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０７１２１ ４月９日 晴 重 （２３小倉２）第１１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

５１０ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ ４６４－ ６１：４７．４ ８．５�

２４ スリープレシャス 牡３青 ５６
５４ △川須 栄彦永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５２－ ４１：４７．５� ５．１�

３６ ネオザスティング 牝３栗 ５４
５１ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４２０－１２１：４８．２４ ７．１�

５９ ディアアプローズ 牝３鹿 ５４ 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４＋ ６１：４８．３� １４．０�
７１３ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５１４＋１８１：４８．５１ ２５．１�
２３ チェルビアット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 戸川牧場 ４６０＋ ２１：４８．７１� １１．９�
８１５ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７２＋ ２１：４８．８� ３．５	
３５ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 田中 博康村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４６８－ ４１：４９．１１� ５．０

６１２ シゲルシュカン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 中村 雅明 ４０８± ０１：４９．８４ ９９．８�
１１ トーホウソング 牝３芦 ５４ 田辺 裕信東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４６６－ ４１：４９．９クビ ６７．５�
４７ シャイニースイート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド ４８６＋１２１：５０．３２� １９４．３
６１１ グリーンフラッグ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４０２－１４１：５０．５１� １３６．５�

８１６ ザレヴォルーション 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗�和田牧場 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２０－１２ 〃 クビ ３１３．２�
１２ シシフンジン 牡３青鹿５６ 黛 弘人江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 B４８４－ ６１：５０．７１� １５７．０�
４８ テイエムヒナマツリ 牝３芦 ５４ 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４１６＋ ２１：５１．１２� ９３．０�
７１４ ヴ ァ ー ル 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋２２１：５１．８４ １５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，５０３，８００円 複勝： １６，０５１，２００円 枠連： ７，７９２，８００円

普通馬連： ２３，２１７，６００円 馬単： １５，９２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６１６，１００円

３連複： ３９，４６３，９００円 ３連単： ５６，４８１，８００円 計： １８０，０５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（２－５） １，０００円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，３９０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 ��� ３０，１００円

票 数

単勝票数 計 ８５０３８ 的中 � ７９２５（５番人気）
複勝票数 計 １６０５１２ 的中 � １３９１１（５番人気）� ３００８２（２番人気）� １４５２１（４番人気）
枠連票数 計 ７７９２８ 的中 （２－５） ５７６４（５番人気）
普通馬連票数 計 ２３２１７６ 的中 �� １０１１１（６番人気）
馬単票数 計 １５９２８５ 的中 �� ３０８８（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６１６１ 的中 �� ４９９２（６番人気）�� ２１４９（１８番人気）�� ４８０７（７番人気）
３連複票数 計 ３９４６３９ 的中 ��� ７０６８（１２番人気）
３連単票数 計 ５６４８１８ 的中 ��� １３８５（９５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．７―４３．１―５６．２―１：０９．１―１：２１．９―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３

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

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

デ ミ チ ン タ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１０．１２．１９ 中山８着

２００８．５．１３生 牡３鹿 母 ブリッツケーニギン 母母 シ ー ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カミニート号・ゲイルオブウインド号・コスモラミティエ号・ストリングビーン号・ファイアアロー号
（非抽選馬） ２頭 オンエア号・カシノマイラヴ号

０７１２２ ４月９日 晴 重 （２３小倉２）第１１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）

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

８１４ 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 ４６０＋ ４ ５９．１ ３．６�

４６ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ １．９�

５８ テルユーホワット 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６４－ ４ ５９．５２� １５．７�

８１３ トーセンスタッフ 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４０＋１２ ５９．７１� ２７．２�
４５ ウインドワード 牝３栗 ５４ 田辺 裕信インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４０４－ ８ ５９．９１� １５．８	

３３ アラマサアフリート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４２± ０ 〃 クビ ２６．０

２２ マンボフェスタ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�グランド牧場 田中 剛 新ひだか グランド牧場 ４０８－ ２１：００．１１� ９３．７�
６１０ ミ ズ ー ラ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 阿部 新生 浦河 鮫川牧場 ４５２－ ８ 〃 クビ １５．９�
５７ オ フ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３０ ―１：００．３１� １４３．３
３４ ローズベリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一吉田 和子氏 松永 康利 新ひだか 原 達也 ３９０＋ ４１：０１．１５ ６９．２�
１１ ナムラエイブル 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４５２－１２１：０１．２� ８．７�
７１２ ダンスインザサイト 牝３鹿 ５４ 松田 大作杉山 美惠氏 松永 幹夫 新ひだか 明治牧場 ４１８＋ ８１：０２．１５ ５０．５�
７１１ キャヴァンクラブ 牝３青鹿 ５４

５２ △高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３０－ ４１：０２．３１� １８６．２�
６９ テイエムアイリス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４０６－ ６ 〃 クビ ２３４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，８８８，２００円 複勝： ２０，８４９，０００円 枠連： ６，２８２，８００円

普通馬連： ２４，１４５，０００円 馬単： １６，５０９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９１５，２００円

３連複： ３５，９１５，０００円 ３連単： ５８，０７２，０００円 計： １８５，５７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２６０円 枠 連（４－８） ２２０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ５９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 １０８８８２ 的中 � ２４４６８（２番人気）
複勝票数 計 ２０８４９０ 的中 � ４６５０５（２番人気）� ８２４６８（１番人気）� １１０６４（６番人気）
枠連票数 計 ６２８２８ 的中 （４－８） ２１５２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４１４５０ 的中 �� ７１９１５（１番人気）
馬単票数 計 １６５０９２ 的中 �� １６９３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９１５２ 的中 �� ３０６４７（１番人気）�� ４２６６（９番人気）�� ５２１６（７番人気）
３連複票数 計 ３５９１５０ 的中 ��� ２００７０（４番人気）
３連単票数 計 ５８０７２０ 的中 ��� ７６３７（１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．９―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３５．０―４７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．０
３ ・（１０，１３）（６，１４）４（８，１２）３（２，５）７（１，１１）－９ ４ ・（１０，１３）１４，６（４，８）－（３，１２）（２，５）７（１，１１）－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．８．２１ 札幌１４着

２００８．３．３生 牝３栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー ９戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円

第２回　小倉競馬　第１１日



０７１２３ ４月９日 晴 重 （２３小倉２）第１１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

２４ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９４－ ４１：４５．８ １５．１�

１２ アースワンマンボ 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜松山 増男氏 田島 良保 新ひだか 城地 清満 ４６０－ ８１：４６．１１� ３．９�

１１ トーセンジャガー 牡３青 ５６ 上村 洋行島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ ５．２�

４８ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４５８＋ ６１：４６．５２� １９．３�
３５ シーズアップルズ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４２８－ ２１：４６．６� ９．６�
６１２ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４５６－ ２１：４６．７� １６．７	
２３ ターフェアイト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 秋田牧場 B４９８－１０１：４７．４４ ２８．９

８１６ セントヴァリー 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４４８＋ ２１：４８．２５ ３．４�
７１３ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０＋ ８１：４８．５２ ７．８�
８１５ ハヤブサアビオン 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４０－ ４１：４８．９２� ４７．３
７１４ マッコウクジラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５５０－１２１：４９．１１� ２５１．２�
３６ マルブツローマン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４３０－１０１：４９．７３� ４５．３�
６１１ トートホットライン 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介苅部康太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか 原口牧場 ４４０－ ２１：４９．８� １１２．９�
５１０ トーアアクセル 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 B５１８－１２１：５０．４３� １６１．３�
４７ ラブサッキー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 青森 佐々木牧場 ４７２± ０１：５０．７２ ２９０．８�
５９ ラッキーブライト 牡３鹿 ５６ 黛 弘人田� 正明氏 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４３４ ―１：５２．６大差 １７１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，１４９，０００円 複勝： １６，０７２，５００円 枠連： ６，８９１，３００円

普通馬連： １８，６２７，４００円 馬単： １４，５２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，４５２，８００円

３連複： ３２，１０３，１００円 ３連単： ４７，５０７，６００円 計： １５５，３２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ３８０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（１－２） １，０９０円

普通馬連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，４６０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ３９，９４０円

票 数

単勝票数 計 ９１４９０ 的中 � ４７７７（６番人気）
複勝票数 計 １６０７２５ 的中 � ９５５１（７番人気）� ２８２３３（２番人気）� １７３５２（３番人気）
枠連票数 計 ６８９１３ 的中 （１－２） ４７０２（３番人気）
普通馬連票数 計 １８６２７４ 的中 �� ４６９２（１４番人気）
馬単票数 計 １４５２２８ 的中 �� １４１２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０４５２８ 的中 �� ２４７９（１２番人気）�� １６９０（１８番人気）�� ５３５１（３番人気）
３連複票数 計 ３２１０３１ 的中 ��� ４７３１（１４番人気）
３連単票数 計 ４７５０７６ 的中 ��� ８７８（１１０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１２．２―１３．２―１２．６―１２．３―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．４―４３．６―５６．２―１：０８．５―１：２１．０―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．３
１
３
４（２，８，１２）１３（１，５）６（７，１１）（３，１４）（１５，１６）－９，１０
４（２，８，１２）（５，１３）１，１６，３，７（１４，１１，６）－１５，１０，９

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

勝馬の
紹 介

マテンロウカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．１１．２８ 東京７着

２００８．４．３０生 牡３黒鹿 母 マイサニーカフェ 母母 ナプシャルアグリーメント ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーブライト号は，平成２３年５月９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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 エリモトレジャー号・カシノダンガン号・キトゥンブルー号・クリノマドンナ号・スパーキーブラウン号・

トウショウブラザー号・ファランギース号
（非抽選馬） １頭 ミラクルレインボー号

０７１２４ ４月９日 晴 重 （２３小倉２）第１１日 第４競走 １，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ マウシャーレ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４４０＋ ２ ５８．６ １．９�

２２ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４５０＋ ６ ５９．４５ ４６．８�

７１２ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６４－ ６ ５９．６１� ４２．７�
１１ マルカファントム 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４４４± ０ ５９．７クビ ２１．４�
６１０ グッドクロック 牡３芦 ５６ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ８ 〃 ハナ ６．８�
５７ エムオースマイル 牡３芦 ５６ 竹之下智昭大浅 貢氏 高柳 瑞樹 むかわ 貞広 賢治 ５２０± ０ ５９．８� ５．１�
３４ ジャックボウイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ３３．２	
６９ ダイヤモンドアロー 牡３芦 ５６ 酒井 学吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４５４＋ ６１：００．２２� １１．６

４６ タマモカルメン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂タマモ� 木原 一良 新ひだか 前田牧場 ４３６－１０１：００．４１� ５１．８�
８１３ イーグルフォンテン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６２－ ４１：００．５� ８．７�
５８ アレルヤトウブ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４３０± ０１：００．９２� １３３．１
３３ シオンフェアリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 日高 石原牧場 ４４６－ ６１：０１．１� ７２．０�
４５ ハイタッチレディ 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋星野 壽市氏 松永 康利 日高 前野牧場 ４９８－ ４１：０１．７３� １２１．０�
８１４ リリーコンコルド 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗小沼 博氏 嶋田 潤 新ひだか 沖田 忠幸 B４５０－ ５１：０２．７６ ３２１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，９８４，１００円 複勝： ２１，２４８，８００円 枠連： ７，１０６，３００円

普通馬連： ２４，７２５，３００円 馬単： １９，３４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９０９，０００円

３連複： ３８，３５４，９００円 ３連単： ６２，７５２，７００円 計： １９９，４２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ８８０円 � ６８０円 枠 連（２－７） ４，５９０円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ９５０円 �� １２，７３０円

３ 連 複 ��� ２５，３７０円 ３ 連 単 ��� １１１，３３０円

票 数

単勝票数 計 １２９８４１ 的中 � ５５８２８（１番人気）
複勝票数 計 ２１２４８８ 的中 � ９０７４６（１番人気）� ３９１９（１０番人気）� ５１９９（８番人気）
枠連票数 計 ７１０６３ 的中 （２－７） １１４３（１５番人気）
普通馬連票数 計 ２４７２５３ 的中 �� ４４２１（１６番人気）
馬単票数 計 １９３４６５ 的中 �� ２２２４（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９０９０ 的中 �� １９５４（１７番人気）�� ３４７９（８番人気）�� ２４０（６４番人気）
３連複票数 計 ３８３５４９ 的中 ��� １１１６（６７番人気）
３連単票数 計 ６２７５２７ 的中 ��� ４１６（２９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウシャーレ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１６着

２００８．４．２２生 牡３栗 母 キウィカラー 母母 McGinty’s Girl １２戦１勝 賞金 １１，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーコンコルド号は，平成２３年５月９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カワキタハーツ号・マキハタフォルテ号



０７１２５ ４月９日 晴 稍重 （２３小倉２）第１１日 第５競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

７１４ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７６＋１４１：４６．７ ３２．２�

４８ トシザツンツン 牡３芦 ５６ 中舘 英二上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２．４�
８１５ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B５００± ０１：４８．３１０ ６．９�
４７ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 B４５６－１８１：４８．５１� ３６．８�
２３ スズカゴーゴー 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４５８－１４ 〃 クビ １５．９�
５９ アンサンブル 牝３黒鹿 ５４

５２ △川須 栄彦�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０ ―１：４８．９２� ４３．５�
３５ アースワンネス 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 新冠 武田 寛治 ４８２± ０１：４９．０� １１３．４	
７１３ シルバーチーフ 牡３芦 ５６ 古川 吉洋加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４８２＋ ８ 〃 クビ ５４．９

６１１ カネトシリープイン 牡３芦 ５６

５３ ▲花田 大昂兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４６６＋ ４１：４９．１� ４．９�
２４ メジロボンテン 牡３鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺湖 メジロ牧場 ５００－ ２１：４９．３１� ６６．３
１１ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４６４－ ２１：４９．５１� ２３４．９�
３６ フライハイエスト 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９２－ ４１：４９．６クビ ３４１．８�
１２ オ ペ ラ ヒ メ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志廣嶋 誠二氏 須貝 尚介 新ひだか 漆原 一也 ４４４－２２１：４９．７� ２３７．９�
６１２ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 松田 大作横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８０－ ２１：５０．３３� ５．０�
８１６ チャーミングダンス 牝３青鹿５４ 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６０－ ２ 〃 クビ １１．１�

（１５頭）
５１０ ニシノチャンピオン 牡３鹿 ５６ 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，７１１，１００円 複勝： ２０，２８４，２００円 枠連： ９，８５６，４００円

普通馬連： ２６，６１０，７００円 馬単： ２０，３３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８１３，６００円

３連複： ４４，３３６，５００円 ３連単： ７３，９１２，５００円 計： ２２１，８５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２２０円 複 勝 � ５９０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（４－７） １，５１０円

普通馬連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ９，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ２，５００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ７２，８３０円

票 数

単勝票数 計 １１７１１１ 的中 � ２８７２（７番人気）
複勝票数 計 ２０２８４２ 的中 � ５９３３（８番人気）� ６８１６５（１番人気）� ２００６６（４番人気）
枠連票数 計 ９８５６４ 的中 （４－７） ４８３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ２６６１０７ 的中 �� ６０３６（１２番人気）
馬単票数 計 ２０３３０９ 的中 �� １５１３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８１３６ 的中 �� ２９９２（１４番人気）�� １３６６（２６番人気）�� ９１９１（３番人気）
３連複票数 計 ４４３３６５ 的中 ��� ４２２２（２３番人気）
３連単票数 計 ７３９１２５ 的中 ��� ７４９（２０８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．８―１３．１―１３．２―１３．０―１２．９―１２．５―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．７―４２．８―５６．０―１：０９．０―１：２１．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アラビアンザサン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２０１０．１２．４ 中山６着

２００８．４．３生 牡３鹿 母 アイリッシュハニー 母母 Great Guns ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ニシノチャンピオン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 ジャック号・ソウルオブエイチ号・マイネルクローバー号・レノヴァティオトラ号
（非抽選馬） ３頭 エドノフレーザ号・パンドラクラウン号・ホクザンヴィリル号

０７１２６ ４月９日 晴 良 （２３小倉２）第１１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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 ベンジャミン 牡３青鹿５６ 松田 大作福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４７８－１８１：０９．８ ４９．２�

２４ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４２０＋ ４１：０９．９� １８．８�

４７ エムエフコンコルド 牝３青鹿 ５４
５１ ▲西村 太一古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４４４－１２１：１０．０� ３１．６�

３５ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４９０± ０１：１０．１クビ ３６．６�
５１０ 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 義忠 日高 高柳 隆男 ４７８－ ２１：１０．３１� ７．０�
４８ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦小林 昌志氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 博志 ４６６± ０１：１０．４� ２．９�
５９ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 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 B４７２＋１４１：１０．６１� ４０．３

１２ エスユニヴァース 牝３青 ５４

５２ △高倉 稜杉山 美惠氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ １１２．５�
６１２ ハイライトリール 牝３栗 ５４ 中舘 英二 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：１０．８１� ７．５�
７１３ エドノリージェント 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 日高 エンドレス
ファーム ４９２＋ ２１：１０．９クビ ２８７．７

７１４ タカラバクシンオー 牡３栗 ５６ 丸田 恭介村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４４０－ ２１：１１．０� １６．７�
６１１� コスモアバンティ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４１８＋ ２１：１１．１クビ ７９．３�
２３ ダイアンスマイル 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか タイヘイ牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ ７０．４�
３６ ダイキチチョウナン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４８６＋ ２１：１１．４１� １０．３�
８１６ バトルトコパ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４＋２６１：１１．６１� ３３９．９�
８１５ サニーサファイア 牝３鹿 ５４ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：１２．２３� ３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３７６，０００円 複勝： ２１，６６２，１００円 枠連： ８，４９９，８００円

普通馬連： ２７，３０５，０００円 馬単： １８，３５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０２９，９００円

３連複： ４１，７７８，３００円 ３連単： ６４，８６０，１００円 計： ２０８，８６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９２０円 複 勝 � １，３８０円 � ６００円 � ７４０円 枠 連（１－２） ９，４００円

普通馬連 �� ３０，６３０円 馬 単 �� ７２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，８５０円 �� １１，８６０円 �� ３，１００円

３ 連 複 ��� １３０，６５０円 ３ 連 単 ��� ８２５，２９０円

票 数

単勝票数 計 １２３７６０ 的中 � １９８６（１１番人気）
複勝票数 計 ２１６６２１ 的中 � ３９５０（１１番人気）� ９８５９（６番人気）� ７８１５（９番人気）
枠連票数 計 ８４９９８ 的中 （１－２） ６６８（２４番人気）
普通馬連票数 計 ２７３０５０ 的中 �� ６５８（５７番人気）
馬単票数 計 １８３５７７ 的中 �� １８７（１２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０２９９ 的中 �� ５０３（５７番人気）�� ２８９（７７番人気）�� １１２６（３３番人気）
３連複票数 計 ４１７７８３ 的中 ��� ２３６（２１０番人気）
３連単票数 計 ６４８６０１ 的中 ��� ５８（１２７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．７―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．５―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３６．０
３ ・（３，６）８（４，１０）（５，１１，１２）（１，９，１５）（２，１４）７，１３，１６ ４ ・（３，６，８）（４，１０）（５，１２）（１，１１）（２，７，９）１４（１５，１３，１６）

勝馬の
紹 介

ベンジャミン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１１．６ 京都９着

２００８．４．９生 牡３青鹿 母 ルプロムナード 母母 Cielamour ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エムエフコンコルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エムエフコンコルド号は，発走調教再審査。
※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 クリノドスコイ号
（非抽選馬） １頭 ミスターロックマン号



０７１２７ ４月９日 晴 稍重 （２３小倉２）第１１日 第７競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，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

４８ ジ ュ モ ー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：４６．９ ６．５�

２３ レディームスタング 牝５栗 ５５
５２ ▲花田 大昂�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００± ０１：４７．２１� １２．５�

６１２� ルペルカリア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：４７．３� ７．３�
１１ マイネフェリックス 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７６＋ ６１：４７．４� １．８�
３５ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４７４± ０１：４７．５クビ ４１．５�
５１０� ブランジェリーナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５８＋１１１：４７．７１� １６．５	
８１６ ミ リ ア ム 牝５芦 ５５

５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４３０－１２ 〃 クビ １０．９

２４ ラウリシルヴァ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４７．８� ３５．９�
７１３ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 伊藤 工真桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ４００＋ ２１：４８．０１� ２６２．４�
６１１ マイネルナロッサ 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太 �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 ４５２－ ２１：４８．１� ３０．５
７１４ ウエスタンエルザ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４５４－ ８１：４８．２� １９７．３�
１２ ニホンピロエリナ 牝４芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３０－ ４１：４８．４１� ５４．０�
５９ テ ィ フ ィ ン 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：４８．５� ６２．９�
３６ ヤマイチテキーラ 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４４８－ ２１：４８．９２� １６３．１�
８１５� チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 B４３８± ０１：４９．０� ３２２．２�
４７ サンデージョウ 牝４青 ５５ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ４８８＋ ６ 〃 アタマ ２７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６１４，７００円 複勝： ２５，０２２，６００円 枠連： ８，７２７，６００円

普通馬連： ２７，７４２，１００円 馬単： ２１，１３５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３６６，５００円

３連複： ４１，６１４，９００円 ３連単： ７０，２３０，５００円 計： ２２３，４５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２７０円 � ４４０円 � ３００円 枠 連（２－４） ２，６８０円

普通馬連 �� ４，４３０円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� １，０１０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� １２，４６０円 ３ 連 単 ��� ４９，６００円

票 数

単勝票数 計 １３６１４７ 的中 � １６５２４（２番人気）
複勝票数 計 ２５０２２６ 的中 � ２６６３９（２番人気）� １３９８５（５番人気）� ２２９３６（３番人気）
枠連票数 計 ８７２７６ 的中 （２－４） ２４１２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２７７４２１ 的中 �� ４６３１（１４番人気）
馬単票数 計 ２１１３５６ 的中 �� ２１０８（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３６６５ 的中 �� ２５９８（１３番人気）�� ３８３６（１０番人気）�� １７９６（２１番人気）
３連複票数 計 ４１６１４９ 的中 ��� ２４６５（３８番人気）
３連単票数 計 ７０２３０５ 的中 ��� １０４５（１４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１２．３―１３．４―１３．１―１２．３―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．５―４３．９―５７．０―１：０９．３―１：２２．０―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ モ ー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２１ 阪神４着

２００６．２．９生 牝５栗 母 ビスクドール 母母 フェアリードール １９戦３勝 賞金 ３７，４００，０００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 マドモアゼルノン号
（非抽選馬） １頭 アンジェリークダダ号

０７１２８ ４月９日 晴 良 （２３小倉２）第１１日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４７ ヴァンダライズ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６４± ０１：５９．６ ４．６�

４６ � スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 酒井 学加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ５０４＋ ８１：５９．７� ３７．７�
２２ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６６＋ ２２：００．０１� ４．４�
７１３ ピンクジャスミン 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４６０－ ２２：００．２１� ５３．６�
８１４� ロックバルーン 牡６栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４６４－ ４ 〃 ハナ ５．９�
６１１ ワキノブライアン 牡５栗 ５７ 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １５．７�
７１２ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６４－ ８２：００．４１� ３．２	
１１ �� シベリアンアロー 牡５栗

５７
５５ △川須 栄彦藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４５０－ ２２：００．５	 ４０．７

５８ ベルウッドゼウス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ５０６－ ４２：０１．３５ ９．７�
２３ キングオブロマネ 
７黒鹿５７ 勝浦 正樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００－ ６ 〃 ハナ １３７．０�
３４ � カネコメツヨシ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦�岡 義雄氏 小桧山 悟 浦河 畔高牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ １６８．１
５９ � スプリングナイル 牡５鹿 ５７ 小林 淳一加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 B４６０－２３２：０１．４� ２５１．５�
３５ バトルイグアス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平宮川 秋信氏 清水 久詞 日高 川端 正博 ４５６－ ２ 〃 ハナ ２６．６�
６１０ クールドリオン 牡６栗 ５７ 丸田 恭介広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７２－ ６２：０１．７１� ３１．２�
８１５ ニ チ リ ン 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４５８＋ ４２：０２．０２ １３０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，２８３，５００円 複勝： ２１，９７９，３００円 枠連： ９，３８９，１００円

普通馬連： ３３，５３７，６００円 馬単： ２１，１３５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０２８，５００円

３連複： ４４，５８４，８００円 ３連単： ７５，５６６，７００円 計： ２３４，５０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ８６０円 � １７０円 枠 連（４－４） ８，９２０円

普通馬連 �� ８，６４０円 馬 単 �� １２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２３０円 �� ４００円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ９，２４０円 ３ 連 単 ��� ６１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １２２８３５ 的中 � ２１０７４（３番人気）
複勝票数 計 ２１９７９３ 的中 � ４１９１５（２番人気）� ４６５４（１０番人気）� ４０１９７（３番人気）
枠連票数 計 ９３８９１ 的中 （４－４） ７７７（２４番人気）
普通馬連票数 計 ３３５３７６ 的中 �� ２８６７（２４番人気）
馬単票数 計 ２１１３５８ 的中 �� １２０２（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０２８５ 的中 �� １６６４（２６番人気）�� １１０１９（４番人気）�� １８１４（２３番人気）
３連複票数 計 ４４５８４８ 的中 ��� ３５６２（２７番人気）
３連単票数 計 ７５５６６７ 的中 ��� ９０３（１８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１２．７―１２．５―１２．１―１２．１―１１．６―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．９―３４．８―４７．５―１：００．０―１：１２．１―１：２４．２―１：３５．８―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァンダライズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．１０．１８ 東京４着

２００７．５．１生 牡４栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove １６戦２勝 賞金 ２７，６７０，０００円



０７１２９ ４月９日 晴 稍重 （２３小倉２）第１１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

６９ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９０－ ４ ５８．２ ５．０�

７１１ マストバイアイテム 牝４黒鹿５５ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ８．３�
４６ � ピースオブキング 牡４黒鹿５７ 中舘 英二前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ２．８�
７１２ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ５２２＋ ２ ５８．３� ８．２�
３３ キングスウィープ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４６８± ０ ５９．１５ ４１．０�
３４ キタサンハナミチ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６０－ ２ ５９．２� ６．９�
１１ サマーラグーン 牝５青鹿５５ 上野 翔セゾンレースホース	 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４６４＋ ４ ５９．４１� ９．０

５８ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５２－ ４ ５９．５� １５．４�
２２ ワンモアマイウエイ 牡５栗 ５７ 小林 淳一松井 一三氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ４８４－１２ ５９．６� ５４．３�
５７ リーヴタイム 牝６芦 ５５

５３ △川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２４．１
８１４ ツインズメモリー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 門別 森永牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ２７１．７�
８１３ ジョウショームテキ 牡４芦 ５７

５４ ▲花田 大昂熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 ４９２＋ ６ ５９．７� ６３．５�
４５ � アキノワンツー 牝５芦 ５５

５３ △高倉 稜穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９２＋ ８１：００．０１� ３４．５�
６１０ ブルーデライト 牝５栗 ５５ 丸田 恭介 	ブルーマネジメント畠山 吉宏 三石 中村 和夫 ４５８－ ２１：００．２１� １０７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９６０，４００円 複勝： ２８，７２６，６００円 枠連： １３，２６９，１００円

普通馬連： ４７，６４６，９００円 馬単： ３０，８５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５８６，０００円

３連複： ６８，４９９，５００円 ３連単： １１５，８９７，２００円 計： ３４４，４４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，１１０円

普通馬連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３２０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� １３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １６９６０４ 的中 � ２６８２７（２番人気）
複勝票数 計 ２８７２６６ 的中 � ４１０１１（２番人気）� ３５６８９（４番人気）� ６７４８６（１番人気）
枠連票数 計 １３２６９１ 的中 （６－７） ８８２３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４７６４６９ 的中 �� １４５６２（９番人気）
馬単票数 計 ３０８５９０ 的中 �� ５５７０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５８６０ 的中 �� ７２０５（１０番人気）�� １９２１８（１番人気）�� １１５５１（３番人気）
３連複票数 計 ６８４９９５ 的中 ��� ２９３５８（１番人気）
３連単票数 計１１５８９７２ 的中 ��� ６３２４（２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．０―３４．５―４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３５．２
３ ・（６，１２）３，１３（１，９，１１）５（７，１０）（２，４）－（８，１４） ４ ・（６，１２）－（３，９）１１，１３，１－（２，５，７）（４，１０）８，１４

勝馬の
紹 介

アイディンパワー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．７．２７ 函館３着

２００６．５．１６生 牡５鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ ２８戦３勝 賞金 ４４，２１０，０００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 ウインルナ号・フラッパーミク号
（非抽選馬） １頭 アフィリエイト号

０７１３０ ４月９日 晴 良 （２３小倉２）第１１日 第１０競走 ��２，０００�ネ モ フ ィ ラ 賞
発走１５時００分 （芝・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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４５ イ デ ア 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７８－ ２２：００．０ ９．３�

３３ アンバーシェード 牡３黒鹿５６ 酒井 学 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２２：００．２１� ５．４�
６８ アストリンジャー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９６＋ ６２：００．３� ６．１�
４４ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２± ０２：００．７２� ８６．０�
７１０ マイネルヴァルム 牡３青鹿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 コスモヴューファーム ４６０＋ ２２：００．９１� １７．８�
６９ インナージョイ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６２：０１．１１� ２．８	
５７ ロングスローイン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４９０＋ ４ 〃 アタマ ５．９

８１３ グレートマッハ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真南澤敬之介氏 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４８６－ ６２：０１．４１� ５３．７�
２２ ゴ ー ズ オ ン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ４９８－ ２２：０１．６１ ２５．６�
１１ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０２：０２．１３ １８．９
８１２ シャイニンロミオ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ １４．１�
７１１� コパノテンジン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６２－ ２２：０２．７３� ２７８．２�
５６ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ４８２－２２２：０２．８� ４０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２１，０００円 複勝： ３７，７２３，５００円 枠連： １５，２８５，４００円

普通馬連： ６５，５２３，７００円 馬単： ３９，１２９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２７１，６００円

３連複： ８４，７２９，５００円 ３連単： １５９，０７８，２００円 計： ４４８，４６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２６０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－４） ２，７１０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ５，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ８６０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ３８，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０７２１０ 的中 � １７６８７（５番人気）
複勝票数 計 ３７７２３５ 的中 � ３５４８１（５番人気）� ５２９５５（２番人気）� ４９５０５（３番人気）
枠連票数 計 １５２８５４ 的中 （３－４） ４１６４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６５５２３７ 的中 �� １８７２２（１１番人気）
馬単票数 計 ３９１２９１ 的中 �� ５３４７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２７１６ 的中 �� ６６４４（１３番人気）�� ７５７０（９番人気）�� ９５２４（６番人気）
３連複票数 計 ８４７２９５ 的中 ��� １２０８１（１６番人気）
３連単票数 計１５９０７８２ 的中 ��� ３０３８（１２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．７―１２．３―１２．３―１２．４―１２．４―１２．０―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．０―３４．７―４７．０―５９．３―１：１１．７―１：２４．１―１：３６．１―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

イ デ ア �
�
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 ２０１０．１０．２４ 京都６着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ ７戦２勝 賞金 １７，８８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０２分に変更。



０７１３１ ４月９日 晴 稍重 （２３小倉２）第１１日 第１１競走 ��１，７００�
あ ま く さ

天 草 特 別
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．４．１０以降２３．４．３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 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２４ タイセイレジェンド 牡４栗 ５４ 芹沢 純一田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５２６＋１０１：４４．４ １３．６�

３６ タガノアッシュ 牡７鹿 ５６ 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 ４６４－ ２１：４４．６１� ８．６�

３５ � トウショウデザイア 牡５鹿 ５４ 高倉 稜トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４－ ４１：４４．８１� ２１．２�
４７ ロ ン グ ロ ウ 牡４芦 ５５ 中舘 英二吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２８＋１６１：４５．１１� １６．１�
１２ テルミーホワイ 牡４鹿 ５５ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９６＋１６１：４５．２� １０．２�
５９ ゴーアップドラゴン 牡５黒鹿５５ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７６－ ２１：４５．４１� ７．４�
１１ ワンダースル 牝５青鹿５２ 川須 栄彦山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４４０－ ２１：４５．５� ５１．２	
２３ � ミウラジェット 牡７黒鹿５０ 嶋田 純次佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４７４－ ２１：４５．９２� ３１３．２

８１５ ナリタカービン 牡５鹿 ５６ 上村 洋行�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５２４－ ８ 〃 クビ ４．５�
６１２ セトノメジャー 牡４鹿 ５４ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４４．７
６１１ ナムラブレット 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４８－ ２１：４６．０クビ ４．０�
７１３ ディアトウシロウ 牡５栃栗５５ 伊藤 直人ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４６４－ ６１：４６．３２ ２０．４�
５１０ フロムジオリエント 牡５青鹿５７ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：４６．４� ８．８�
８１６� パシコジュリエ 牝４鹿 ５２ 宮崎 北斗酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 B４５２－ ８１：４６．９３ ６８．７�
４８ � サダルメリク 牡４鹿 ５４ 松山 弘平前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４８２－ ８１：４７．７５ ５６．１�
７１４ フルボディー 牡５黒鹿５４ 松田 大作深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４８０－ ８ 〃 クビ ６６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６４８，１００円 複勝： ３８，００４，６００円 枠連： ２８，８９４，２００円

普通馬連： １０４，６８１，３００円 馬単： ５５，２６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１４４，４００円

３連複： １４６，６６３，７００円 ３連単： ２４３，１８９，２００円 計： ６７９，４９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ５１０円 � ２８０円 � ６８０円 枠 連（２－３） ４，６５０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� ４，２００円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� ４０，３５０円 ３ 連 単 ��� ２３０，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２３６４８１ 的中 � １３７０７（７番人気）
複勝票数 計 ３８００４６ 的中 � １８７９３（８番人気）� ４０６１３（４番人気）� １３６７７（１０番人気）
枠連票数 計 ２８８９４２ 的中 （２－３） ４５９０（２４番人気）
普通馬連票数 計１０４６８１３ 的中 �� １３５３５（２３番人気）
馬単票数 計 ５５２６９４ 的中 �� ３３９２（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１４４４ 的中 �� ５６９２（２０番人気）�� ２２６６（５０番人気）�� ３５２１（３１番人気）
３連複票数 計１４６６６３７ 的中 ��� ２６８３（１３２番人気）
３連単票数 計２４３１８９２ 的中 ��� ７７８（７０３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．６―２９．２―４２．４―５４．６―１：０７．０―１：１９．６―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３
４（５，７）１０（２，１１）（６，８，１５）（１４，１６）１３（３，１，１２）９
４（５，７）（２，６，１０，１１，１５）（１４，１６）（１，１３，１２）３，９，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．８．２ 札幌２着

２００７．３．２６生 牡４栗 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル １２戦３勝 賞金 ３１，６５３，０００円
※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。
（非抽選馬） ９頭 アグネスラナップ号・イチエイクリッパー号・エターナルロブロイ号・スイリンカ号・ゼンノモナルカ号・

トーセンステルス号・プロスペラスマム号・マスターコーク号・メイショウタカチホ号

０７１３２ ４月９日 晴 良 （２３小倉２）第１１日 第１２競走 ��１，２００�
あ り た

有 田 特 別
発走１６時１０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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１３� ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４５６－ ６１：０８．４ ６．１�

２４ トロンプルイユ 牝４栗 ５５ 川島 信二前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ６１：０８．９３ ５．４�
３６ スイートライラ 牝５栗 ５５ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６６＋ ８１：０９．４３ １１．４�
４７ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２６．６�
４８ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８０± ０１：０９．５� １５．５�
６１１ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５０± ０１：０９．８１� ２．６�
２３ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５ 二本柳 壮下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４９２－ ６ 〃 ハナ ５２．６	
１２ ラ ヴ セ ン ス 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真 
サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ４４４＋３４ 〃 アタマ ４６．７�
１１ スズカサクセス 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ４１．２�
３５ トウカイフィット 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７２＋ ２１：１０．０１ １０．４
５９ � サ ス ケ ハ ナ 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗�須野牧場 新開 幸一 新ひだか 前田 宗将 ４３４＋１０１：１０．３１� ７６．５�
７１４ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０－ ４１：１０．５１� ３９．１�
８１６�� キャンディームーン 牝５栗 ５５ 高倉 稜吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Merry Go－Round

Co., Ltd. ４８０－ ８１：１０．７１	 １３６．３�
６１２ ビーチパーティー 牝４芦 ５５ 芹沢 純一吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋１８１：１０．８クビ ９．３�
５１０ グッディグッディ 牝４鹿 ５５ 松田 大作�平田牧場 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 ４３６－１８１：１１．０１	 １６１．３�
８１５ ティンクルチャーミ 牝４芦 ５５ 太宰 啓介 
フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム ４３４＋ ８１：１１．４２	 ５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０８５，６００円 複勝： ３５，３８６，７００円 枠連： ２２，３０５，２００円

普通馬連： ７４，４８５，６００円 馬単： ４４，５１０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８８９，７００円

３連複： １０９，０１４，６００円 ３連単： １９５，７６４，０００円 計： ５３７，４４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ３３０円 枠 連（２－７） １，１７０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，０９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ４，８６０円 ３ 連 単 ��� ２１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２４０８５６ 的中 � ３１５４８（３番人気）
複勝票数 計 ３５３８６７ 的中 � ４８７２５（３番人気）� ５３５５２（２番人気）� ２４６５０（６番人気）
枠連票数 計 ２２３０５２ 的中 （２－７） １４１７４（６番人気）
普通馬連票数 計 ７４４８５６ 的中 �� ３５２０８（４番人気）
馬単票数 計 ４４５１０８ 的中 �� １１１４１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８８９７ 的中 �� １３８１５（３番人気）�� ７０１０（１１番人気）�� ９８４８（７番人気）
３連複票数 計１０９０１４６ 的中 ��� １６５６６（１１番人気）
３連単票数 計１９５７６４０ 的中 ��� ６７３７（３９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．３―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．４―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファンドリノチカラ �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Forestry

２００７．４．２９生 牡４鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song ８戦１勝 賞金 １３，７２６，０００円
初出走 JRA

※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 アンフィルージュ号
（非抽選馬） １頭 カラフルパレット号



（２３小倉２）第１１日 ４月９日（土曜日） 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 １８１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

１５９，２４０，０００円
１，０９０，０００円
１２，２２０，０００円
１，９５０，０００円
１５，０２０，０００円
６１，６７６，５００円
４，７０６，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
１７６，９２５，５００円
３０３，０１１，１００円
１４４，３００，０００円
４９８，２４８，２００円
３１７，０３５，３００円
２２９，０２３，３００円
７２７，０５８，７００円
１，２２３，３１２，５００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 ３，６１８，９１４，６００円

総入場人員 ６，２５３名 （有料入場人員 ５，８５２名）


