９２５，０００円

３連複： ３７，１７９，０００円 ３連単： ７０，６０４，２００円 計： ２１５，１１３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３６０円 � １２０円 � ４８０円 枠 連（３－８） ６６０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４，１８０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� ３９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５９９１６ 的中 � ９３２４（４番人気）
複勝票数 計 ２３３３７２ 的中 � １２２７５（６番人気）� ８６６５６（１番人気）� ８６６０（７番人気）
枠連票数 計 ９４０２２ 的中 （３－８） １０５２７（４番人気）
普通馬連票数 計 ２３８８９６ 的中 �� １３３００（５番人気）
馬単票数 計 １９７８４５ 的中 �� ３５７３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９２５０ 的中 �� ６５２０（４番人気）�� ８２５（３８番人気）�� ４５２６（７番人気）
３連複票数 計 ３７１７９０ 的中 ��� ４２４２（２４番人気）
３連単票数 計 ７０６０４２ 的中 ��� １３２２（１１７番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．９―１１．９―１２．５―１２．３―１２．５―１２．８―１３．２―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．０―２９．９―４２．４―５４．７―１：０７．２―１：２０．０―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．３
１
３
１５－１６（６，８，１０）３（１２，１４）（２，４）（５，１１）９，１－１３
１５＝（６，１６）（３，８）（２，１２，１４，４，１）１１（１３，１０）－５－９

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

勝馬の
紹 介

テーオールネサンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１２．２０ 阪神４着

２００７．５．７生 牝４鹿 母 ユーモレスク 母母 アリーウイン ６戦２勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔出走取消〕 オモイカナウ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アルファアンジュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピカピカジョオー号は，平成２３年３月２６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。
（非抽選馬） １頭 リーティラ号
※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。



０７００７ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５８ シゲルシゲザネ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４９０± ０ ５９．３ １．６�

２２ ファーストメジャー 牡５黒鹿 ５７
５５ △伊藤 工真本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７４－ ６ 〃 クビ ２９．６�

８１４ プリサイストップ 牡４鹿 ５７
５５ △高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４７２－ ８ ５９．４クビ ４．０�

６１０� フジノタカワシ 牡５青鹿５７ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４６２－ ２ ５９．９３ ７５．８�
３４ ラブチャーミー 牝５鹿 ５５ 川島 信二増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４３６－１２ 〃 アタマ ７１．５�
７１１ デイズオブメモリー 牡４芦 ５７ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ １０．９�
８１３ メイショウテッペイ 牡６鹿 ５７ 田中 健松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５１６－ ２１：００．０クビ ６９．５	
１１ ツインズメモリー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ ６６．７

５７ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 鮫島 良太永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ １９２．５�
３３ ホッコーイェーガー 牡４青 ５７

５６ ☆松山 弘平矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 �渡 信義 ４７６＋ ４１：００．４２� １１．０
４６ ブラウンチーター 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４７６± ０１：０１．３５ ８０．０�
７１２� シンボリアニマート 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B５０２－ ４ 〃 ハナ ４５．６�
４５ メジロアリエル 牝６鹿 ５５ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４５２－ ２１：０１．７２� ３３．１�
６９ � クイーンズガーデン 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �ユートピア牧場 高柳 瑞樹 登別 ユートピア牧場 ４３８＋ ６１：０２．２３ ５３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，３８８，２００円 複勝： ２８，７２９，２００円 枠連： ８，５４１，０００円

普通馬連： ２２，３６８，１００円 馬単： ２１，６０２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３７５，７００円

３連複： ３７，１１１，８００円 ３連単： ６９，５６３，２００円 計： ２１５，６８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（２－５） ２，２７０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １７０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ７，５００円

票 数

単勝票数 計 １４３８８２ 的中 � ７３９４１（１番人気）
複勝票数 計 ２８７２９２ 的中 � １５９９０７（１番人気）� ８９６５（５番人気）� ３５９８７（２番人気）
枠連票数 計 ８５４１０ 的中 （２－５） ２７８０（６番人気）
普通馬連票数 計 ２２３６８１ 的中 �� ８４６８（４番人気）
馬単票数 計 ２１６０２８ 的中 �� ５６２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３７５７ 的中 �� ５４０３（６番人気）�� ２６４４５（１番人気）�� ２５８４（１１番人気）
３連複票数 計 ３７１１１８ 的中 ��� ２２１６７（３番人気）
３連単票数 計 ６９５６３２ 的中 ��� ６８５４（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．５―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．９―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルシゲザネ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．１２．２６ 阪神７着

２００７．４．９生 牡４鹿 母 トップアサーティン 母母 アサーテイン １７戦２勝 賞金 ３０，７００，０００円
〔その他〕 ラブチャーミー号・クイーンズガーデン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラブチャーミー号・クイーンズガーデン号は，平成２３年３月２６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カラフルパレット号・サンマルフラワー号・プリンセスパトラ号

０７００８ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）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 ７，０００，０００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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３６ � イノセントリーサム 牡４栗 ５６ 古川 吉洋平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３０－１０１：４６．５ ４．５�

４７ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５３２－１０１：４７．４５ ７．５�
１１ サダムトウコン 牡４黒鹿５６ 上村 洋行大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４８０－ ２１：４７．８２� ７．８�
５９ クオリティタイム �５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 ４２８＋ ２ 〃 クビ ２３．９�
２４ カシノピストン 牡４芦 ５６

５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４５８－ ４１：４８．２２� ５６．９�
３５ ロトディパーチャー 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４７０－ ６１：４８．４１� １２９．２�
４８ � ディアシークレット �４青鹿 ５６

５４ △高倉 稜寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７２－ １１：４８．５� ９２．２	
２３ � メイショウフェーヴ 牝６栗 ５５ 安部 幸夫松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ １５．５


（愛知）

６１２� バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８４＋ ８１：４８．８１	 ３１７．４�
７１４� モルフェキング 牡４黒鹿５６ 中舘 英二並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４７２－ ４１：５０．１８ １０．７�
８１６ レディオーロラ 牝６鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４５２－ ６１：５０．２� ４８８．３
８１５ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９０－ ２１：５０．６２� ３．１�
７１３� ダ ノ ン ロ ゼ 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５００＋２０１：５１．３４ ９２．３�
１２ トーセンドンファン 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７６－ ２１：５２．０４ ３７．８�
５１０ ブラックルーラー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム B４７２－ ６ （競走中止） ７．４�
６１１ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４８４－ ６ （競走中止） ２６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５７０，２００円 複勝： ２５，８０３，０００円 枠連： ９，３２９，５００円

普通馬連： ２５，９０４，１００円 馬単： １８，４４０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９０３，０００円

３連複： ４２，９３５，３００円 ３連単： ６５，０１３，４００円 計： ２１６，８９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２９０円 � ２３０円 枠 連（３－４） １，９３０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ６９０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� ２２，３２０円

票 数

単勝票数 計 １３５７０２ 的中 � ２４０７６（２番人気）
複勝票数 計 ２５８０３０ 的中 � ３６９２９（２番人気）� ２２１４７（６番人気）� ２９４９８（３番人気）
枠連票数 計 ９３２９５ 的中 （３－４） ３５８３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ２５９０４１ 的中 �� １０７０７（７番人気）
馬単票数 計 １８４４０９ 的中 �� ４２１２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９０３０ 的中 �� ７０５９（４番人気）�� ５７４４（８番人気）�� ４４１１（１０番人気）
３連複票数 計 ４２９３５３ 的中 ��� ７４１４（１１番人気）
３連単票数 計 ６５０１３４ 的中 ��� ２１５０（５７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―２９．６―４１．８―５３．９―１：０６．３―１：１９．４―１：３３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F４０．２
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�イノセントリーサム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy

２００７．１．２５生 牡４栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design ６戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 オデットシチー号は，４コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
ブラックルーラー号は，４コーナーで，転倒した「オデットシチー」号に触れ，転倒したため競走中止。

〔制裁〕 オデットシチー号の騎手川島信二は，４コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金７０，０００円。（２番・１０番・１３
番・４番への進路影響）

〔その他〕 トーセンドンファン号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 メイケイソフィア号
※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。



０７００９ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）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 ７，０００，０００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

２４ トップゾーン 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８± ０１：５９．５ ７．４�
（愛知）

４８ ロックンロール 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ５２０± ０２：００．１３� ５．２�
２３ ダイワソウル 牡４青鹿５６ 丸山 元気大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８４－ ２２：００．３１� １７．４�
５１０ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ２ 〃 アタマ ３．２�
４７ スプリングアルタ 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ４７．６�
３５ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４８－ ２２：００．５１� １２．４�
７１３� ファンドリアスカ 牡４鹿 ５６

５３ ▲水口 優也水戸 富雄氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４８２－２８ 〃 ハナ ６４．５	
５９ トップミノル 牡４青鹿 ５６

５４ △高倉 稜吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６６－１０２：００．６� ５９．０

３６ コングラチュレート 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４６０＋ ６２：００．７� ４４．７�
６１１ スティアヘッド 牡５鹿 ５７ 丸野 勝虎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ４８．４�

（愛知）

７１４ アナバティック 牡４栗 ５６ 上村 洋行金子真人ホール
ディングス 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４２：００．８� ５．５�

８１６ アルマトゥーラ 牡４芦 ５６ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４７６－ ４２：００．９� ６．７�
１２ メイショウシーマ 牝６鹿 ５５ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４１６－１４２：０１．１１� ２１５．０�
１１ � ラーマブルー 牡５栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦 ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４８２－ ３２：０１．２クビ ９６．３�
６１２ オメガブルーグラス 	４栗 ５６

５５ ☆松山 弘平原 
子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０１．３� ３１．１�
８１５ マスターウィンド 牝４栗 ５４ 西田雄一郎�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４３８－ ８２：０２．８９ １２３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８１０，１００円 複勝： ２８，４７６，８００円 枠連： １１，６５１，１００円

普通馬連： ３５，０３２，０００円 馬単： ２３，９４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４４５，０００円

３連複： ５４，０２５，５００円 ３連単： ９１，７７７，２００円 計： ２７８，１６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � ２１０円 � ５６０円 枠 連（２－４） １，２００円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ２，０３０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� ４１，３００円

票 数

単勝票数 計 １４８１０１ 的中 � １５８３７（５番人気）
複勝票数 計 ２８４７６８ 的中 � ３０７２４（５番人気）� ４１７６１（２番人気）� １１１７０（７番人気）
枠連票数 計 １１６５１１ 的中 （２－４） ７１８２（６番人気）
普通馬連票数 計 ３５０３２０ 的中 �� １４７８１（６番人気）
馬単票数 計 ２３９４７１ 的中 �� ４２１９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４４５０ 的中 �� ６１０４（８番人気）�� ２１９３（１９番人気）�� ２５４８（１７番人気）
３連複票数 計 ５４０２５５ 的中 ��� ４８９２（２１番人気）
３連単票数 計 ９１７７７２ 的中 ��� １６４０（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．７―１：００．９―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．２―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０
１
３
４－（１０，１２）（８，９，１４）（１３，１５）６（２，１１，１６）（５，７）１－３
４，１０，１２（８，９，１４）（１３，１５）（２，６，１１，１６）（５，７）－（３，１）

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

勝馬の
紹 介

トップゾーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．８．３０ 札幌３着

２００６．５．２０生 牡５鹿 母 レッドストリーム 母母 マチカネエルベ ２６戦３勝 賞金 ５１，０６０，０００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 シゲルタカカゲ号
※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。

０７０１０ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第１０競走 ��
��１，７００�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 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 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１２ スマートリブレ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ６１：４８．７ １０．７�

８１５ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 丸山 元気榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３６－ ６１：４８．９１� ２．５�
３５ � ロージーライト 牡３青鹿５６ 丸田 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４－ ２１：４９．１１� ３７．８�
７１３ ゴッドハンド 牡３栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５０４± ０１：４９．４１� １２．２�
２２ 	 オグリシュンコー 牡３芦 ５６ 丸野 勝虎小栗 孝一氏 山中 輝久 新冠 中村農場 ４６４－１７１：４９．５
 １２１．４�

（笠松） （愛知）

６１０ センティラシオン 牝３芦 ５４ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６６＋ ２１：４９．９２
 ８．７�
３４ ラブギャラクシー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４４２＋ ４１：５０．２２ １０．３	
５８ ア ベ マ リ ア 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４５２－ ４１：５０．３� ５．８

５９ � コパノオンタイム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 中田 英樹 ４７２－ ２１：５０．４クビ ２６７．５�
８１４ ヤマノサファイア 牡３栗 ５６ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４３０－ ４１：５１．４６ ６．３�
１１ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４８２± ０１：５１．５クビ ４８．６
４６ マーベラスビジン 牝３栗 ５４ 上村 洋行笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ６１：５１．７１
 １４２．２�
４７ 	 ム ー ダ 牡３栗 ５６ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 浦河 高松牧場 ４４６－１２１：５１．８� ３２５．１�

（笠松） （愛知）

６１１ クールファルコン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 ４９８－ ８１：５２．４３
 １５．６�
２３ シゲルカンリカン 牝３芦 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６２－ ６１：５３．１４ １２４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６６３，８００円 複勝： ２７，２２６，０００円 枠連： １５，８５８，９００円

普通馬連： ４０，８２８，５００円 馬単： ２９，６３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７５５，０００円

３連複： ６１，７３５，８００円 ３連単： １１１，１４８，７００円 計： ３２２，８４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � ４６０円 枠 連（７－８） ５２０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３，８１０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １２，４３０円 ３ 連 単 ��� ７７，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６６６３８ 的中 � １２３８２（６番人気）
複勝票数 計 ２７２２６０ 的中 � １８７１５（７番人気）� ７８８０１（１番人気）� １１６５９（９番人気）
枠連票数 計 １５８５８９ 的中 （７－８） ２２９３１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０８２８５ 的中 �� １６５４９（５番人気）
馬単票数 計 ２９６３３２ 的中 �� ４５１６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７５５０ 的中 �� ７５７９（５番人気）�� １２１８（４０番人気）�� ４１０４（１６番人気）
３連複票数 計 ６１７３５８ 的中 ��� ３６６７（５１番人気）
３連単票数 計１１１１４８７ 的中 ��� １０５５（３１０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．５―３０．２―４２．９―５５．３―１：０８．１―１：２１．５―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スマートリブレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神７着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 スマートフェアリー 母母 シャンティーフレイズ ４戦２勝 賞金 １５，０７９，０００円
〔制裁〕 タナトス号の騎手丸山元気は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※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。



０７０１１ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�

だ ざ い ふ

太 宰 府 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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１１ エスピナアスール 牝４黒鹿５４ 丸山 元気青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６０－ ８２：０１．２ ７．４�

４５ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３４－ ８ 〃 クビ ８．１�
３３ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：０１．３� １６．９�
４４ マイネルプリマス 牡５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 ５１４－ ２ 〃 クビ ３．８�
２２ スマートグリッド 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ５０２－１２ 〃 ハナ １６．９�
６８ カワキタコマンド 牡４鹿 ５６ 丸野 勝虎川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６６－１０２：０１．４クビ ５７．１	

（愛知）

５６ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５６ 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 B４８８＋ ６２：０１．７２ ３０．４


６９ セイクリッドセブン 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ６２：０１．８クビ ３．３�

７１０ エアキリヤン �６鹿 ５７ 小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３８－１６２：０２．０１ ７６．１�
５７ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５２－ ６２：０２．４２� １０２．３
１１ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６４－１２２：０２．６１ ５．５�
８１３ ナムラボルテージ 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４６６± ０ 〃 クビ １８．５�
８１２ マイネルファーマ 牡８栗 ５７ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ５１２± ０２：０２．８１� １３８．５�
（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，６０２，６００円 複勝： ３７，８８９，８００円 枠連： ２２，７５２，８００円

普通馬連： ９１，５０７，０００円 馬単： ５４，８９０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０９８，８００円

３連複： １２５，６１０，７００円 ３連単： ２４３，７２３，０００円 計： ６３６，０７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２８０円 � ２４０円 � ３７０円 枠 連（４－７） ８３０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� １，９７０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� １４，０３０円 ３ 連 単 ��� ７２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２３６０２６ 的中 � ２５２７７（４番人気）
複勝票数 計 ３７８８９８ 的中 � ３６２９４（５番人気）� ４５８６８（４番人気）� ２４８９４（６番人気）
枠連票数 計 ２２７５２８ 的中 （４－７） ２０３７６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９１５０７０ 的中 �� ２０３０７（１５番人気）
馬単票数 計 ５４８９０９ 的中 �� ６３３４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０９８８ 的中 �� ６７７０（１６番人気）�� ４４５３（２６番人気）�� ６６１０（１７番人気）
３連複票数 計１２５６１０７ 的中 ��� ６６０９（５３番人気）
３連単票数 計２４３７２３０ 的中 ��� ２４６６（２５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．３―１３．２―１３．１―１２．０―１１．７―１１．８―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．０―４９．２―１：０２．３―１：１４．３―１：２６．０―１：３７．８―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスピナアスール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．３．２１ 中山６着

２００７．３．２２生 牝４黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ ８戦３勝 賞金 ３１，９４２，０００円
〔発走状況〕 テイエムシバスキー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 カワキタコマンド号の騎手丸野勝虎は，最後の直線コース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

いて戒告。（１０番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０７０１２ ２月２６日 晴 良 （２３小倉２）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�

あ ま ぎ

甘 木 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５６－ ２１：０８．４ １８．４�

３６ メジロガストン 牡６青鹿５７ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ １０．５�
４８ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８６± ０ 〃 ハナ ２１．２�
７１３ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５８－ ６１：０８．５� ９．８�
７１４ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 松山 弘平市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ １０．４	
８１６� ナイトアンジェロ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ４９６± ０１：０８．６クビ ３．４

１１ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ２２．７�
２３ オペラセリア 牝６鹿 ５５ 安部 幸夫 �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－ ２１：０８．７クビ ４６．４�

（愛知）

２４ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ２８．７
８１５ タニノスバル 牝５芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４４６± ０１：０８．９１	 ６．２�
６１１ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 新ひだか 名古屋 一征 ４８０－ ８ 〃 ハナ ９７．４�
５９ テイエムカルメン 牝５鹿 ５５ 丸山 元気竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ５．０�
１２ 
 オンフルール 牝５鹿 ５５ 川島 信二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４１：０９．０� ３７．０�
５１０ サンデージョウ 牝４青 ５５ 丸田 恭介河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ４８２＋ ６１：０９．２１	 ３５．７�
４７ 
 イナズマガイア 牝５鹿 ５５ 高倉 稜小泉 賢悟氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４２０－ ２１：０９．５１� ３７．４�
３５ 
 リッカブレーブ 牡７鹿 ５７ 中舘 英二立花 幸雄氏 清水 久詞 厚真 阿部 栄乃進 ４６２－ ８１：１０．８８ ６９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３４，１００円 複勝： ３９，０８２，５００円 枠連： ２５，７３７，６００円

普通馬連： ６５，２２７，５００円 馬単： ４０，７６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９６１，８００円

３連複： １０７，６８８，６００円 ３連単： １８７，４８６，０００円 計： ５１９，６７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ４５０円 � ３４０円 � ５７０円 枠 連（３－６） ５，７９０円

普通馬連 �� ６，８４０円 馬 単 �� １６，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ３，４１０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� ３３，４００円 ３ 連 単 ��� ２１８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７３４１ 的中 � ９３２７（７番人気）
複勝票数 計 ３９０８２５ 的中 � ２２５７３（７番人気）� ３２７６０（６番人気）� １７２８５（９番人気）
枠連票数 計 ２５７３７６ 的中 （３－６） ３２８１（２６番人気）
普通馬連票数 計 ６５２２７５ 的中 �� ７０４０（２６番人気）
馬単票数 計 ４０７６０８ 的中 �� １８２３（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９６１８ 的中 �� ３９８０（２２番人気）�� ２２８７（３９番人気）�� ３５１４（２９番人気）
３連複票数 計１０７６８８６ 的中 ��� ２３８０（１２５番人気）
３連単票数 計１８７４８６０ 的中 ��� ６３４（７７４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１０．８―１１．５―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３３．０―４４．５―５６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンスマイル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．８．９ 新潟９着

２００７．４．７生 牡４鹿 母 ショウナンラビアル 母母 ショウナンアクシア １８戦２勝 賞金 ３２，２６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 メジロガストン号の騎手黛弘人は，決勝線手前での御法について平成２３年２月２７日から平成２３年３月２８日まで騎乗停止。
※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 ビスカヤ号
※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。



（２３小倉２）第１日 ２月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

１６３，０９０，０００円
３，２２０，０００円
６，２００，０００円
１，７１０，０００円
１５，３８０，０００円
６１，１１５，５００円
４，７３２，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
１７９，９２７，９００円
３２０，２３１，５００円
１４３，１８３，３００円
４１９，６１６，７００円
２９８，３５０，９００円
２１３，１１７，１００円
６４２，１１０，８００円
１，１１６，７９６，５００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 ３，３３３，３３４，７００円

総入場人員 ６，３１２名 （有料入場人員 ５，４５５名）


