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０７１０９ ４月３日 曇 良 （２３小倉２）第１０日 第１競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

６１２ サンライズドバイ 牡３芦 ５６ 荻野 琢真松岡 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＋ ６１：４９．４ ８．９�

２３ エリモスフィーダ 牡３栗 ５６ 田中 健山本 慎一氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ４９０ ― 〃 アタマ ２４．５�
１２ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４６２± ０１：４９．５� ３．７�
１１ クレバージブラル 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也田� 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム B４８４± ０１：４９．６クビ １７９．３�
８１５ コウユータイセイ 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４６６＋ ２１：４９．８１ １４．８�
４８ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ２７．４	
７１４ バットゥータ 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５３０－ ４１：４９．９� ２２．６

２４ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 石橋 脩中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５０２－１０１：５０．０� １３．２�
４７ ブラジルジャクー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 浦河 岡崎牧場 ４８０－ ６１：５０．１� ３３．９�
７１３ 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 ４６０－ ４１：５０．２クビ ５．６
３５ アウリーストーム 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜平口 信行氏 谷 潔 浦河 大柳ファーム ４７４－ ４１：５０．７３ ３．２�
５９ ギャロップタイム 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 三木田 明仁 ４６２－ ５１：５１．６５ １０８．５�
６１１ クイーンセレニティ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 畔高牧場 ４５６－ ８１：５２．１３ １６８．８�
３６ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４３０－ ８１：５２．５２� １７．９�
５１０ ダイワジョリー 牡３青 ５６ 田中 博康大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 B４６２± ０１：５３．１３� ２３４．３�
８１６ クリスタリン 牝３栗 ５４ 伊藤 工真加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５０－ ４１：５４．１６ ９６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，９４１，０００円 複勝： １７，２７６，５００円 枠連： ８，１４７，９００円

普通馬連： ２４，９０２，５００円 馬単： １８，２７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０５７，０００円

３連複： ４２，８４９，４００円 ３連単： ５９，７３０，０００円 計： １９６，１７７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３９０円 � ６３０円 � １８０円 枠 連（２－６） ５，９３０円

普通馬連 �� １４，２２０円 馬 単 �� ２７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３１０円 �� ８８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １７，４１０円 ３ 連 単 ��� １４５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １０９４１０ 的中 � ９７８０（４番人気）
複勝票数 計 １７２７６５ 的中 � １０６５１（５番人気）� ６０７８（９番人気）� ３１７５４（２番人気）
枠連票数 計 ８１４７９ 的中 （２－６） １０１５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ２４９０２５ 的中 �� １２９３（３５番人気）
馬単票数 計 １８２７２８ 的中 �� ４９９（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０５７０ 的中 �� ７７３（４７番人気）�� ４０９３（５番人気）�� ２７８７（１５番人気）
３連複票数 計 ４２８４９４ 的中 ��� １８１７（５１番人気）
３連単票数 計 ５９７３００ 的中 ��� ３０２（４４２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．２―１３．２―１２．８―１２．８―１３．０―１３．１―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．７―４３．９―５６．７―１：０９．５―１：２２．５―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．９
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンライズドバイ �
�
父 Dubai Destination �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神４着

２００８．３．４生 牡３芦 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 サンライズドバイ号の騎手荻野琢真は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番・１６番への進路

影響）
クレバージブラル号の騎手水口優也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（４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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キャヴァンクラブ号・コスモコナン号・デミチンタ号・マッコウクジラ号
（非抽選馬） ３頭 シルクスペンサー号・プレシャスマリン号・ミラクルレインボー号

０７１１０ ４月３日 曇 良 （２３小倉２）第１０日 第２競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５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

６９ 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 ５１２＋ ８１：００．５ １．１�

７１１ イツモジョウキゲン 牝３鹿 ５４
５２ △高倉 稜小田切有一氏 佐々木晶三 浦河 木村牧場 ４３２－ ６１：００．９２� １６．０�

４５ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４
５１ ▲西村 太一ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４０＋ ６１：０１．１１� ４４．３�

８１４ ハーティプレアー 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２４－ ２１：０１．３１� ３６．３�
６１０ サクラカノン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�さくらコマース小笠 倫弘 新冠 川上牧場 ４７４ ―１：０１．４� ２８．６�
３３ ベ ル 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ３９４－ ６１：０２．０３� ４７．７	
５８ スナオニアイシテ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４２４＋１２ 〃 クビ ８２．６

８１３ サンマルファイア 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６－ ６１：０２．１クビ ９３．９�
２２ タガノランビー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気八木 一雄氏 庄野 靖志 浦河 安原 実 B４５６± ０ 〃 ハナ １３．０�
７１２ リネントワイニング 牡３鹿 ５６ 加藤士津八戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４８８＋１５１：０２．３１� ２６７．５
４６ カシノドルチェ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 ４４２＋ ８ 〃 クビ １６５．５�
１１ トミケンヴォーリア 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次冨樫 賢二氏 的場 均 浦河 平成ファーム B４４８＋ ６１：０２．６１� ２１９．３�
５７ ダイヤピアス 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４２６－ ４１：０２．９１� ５９．８�
３４ ムーンアミュレット 牝３栗 ５４ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ３９８± ０１：０３．６４ １７３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，６６７，９００円 複勝： ５１，３７６，７００円 枠連： ７，０５２，１００円

普通馬連： ２１，８１８，７００円 馬単： ２５，６４０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７３１，６００円

３連複： ３４，５２５，４００円 ３連単： ８２，６６９，６００円 計： ２５４，４８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ３３０円 枠 連（６－７） ３５０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５００円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １８６６７９ 的中 � １４１７３２（１番人気）
複勝票数 計 ５１３７６７ 的中 � ４０１７６６（１番人気）� ３０２６１（２番人気）� １０４５４（５番人気）
枠連票数 計 ７０５２１ 的中 （６－７） １５２３２（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１８１８７ 的中 �� ４４１６１（１番人気）
馬単票数 計 ２５６４００ 的中 �� ４４４４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７３１６ 的中 �� ２１４５７（１番人気）�� ５６８２（４番人気）�� ３２８６（１１番人気）
３連複票数 計 ３４５２５４ 的中 ��� １８１７１（２番人気）
３連単票数 計 ８２６６９６ 的中 ��� ２０５６７（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンパナギア �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 High Yield デビュー ２０１０．１２．４ 阪神３着

２００８．２．２１生 牝３青 母 サンタマリアガール 母母 Eishin Marianna ５戦１勝 賞金 １１，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウインドワード号・ダイヤモンドアロー号・トノニオマカセ号
（非抽選馬） ２頭 ダハシュール号・ブライティアアース号

第２回　小倉競馬　第１０日



０７１１１ ４月３日 曇 良 （２３小倉２）第１０日 第３競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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 クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７０± ０１：４８．３ ３．１�

２３ マルブツクラウン 牡３鹿 ５６
５４ △川須 栄彦大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４５６－１０１：４８．８３ １５．５�

５１０ トーホウベスト 牡３鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ １２．７�

７１３ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８０－ ６１：４８．９� ６５．２�

３５ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８２－ ６１：４９．８５ ８．７�

５９ ラヴァリーデファー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ４１：５０．０１� １０．６	
７１４ アドマイヤジャコモ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８８－ ４１：５０．４２� ８．３

３６ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８０＋ ４１：５０．８２� ４．３�
６１２ マイネルタイムレス 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４９０－ ６１：５０．９� １４７．２�
１１ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２４＋ ２ 〃 ハナ １４４．３
２４ ネ セ サ リ ー 牝３青 ５４ 宮崎 北斗石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 ムラカミファーム ４２２－ ６１：５１．１１� １０４．７�
４８ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４２２－ ６１：５１．２� １１６．９�
８１６ クリーンイメージ 牡３栗 ５６ 津村 明秀石橋 和夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４４６－１０１：５１．４１� ４６．２�
６１１ ベルモントディーバ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ４４２－１０１：５１．６１� ９１．９�

４７ テイエムオジャンセ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４１６－ ６１：５２．３４ ２６６．７�
１２ ウォールストリート 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４６６＋ ４１：５４．０大差 ７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９６２，０００円 複勝： ２０，０９８，５００円 枠連： ９，６０７，７００円

普通馬連： ２６，２９１，２００円 馬単： １８，４６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８２２，７００円

３連複： ４０，８７８，５００円 ３連単： ６１，３６４，５００円 計： ２０３，４８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ３８０円 枠 連（２－８） ２，２８０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ９１０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ８，０６０円 ３ 連 単 ��� ４１，７４０円

票 数

単勝票数 計 １２９６２０ 的中 � ３３９９０（１番人気）
複勝票数 計 ２００９８５ 的中 � ４５８５４（１番人気）� １７２６１（６番人気）� １１２６７（８番人気）
枠連票数 計 ９６０７７ 的中 （２－８） ３１１９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ２６２９１２ 的中 �� ７６８２（１０番人気）
馬単票数 計 １８４６００ 的中 �� ３００３（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８２２７ 的中 �� ４３２７（８番人気）�� ３８１８（１１番人気）�� １７１３（２９番人気）
３連複票数 計 ４０８７８５ 的中 ��� ３７４３（３４番人気）
３連単票数 計 ６１３６４５ 的中 ��� １０８５（１４７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．８―１３．３―１２．８―１２．９―１３．１―１２．９―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．０―４３．３―５６．１―１：０９．０―１：２２．１―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．３
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラシカルノヴァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１０．１１．２１ 京都１１着

２００８．３．２１生 牡３黒鹿 母 ブリリアントノバ 母母 ブリリアントミスト ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォールストリート号は，平成２３年５月３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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コスモアイボリー号・タイホウルーナ号・フジマサフローラ号・マイネトルテ号
（非抽選馬）１８頭 アストロボーイ号・アドマイヤシェマカ号・エドノフレーザ号・エーシンミモザ号・キリマンジャロ号・

ゲイルオブウインド号・シシフンジン号・スエヒロジュピター号・スパーキーブラウン号・ターフェアイト号・
ディアアプローズ号・トートホットライン号・ニシノレジェンド号・ハードブラボー号・マーレーヒル号・
ミヤビアザーレ号・メイショウヨサク号・レノヴァティオトラ号

０７１１２ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第４競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

１１ タガノプリンス 牡３鹿 ５６
５４ △川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－ ２１：４８．２ ２．４�

６１１ ニシノテキーラ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ８１：４８．３� ４．５�
５８ カリビアンクルーズ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人山上 和良氏 中川 公成 新冠 つつみ牧場 ４７２＋ ６１：４９．３６ １１．０�
６１０ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム ４８４－１８ 〃 クビ ２２．８�
８１４ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５００－ ２１：５０．０４ ２３．６�
２２ トウカイパルマ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ４５．０�
７１２ タビニデヨウ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 日高 大江牧場 ４４２＋ ８１：５０．２１� ９８．６�
８１５ ルチルドラード 牡３黒鹿５６ 酒井 学 	サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－１０１：５０．５１� ５．９

７１３ タイソンバローズ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０＋ ４ 〃 ハナ １６．４�
３５ クィディッチ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 日高 白井牧場 ４６２＋ ４１：５０．７１� １１２．５
４６ テイエムタマゲタ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 ４８４＋１２１：５０．９１ ４１．３�
３４ ピ ル ニ ッ ツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３０－１４１：５１．７５ ７．９�
５９ エフティレフア 牝３青鹿５４ 田中 博康吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６ 〃 ハナ １１９．３�
２３ ク ー ル コ コ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 カナイシスタッド B４２８－１４１：５１．９１� １１６．０�
４７ レ イ メ イ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 B４４４＋ ４１：５３．０７ １９５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９３９，１００円 複勝： １８，４２３，３００円 枠連： ８，８７２，５００円

普通馬連： ２５，９３１，２００円 馬単： １９，５００，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９１４，０００円

３連複： ４０，０７２，５００円 ３連単： ６５，９６３，１００円 計： ２０５，６１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ４５０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４７０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ５，６９０円

票 数

単勝票数 計 １２９３９１ 的中 � ４２９９４（１番人気）
複勝票数 計 １８４２３３ 的中 � ５４８５０（１番人気）� ２８５２２（２番人気）� １５９３８（５番人気）
枠連票数 計 ８８７２５ 的中 （１－６） １４７１４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５９３１２ 的中 �� ３２０７９（１番人気）
馬単票数 計 １９５００３ 的中 �� １３３７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９１４０ 的中 �� １３３９１（１番人気）�� ７１８４（４番人気）�� ４１０８（１０番人気）
３連複票数 計 ４００７２５ 的中 ��� １７６２９（３番人気）
３連単票数 計 ６５９６３１ 的中 ��� ８５６３（４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．４―１３．０―１２．９―１２．８―１２．７―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．７―３１．１―４４．１―５７．０―１：０９．８―１：２２．５―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
１
３

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

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

タガノプリンス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神２着

２００８．５．１９生 牡３鹿 母 タガノクィーン 母母 タガノワッスル ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
※出走取消馬 ウエスタンダーツ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モチヅキ号
（非抽選馬）１８頭 アラビアンザサン号・アースワンネス号・エリモトレジャー号・オペラヒメ号・クリノマドンナ号・

ケイエスキセキ号・コスモラミティエ号・ザレヴォルーション号・ジャスミンシチー号・ジャック号・
ジャングルウィップ号・トウショウブラザー号・ネオザウイナー号・マイネルクローバー号・ミヤビコンクエスト号・
モカビーン号・ラヴフェアリー号・ラブサッキー号



０７１１３ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４７ セレブリティ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４６０＋ ２２：０１．０ ５．３�

１２ サンライズマルス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋１０２：０１．２１� １４．８�

２３ アサクサポイント 牡３青鹿５６ 田辺 裕信田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：０１．４１� ４．４�
７１３ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８－１０２：０１．９３ ５７．３�
５９ ロードクリスタル 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 ４６２＋１４２：０２．１１� ５０．６�
７１４ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 丹内 祐次国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ８２：０２．２� １６．５�
４８ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４３８－ ２ 〃 ハナ ２．７	
６１２ 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 ４５８－ ２ 〃 ハナ ８．７

５１０ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 ４５２－１２２：０２．３クビ １５９．８�
６１１ マ ギ ス ト ラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム ４２２－２２２：０２．５１ １０．９
１１ メダリオンスター 牝３青鹿５４ 酒井 学早川 澄雄氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５８－１２２：０２．６� １１５．４�
３６ エーシンサンファン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 山田 昇史 ４５０－１６ 〃 クビ ２３４．２�
８１５ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５４－ ４２：０２．７� ３６．７�

８１６ ハイランドダンス 牝３青 ５４ 伊藤 工真 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６２：０２．８� ２６．０�
２４ ロ ゼ ブ ル ー 牝３鹿 ５４

５２ △川須 栄彦 �ブルーマネジメント武 宏平 新ひだか 加野牧場 ４３０－１６２：０３．７５ ８７．６�
３５ グッドフライト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介杉山 忠国氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４３４－１６２：０４．０１� １８３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６７８，４００円 複勝： ２５，０１５，４００円 枠連： １０，９９１，８００円

普通馬連： ２８，３８２，５００円 馬単： ２１，５５４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６６２，７００円

３連複： ４７，５２０，９００円 ３連単： ７３，０８８，４００円 計： ２３７，８９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � ３４０円 � ２２０円 枠 連（１－４） １，０００円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ５３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２８，８００円

票 数

単勝票数 計 １４６７８４ 的中 � ２２０６７（３番人気）
複勝票数 計 ２５０１５４ 的中 � ３４６３３（２番人気）� １７０８３（５番人気）� ３２８８８（３番人気）
枠連票数 計 １０９９１８ 的中 （１－４） ８１３９（５番人気）
普通馬連票数 計 ２８３８２５ 的中 �� ７８６６（１０番人気）
馬単票数 計 ２１５５４９ 的中 �� ３１３８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６６２７ 的中 �� ４０３４（１２番人気）�� ８１２６（５番人気）�� ４５３５（１０番人気）
３連複票数 計 ４７５２０９ 的中 ��� ６７７４（１５番人気）
３連単票数 計 ７３０８８４ 的中 ��� １８７３（８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．８―４８．４―１：００．７―１：１２．９―１：２５．１―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４F４８．１―３F３５．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレブリティ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２０１０．１１．２７ 京都４着

２００８．５．１２生 牝３鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ ５戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔制裁〕 マギストラ号の騎手藤懸貴志は，２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）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シルクグラサージュ号
（非抽選馬） ４頭 エリモロッソ号・クーファセクメト号・メイケイダンサー号・リバークリーク号

０７１１４ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５分 （ダート・右）

５００万円以下；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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３６ ビービーアックス 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４５４－１２１：４７．３ ２７．６�

２３ アントウェルペン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４８２± ０１：４７．６１� ５．２�
２４ 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 ４８０－ ６１：４７．８１� ６４．５�
６１１ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 大野 拓弥小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ６１：４７．９クビ ２３．７�
８１６ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８６－ ４１：４８．０� １８．０�
４７ ラブリイステラ 牝３芦 ５４

５２ △川須 栄彦�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４７８－ ２ 〃 クビ ８．１	
７１３� 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 ４６６＋ ２１：４８．１� １８．８

５９ マイネルソラーナ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４２± ０ 〃 クビ １１３．６�
６１２ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１０± ０１：４８．２� ２０．０�
７１４ 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 ４３４－ ２１：４８．３クビ ３４３．３
４８ モズハリケーン 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B５０８－ ２１：４８．７２� １６．４�
１２ マヤノクレド 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４６６± ０１：４８．８� ４５．３�
３５ メイショウクロオビ 牡３青鹿５６ 鮫島 良太松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４６８－ ２１：４８．９� ２．７�
１１ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４７８＋ ４１：４９．０� １５．７�
５１０ スズカマジェスタ 牡３青鹿５６ 中舘 英二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０－ ６１：４９．３２ ７．４�
８１５ 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± ０ 〃 ハナ ５３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８５４，０００円 複勝： ２５，３７９，１００円 枠連： １０，７１０，８００円

普通馬連： ３０，４３３，８００円 馬単： ２０，１５５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９６２，６００円

３連複： ４７，４６４，７００円 ３連単： ７１，１２７，９００円 計： ２３７，０８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ６７０円 � ２２０円 � ９５０円 枠 連（２－３） ７００円

普通馬連 �� ８，３９０円 馬 単 �� １９，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８３０円 �� ５，２３０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ６１，４６０円 ３ 連 単 ��� ３８０，３８０円

票 数

単勝票数 計 １４８５４０ 的中 � ４２４３（１１番人気）
複勝票数 計 ２５３７９１ 的中 � ９０３１（１１番人気）� ３８０９２（２番人気）� ６１３４（１２番人気）
枠連票数 計 １０７１０８ 的中 （２－３） １１３９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０４３３８ 的中 �� ２６７９（３２番人気）
馬単票数 計 ２０１５５７ 的中 �� ７５２（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９６２６ 的中 �� １４８６（３２番人気）�� ７９４（６０番人気）�� １２１８（４２番人気）
３連複票数 計 ４７４６４７ 的中 ��� ５７０（１８９番人気）
３連単票数 計 ７１１２７９ 的中 ��� １３８（１１３１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．６―１２．５―１３．０―１３．１―１２．９―１３．２―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．５―４２．０―５５．０―１：０８．１―１：２１．０―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーアックス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 メジロテイターン デビュー ２０１０．７．１１ 福島５着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 ダイヤターン 母母 キヨウシンタマヨリ ６戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔制裁〕 モズハリケーン号の騎手松山弘平は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（５番・１番への進路影響）



０７１１５ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （芝・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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４９４－ ８１：０８．８ ４．６�

１２ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４７８－ ６ 〃 クビ ５．７�
６１２ フェブムービング 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４８０－ ４１：０８．９� ９．７�
８１５ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ １８．２�
３６ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５２－ ４１：０９．１１� ４．２�
７１３ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 佐藤 哲三田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６± ０ 〃 ハナ ８．３�
２３ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 中舘 英二中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ２ 〃 クビ １１．５	
８１６ ケイツーノース 牝４栗 ５５ 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４９０± ０１：０９．５２� ２８．１

６１１ ショウナンアトム 牡５鹿 ５７

５５ △高倉 稜国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２９．７�
４７ キュートシルフ 牝５青 ５５

５２ ▲西村 太一�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４２２－ ６１：０９．６� １１．５
５１０ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 ４１６－ ２１：０９．８１� ２９．１�
１１ � マッシヴジェネラル 牡４青 ５７

５４ ▲森 一馬小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７４＋ ３ 〃 クビ ２４３．４�
５９ 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 ５１８＋ ２１：１０．０� ５４．０�
４８ 	� マックスリオ 
６鹿 ５７ 丹内 祐次田所 英子氏 武市 康男 愛 Rozelle

Bloodstock B５２０－２４１：１０．２１� ２７５．６�
３５ � ミ ル ト ス 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４７０－ ４１：１０．５１� ３０．１�
７１４ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 松田 大作吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４３２－１２１：１２．０９ ６８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０７１，６００円 複勝： ２６，９９７，２００円 枠連： １０，６８１，０００円

普通馬連： ３６，８４１，８００円 馬単： ２２，１１１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６６０，５００円

３連複： ５５，８３０，３００円 ３連単： ９２，２０９，６００円 計： ２７８，４０３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ２８０円 枠 連（１－２） ９８０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ９８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� ２１，６２０円

票 数

単勝票数 計 １５０７１６ 的中 � ２５８７３（２番人気）
複勝票数 計 ２６９９７２ 的中 � ４３２４５（２番人気）� ２６０３４（４番人気）� ２３７３１（５番人気）
枠連票数 計 １０６８１０ 的中 （１－２） ８０９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３６８４１８ 的中 �� ２０２６９（２番人気）
馬単票数 計 ２２１１１５ 的中 �� ５７９４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６６０５ 的中 �� ７６５１（５番人気）�� ４６５６（９番人気）�� ３２２７（１４番人気）
３連複票数 計 ５５８３０３ 的中 ��� ７６３５（１３番人気）
３連単票数 計 ９２２０９６ 的中 ��� ３１４９（２７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．２―１１．８―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．７―４５．５―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイシュウボナンザ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２００８．９．２８ 札幌３着

２００６．３．１９生 牡５黒鹿 母 クイーンブルー 母母 イズミブルー ２４戦２勝 賞金 ４３，２９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローザペルラ号は，平成２３年５月３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エーシンハダル号・キングオブロマネ号・ゴーゴーシュンスケ号・フェリスホイール号
（非抽選馬） １頭 カラフルパレット号

０７１１６ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

６１２ ジンデンバルト 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４７４－１０２：３４．８ １４．０�

７１３ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８６＋ ２２：３５．５４ ５．５�
５１０ スマートイーグル 牡４栗 ５７ 大野 拓弥大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ５．９�
１２ ロイヤルダリア 牡５黒鹿５７ 丸山 元気矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１８－ ４２：３５．８１� ５．０�
２４ ティキマハロ 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ４２：３５．９� ７．８�
４８ バンダムミュートス �５鹿 ５７ 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４８６－ ８２：３６．０� １２９．９�
５９ エ ド ヒ ガ ン 牡４芦 ５７ 伊藤 工真吉田 和子氏 清水 英克 日高 横井 哲 ４８０－ ２２：３６．１クビ １４．０	
４７ テイエムリュウジン 牡５芦 ５７

５５ △川須 栄彦竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８２＋ ２２：３６．３１� ９．６

３６ マイネルトレース 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８０± ０２：３７．０４ ４．７�
１１ テラノパンサー �４栗 ５７ 赤木高太郎寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８－ ８２：３７．２１� ６４．５�
２３ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８８－１２ 〃 クビ １０７．９
６１１ デンコウアルセウス 牡４青鹿５７ 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４９２－ ４２：３７．５１� １８０．２�
８１５ メジロフランクリン 牡４鹿 ５７ 黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－ ６２：３７．７１� ８７．３�
３５ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 田中 博康�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４６０－１０２：３７．８� ８２．６�
７１４ ドリームヘリテージ 牡５栗 ５７ 津村 明秀セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ４２：３８．１２ １９５．８�
８１６ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４７４＋ ８２：３８．６３ １７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２２６，８００円 複勝： ２５，３９７，３００円 枠連： １０，２８１，４００円

普通馬連： ３７，４２８，１００円 馬単： ２４，２１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７１，０００円

３連複： ５４，７２５，４００円 ３連単： ９１，３５５，２００円 計： ２７７，５０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ３２０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（６－７） ５，４６０円

普通馬連 �� ６，１３０円 馬 単 �� １４，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０２０円 �� １，３６０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ９３，６４０円

票 数

単勝票数 計 １５２２６８ 的中 � ８６１２（７番人気）
複勝票数 計 ２５３９７３ 的中 � １８４９７（６番人気）� ３２３０３（４番人気）� ３７７０８（２番人気）
枠連票数 計 １０２８１４ 的中 （６－７） １３９２（２６番人気）
普通馬連票数 計 ３７４２８１ 的中 �� ４５０７（２７番人気）
馬単票数 計 ２４２１９４ 的中 �� １２３８（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７１０ 的中 �� ２２４１（２７番人気）�� ３４１５（１９番人気）�� ５８３４（８番人気）
３連複票数 計 ５４７２５４ 的中 ��� ４２２０（３４番人気）
３連単票数 計 ９１３５５２ 的中 ��� ７２０（３２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．１―３６．０―４８．６―１：０１．４―１：１４．９―１：２８．８―１：４２．７―１：５６．１―２：０９．２―２：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．１―３F３８．７
１
�
５，１６＝２，１３（４，７）＝１０，１２－３－１５（１，８）（９，１１）（１４，６）
２（５，１３）（１６，４）（７，１２）１０（１，６）（３，８）（１５，１１）（９，１４）

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

勝馬の
紹 介

ジンデンバルト �
�
父 グリーンアプローズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００９．１２．６ 中山７着

２００７．４．２７生 牡４鹿 母 シンプルイズベスト 母母 エバーグレイス ９戦２勝 賞金 １６，８５０，０００円
〔発走状況〕 デンコウアルセウス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デンコウアルセウス号は，平成２３年４月４日から平成２３年５月３日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。



０７１１７ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第９競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２５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

４５ ミッキーシュタルク 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８± ０ ５９．６ １．８�

７１２� マックスハナレイ 牡５栗 ５７ 丸山 元気田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２４± ０ ５９．９１� ６．３�
３３ モアザンストーム 牡５青鹿５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８０＋ ２１：００．１１� ６．３�
４６ ディアイリス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４６＋ ６１：００．３１� ３８．８�
３４ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８８＋ ８ 〃 ハナ ２４．５�
６１０ ハードパワー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４７０－１０１：００．５１� １８．２�
５７ ルナエクリプス 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 岡田スタツド ４４８－ ８１：００．６� ８．７	
７１１� スズカスコール 牝５栗 ５５

５３ △高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ８５．０

８１４ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５７ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４５４－ ２１：００．７クビ ８６．１�
８１３ ナムラトリトン 牡４芦 ５７

５４ ▲西村 太一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ １４８．１�
６９ ピースオブケイク 牡４栗 ５７ 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４－ ２１：０１．０１� ３３．８
２２ � クリノスレンダー 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ６ 〃 クビ ２０．１�
５８ � ベルガマスク 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 高柳 瑞樹 日高 サンシャイン
牧場 ４４２－２６１：０１．５３ ９６．１�

１１ � アイファースペイン 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰中島 稔氏 日吉 正和 静内 大城 康伸 ４１８＋ ２１：０４．３大差 ３６２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３０，２００円 複勝： ３９，３２８，６００円 枠連： １２，７９３，４００円

普通馬連： ４９，９３５，３００円 馬単： ４３，５９２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８１３，８００円

３連複： ７０，６７９，７００円 ３連単： １５７，７９０，４００円 計： ４２１，１６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（４－７） ４２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３０２ 的中 � １０２９６８（１番人気）
複勝票数 計 ３９３２８６ 的中 � ２０２３４２（１番人気）� ３８５１５（３番人気）� ２６９６０（４番人気）
枠連票数 計 １２７９３４ 的中 （４－７） ２２５０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９９３５３ 的中 �� ８４１６５（１番人気）
馬単票数 計 ４３５９２７ 的中 �� ４８５９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８１３８ 的中 �� ２８７１２（１番人気）�� １８３２６（３番人気）�� ６２８３（１０番人気）
３連複票数 計 ７０６７９７ 的中 ��� ４４４７２（２番人気）
３連単票数 計１５７７９０４ 的中 ��� ３２２７０（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーシュタルク �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１．２４ 中山２着

２００６．４．１１生 牡５鹿 母 レセヴィブレ 母母 ダイナクラシツク １４戦３勝 賞金 ３１，２００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファースペイン号は，平成２３年５月３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジョウショームテキ号
（非抽選馬） ２頭 キングスウィープ号・ポリティカルパワー号

０７１１８ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第１０競走 ��２，０００�
た か ち ほ

高 千 穂 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．４．３以降２３．３．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４７ スマートグリッド 牡４鹿 ５５ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ５０４＋ ２１：５９．３ １６．１�

１１ マイネルプリマス 牡５芦 ５６ 大野 拓弥 �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 ５２２＋ ８ 〃 クビ ６．９�

２４ シングンレジェンド 牡５鹿 ５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６０－ ８１：５９．５１� ２９．９�
３５ キンセイポラリス 牡５鹿 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４０２＋ ６１：５９．６クビ ２３．２�
６１１ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５５ 黛 弘人国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ４１：５９．８１ ３９．０�
４８ トップゾーン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８＋ ４２：００．０１� ２．９	
２３ マイネルレイン 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５２４－１４２：００．２１� ９．９

８１５ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４３６－ ６２：００．３クビ ９５．８�
７１３ ニシノラブキング 牡５栗 ５４ 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ ３３．０�
７１４ パッシングマーク 牡８鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４－１６ 〃 クビ ５１．８
８１６ エアキリヤン �６鹿 ５４ 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 ４５４＋１６２：００．６２ １１７．１�
１２ � イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５６ 石橋 脩岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５０８－ ４２：００．７� １４．９�
６１２� スリーキセキ 牝８青鹿５０ 高倉 稜永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４８６± ０２：０１．１２� ９０．４�
５９ � ミサトフリート 牝６芦 ５０ 丸田 恭介戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５０６－１０２：０１．６３ １５９．７�
３６ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５６ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６８＋ ４２：０１．９２ ９．６�
５１０ クラックシード 牝４黒鹿５４ 中舘 英二 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０－ ４２：０２．２１� ４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５５３，３００円 複勝： ４２，５７５，２００円 枠連： ２１，３８４，５００円

普通馬連： ７８，３５８，７００円 馬単： ４５，１９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７０５，６００円

３連複： １１２，９１６，４００円 ３連単： １９１，５７１，９００円 計： ５５２，２５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４６０円 � ２８０円 � ６４０円 枠 連（１－４） ５６０円

普通馬連 �� ５，０８０円 馬 単 �� １１，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ３，７６０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ２３，９２０円 ３ 連 単 ��� １５１，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２４５５３３ 的中 � １２０２８（７番人気）
複勝票数 計 ４２５７５２ 的中 � ２４０９７（７番人気）� ４５４１５（３番人気）� １６１５０（９番人気）
枠連票数 計 ２１３８４５ 的中 （１－４） ２８２６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８３５８７ 的中 �� １１３９６（１９番人気）
馬単票数 計 ４５１９０８ 的中 �� ２９７７（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７０５６ 的中 �� ４８２６（２２番人気）�� ２２９８（４７番人気）�� ５７１０（１７番人気）
３連複票数 計１１２９１６４ 的中 ��� ３４８５（８０番人気）
３連単票数 計１９１５７１９ 的中 ��� ９３３（４５６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．９―１２．４―１２．０―１１．５―１１．９―１２．４―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２２．８―３４．７―４７．１―５９．１―１：１０．６―１：２２．５―１：３４．９―１：４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．８
１
３
１６，６（１，３，８）－４－（９，１３）１２－５，１０，１４（７，１５）１１－２・（１６，６）－１，３（４，８）１２（９，１３）（７，５，１０）２（１１，１５，１４）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートグリッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 レインボーアンバー デビュー ２００９．１１．１４ 京都４着

２００７．３．２１生 牡４鹿 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ １５戦３勝 賞金 ３１，７５３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ナムラボルテージ号・ミウラリチャード号
（非抽選馬） １頭 シシャモフレンド号



０７１１９ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第１１競走 ��１，２００�オラシオンステークス
発走１５時３５分 （芝・右）

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

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３ エーシンヴァーゴウ 牝４栗 ５５ 鮫島 良太�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４６２－ ４１：０７．７ ７．９�

１２ ダノンブライアン �７鹿 ５７ 中舘 英二�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８－ ２ 〃 クビ １１．７�
７１４ インプレスウィナー 牡４青 ５７ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４６０＋ ８１：０７．９１� １９．４�
４８ ラインブラッド 牡５栗 ５７ 田辺 裕信大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ６．１�
２３ シゲルモトナリ 牡４黒鹿５７ 酒井 学森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０２－ ６ 〃 ハナ ５．８�
８１６ ベイリングボーイ 牡７栗 ５７ 津村 明秀冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ １３．９�
５９ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７６＋ ２１：０８．１１� ４４．６	
６１１ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 赤木高太郎昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９０－ ８ 〃 アタマ １２．６

１１ � デュアルプロセッサ 牡８鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４７８－ ８１：０８．３１� １３．３�
６１２ ノーワンエルス 牡４芦 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１６＋２０１：０８．４クビ ３６．５
５１０	 トップオブピーコイ 牡５青鹿５７ 石橋 脩横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８０－ ２ 〃 クビ ６．３�
３５ クリールバレット 牡７鹿 ５７ 黛 弘人横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７８± ０ 〃 ハナ ３９．０�
３６ ドリームゼロワン 牡６栗 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１８＋ ６１：０８．５クビ ２６．１�
２４ ハッピーダイアリー 牝４鹿 ５５ 丸山 元気 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６８－１０１：０８．９２� ８．６�
８１５	 スーパーワシントン 牡８鹿 ５７ 芹沢 純一�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７０－ ８１：０９．３２� ７７．８�
４７ メイショウボンハオ 牡６鹿 ５７ 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６８－１６ （競走中止） ２８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６６４，２００円 複勝： ４７，５４０，１００円 枠連： ３６，４９３，３００円

普通馬連： １４３，０６８，８００円 馬単： ７１，８７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，０１４，９００円

３連複： ２１８，１５６，４００円 ３連単： ３５９，４５６，６００円 計： ９５６，２６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３１０円 � ３９０円 � ５４０円 枠 連（１－７） １，７６０円

普通馬連 �� ５，４００円 馬 単 �� １０，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ２，６６０円 �� ３，８２０円

３ 連 複 ��� ３７，９９０円 ３ 連 単 ��� ２０３，６００円

票 数

単勝票数 計 ２８６６４２ 的中 � ２８６０１（４番人気）
複勝票数 計 ４７５４０１ 的中 � ４３８９１（４番人気）� ３２８６４（５番人気）� ２１６６７（１０番人気）
枠連票数 計 ３６４９３３ 的中 （１－７） １５３４２（９番人気）
普通馬連票数 計１４３０６８８ 的中 �� １９５６４（２４番人気）
馬単票数 計 ７１８７２７ 的中 �� ５２６６（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１０１４９ 的中 �� ６５２３（２３番人気）�� ４７３２（３８番人気）�� ３２６０（６０番人気）
３連複票数 計２１８１５６４ 的中 ��� ４２３９（１５３番人気）
３連単票数 計３５９４５６６ 的中 ��� １３０３（８２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．７―１１．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．１―４４．３―５５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンヴァーゴウ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．１１．７ 京都７着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 カンザスガール 母母 Speak Straight １１戦４勝 賞金 ５１，１７１，０００円
〔競走中止〕 メイショウボンハオ号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，疾病〔右上腕骨々折〕を発症したため競走中止。
〔制裁〕 エーシンヴァーゴウ号の騎手鮫島良太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（７番・６番への進

路影響）
ユメイッポ号の騎手赤木高太郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・６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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アスターエンペラー号・アラマサローズ号・ウインブシドウ号・エーシンリジル号・オリオンザドンペリ号・

キヲウエタオトコ号・グレナディーン号・ケンブリッジエル号・ゴールドエンデバー号・スリーサンフレンチ号・
セブンシークィーン号・ダイワナイト号・デリキットピース号・ドスライス号・バンガロール号・ホシシャトル号・
メイショウカーター号・リーチコンセンサス号・ローズカットダイヤ号・ワキノパワー号

０７１２０ ４月３日 晴 良 （２３小倉２）第１０日 第１２競走 ��１，７００�
く る め

久 留 米 特 別
発走１６時１０分 （ダート・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 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ � ボタニカルアート 牡６鹿 ５７ 高倉 稜 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪
Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４５６－ ６１：４７．４ ２．６�

６１２ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ６１：４７．５� ３５．９�
７１３ トップオブカハラ 牡４芦 ５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４６８－１０１：４７．７１� １２０．１�
６１１ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太 �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 ５２６－１２ 〃 ハナ ３６．４�
３５ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１０± ０１：４７．８� ３．２�
８１６ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７４＋ ４１：４７．９クビ １４．７	
５１０ グランデタキオン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀芹澤 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 ４６０－ ８１：４８．０� ２５．０

１１ � バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 丸山 元気バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４９２＋ ６１：４８．２１	 １４．２�
１２ � テイケイワイズ 牡４栗 ５７ 松田 大作兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４８０± ０ 〃 クビ １６１．３�
４７ � チュウワキング 牡６鹿 ５７ 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 英 D. J. and

Mrs Deer ４６４－ ２１：４８．３� ８８．７
８１５ スガノタキオン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹菅原 光博氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４７６－１３１：４８．５１	 ５０．９�
２４ マイネルプロートス 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ５０８－ ７１：４８．８２ ４７．５�
２３ � カポデテュティカピ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治�大樹ファーム 新開 幸一 米 WinStar

Farm, LLC ５１８－ ３１：４９．２２� ９７．０�
３６ ケンブリッジシーザ 牡４鹿 ５７ 酒井 学中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０８－ １１：４９．３� １１９．３�
５９ トウシンボルト 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４９．４クビ １６．８�
７１４ ニシノマナザシ 牡４芦 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９８± ０１：４９．５� ５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８２２，８００円 複勝： ３８，６５３，６００円 枠連： ２５，８５８，３００円

普通馬連： ９４，４８５，８００円 馬単： ５８，３０６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５２０，１００円

３連複： １３４，７５１，９００円 ３連単： ２６６，１１８，２００円 計： ６８４，５１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ７００円 � ２，４１０円 枠 連（４－６） １，８１０円

普通馬連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ３，５６０円 �� １７，８８０円

３ 連 複 ��� ７３，８９０円 ３ 連 単 ��� ２１１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２６８２２８ 的中 � ８２４９９（１番人気）
複勝票数 計 ３８６５３６ 的中 � １０３６３９（１番人気）� １１５６７（８番人気）� ３１１０（１６番人気）
枠連票数 計 ２５８５８３ 的中 （４－６） １０５５４（７番人気）
普通馬連票数 計 ９４４８５８ 的中 �� ２４５１７（９番人気）
馬単票数 計 ５８３０６９ 的中 �� １１５０８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５２０１ 的中 �� ９０７１（９番人気）�� ２７０４（３１番人気）�� ５２９（９２番人気）
３連複票数 計１３４７５１９ 的中 ��� １３４６（１４３番人気）
３連単票数 計２６６１１８２ 的中 ��� ９３０（４６０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．０―４３．３―５６．３―１：０８．９―１：２１．６―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ボタニカルアート �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．６．２１ 福島１着

２００５．１０．２生 牡６鹿 母 Cloudy Skies 母母 It’s in the Air ２０戦２勝 賞金 ３５，１２１，０００円



（２３小倉２）第１０日 ４月３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

１７７，６６０，０００円
３，２２０，０００円
８，８６０，０００円
２，０３０，０００円
１６，７７０，０００円
６３，８１７，７５０円
４，８６２，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
２１７，６１１，３００円
３７８，０６１，５００円
１７２，８７４，７００円
５９７，８７８，４００円
３８８，８７７，７００円
２７６，７３６，５００円
９００，３７１，５００円
１，５７２，４４５，４００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 ４，５０４，８５７，０００円

総入場人員 ７，８７４名 （有料入場人員 ７，３１５名）


