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０２１０９ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第１競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３４ カップナイト 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５３４－ ２ ５９．８ ４．９�

８１４ カシノアポロン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４８６± ０ 〃 アタマ ７．２�
５８ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 ４８０＋ ２１：００．１２ ８．７�
１１ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 黛 弘人宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５８－ ６１：００．３１� ３１．２�
３３ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４７６－ ６１：００．４クビ １８６．４�
４５ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介トウショウ産業� 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 ４２０－ ４１：００．５� １１０．９�
７１１ パープルベスト 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４４２＋ ４１：００．６� ２１７．０	
５７ シゲルデコポン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４７２－ ２１：００．７� ５．３

６１０ アストゥリアス 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４０６± ０ 〃 ハナ １１２．７�
６９ トーアライチョウ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 ４２２－１０１：０１．０１� ５９．１�
２２ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４４± ０１：０１．１� ２７．８
８１３ スズカロイス 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 ４５８－１６１：０１．４１� ６２．７�
７１２ エーシンクアトロ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 高村牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ３．４�
４６ イエローナイフ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ４１：０１．９３ ５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，５５３，３００円 複勝： １７，６０９，５００円 枠連： ６，７２２，０００円

馬連： ２２，６４３，１００円 馬単： １６，３４９，５００円 ワイド： １１，５４８，７００円

３連複： ３８，５７０，１００円 ３連単： ５７，４３４，６００円 計： １８０，４３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（３－８） １，４７０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ５００円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� １５，３６０円

票 数

単勝票数 計 ９５５３３ 的中 � １５５６５（２番人気）
複勝票数 計 １７６０９５ 的中 � ３０６０２（３番人気）� ２２６８７（４番人気）� １９２５２（６番人気）
枠連票数 計 ６７２２０ 的中 （３－８） ３３９１（８番人気）
馬連票数 計 ２２６４３１ 的中 �� １０２３８（１１番人気）
馬単票数 計 １６３４９５ 的中 �� ４００１（１８番人気）
ワイド票数 計 １１５４８７ 的中 �� ４９５３（８番人気）�� ５８５６（４番人気）�� ３８１５（１４番人気）
３連複票数 計 ３８５７０１ 的中 ��� １０４９５（１３番人気）
３連単票数 計 ５７４３４６ 的中 ��� ２７６１（６９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３７．０
３ ・（７，８）－１２（９，４，１０，１３）１４－３（２，１）１１，５，６ ４ ・（７，８）－４（１０，１２，１４）（９，１３）（３，２，１）－（５，１１）＝６

勝馬の
紹 介

カップナイト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１．２８ 小倉３着

２００９．３．１４生 牡３黒鹿 母 ノータビーニ 母母 ヴィクトレス ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔騎手変更〕 カップナイト号の騎手西村太一は，第９日第９競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 カップナイト号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成２４年２月１８日から平成２４年２月１９日ま

で騎乗停止。（１４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アナコンダ号・カシノコスモス号・フレンドブライト号
（非抽選馬） １頭 プレシャスストーン号

０２１１０ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ ジ ェ ラ ル ド 牡３栗 ５６ 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：４６．２ ２．５�

２４ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７６－ ２１：４６．４１� ２．４�
７１３ キングスバーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ４９４＋１６１：４６．８２� １２４．７�
４８ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 松山 弘平小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－１２１：４７．２２� ７．６�
７１４ スズカコレクト 牡３芦 ５６

５５ ☆国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７４± ０１：４７．８３� ４７．５�
１１ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８２＋ ２１：４８．２２� １１．２�
２３ モリトリジョイス 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 新ひだか 広田牧場 ４１６－ ８１：４８．４１� ３２０．８	
３５ ラッシュパワー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也中西 功氏 柴田 光陽 新冠 杉山 義行 ５０２－ ８１：４８．６１� ３１１．１

４７ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 丸田 恭介森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４５６＋ ６１：４８．９２ １９２．５�
５１０� シゲルパッション 牡３栗 ５６ 村田 一誠森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest

Farms LLC ４６４± ０１：４９．１１� ２３．９�
５９ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９２－ ２１：４９．３� １３０．６
８１６ アルティメイト 牝３青鹿５４ 中舘 英二アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ １９．１�
８１５ キ ワ ミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４０± ０１：５０．０４ ２７３．２�
６１１ キ ー メ ー ル 牡３鹿 ５６ 上村 洋行北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 ４９２＋ ４１：５０．３２ ３２．２�
６１２ リアルクラシック 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 片山牧場 ４６４＋１２１：５１．５７ ２１．８�

（１５頭）
３６ ジャングルホーム 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，０６７，５００円 複勝： ２０，４６５，３００円 枠連： ７，５２３，５００円

馬連： ２３，６６５，７００円 馬単： １７，７９８，８００円 ワイド： １１，７４４，２００円

３連複： ３６，４９０，８００円 ３連単： ６３，５７７，０００円 計： １９４，３３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １，２８０円 枠 連（１－２） ２３０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４，７８０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １２，７４０円 ３ 連 単 ��� ３８，３４０円

票 数

単勝票数 計 １３０６７５ 的中 � ４１５６３（２番人気）
複勝票数 計 ２０４６５３ 的中 � ３２５０７（２番人気）� ７８４３８（１番人気）� ２１５９（１１番人気）
枠連票数 計 ７５２３５ 的中 （１－２） ２４５０８（１番人気）
馬連票数 計 ２３６６５７ 的中 �� ５４３０７（１番人気）
馬単票数 計 １７７９８８ 的中 �� ２３１２０（１番人気）
ワイド票数 計 １１７４４２ 的中 �� ２３１６５（１番人気）�� ４８６（４１番人気）�� ８４２（３１番人気）
３連複票数 計 ３６４９０８ 的中 ��� ２１１４（３３番人気）
３連単票数 計 ６３５７７０ 的中 ��� １２２４（１０２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．６―４２．４―５５．２―１：０７．９―１：２１．０―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
１３（１０，１１，１２）１５，４，３，１（５，１４）２，８，１６（７，９）
１３（１０，１１）－４（１２，１，８）（２，３，１４）（５，１６）（９，１５）７

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ ラ ル ド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１１．１２．４ 阪神７着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ジャングルホーム号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ハートビートボーイ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため宮崎北斗に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルクラシック号は，平成２４年３月１２日まで平地競走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第10日



０２１１１ ２月１２日 晴 良 （２４小倉１）第１０日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１１ ブレイズアトレイル 牡３芦 ５６ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６＋１４１：４９．１ ４．５�

４８ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６６＋ ２１：４９．４２ １７．３�

２３ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４９２＋ ４１：４９．５� ５．４�
１２ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４７０± ０１：４９．６クビ ８．１�
７１３ ギリサントポケサン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ １．９�
４７ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５８＋１０１：４９．７� ２７．６


５９ ホッコーアタック 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４６０＋１６１：４９．８� ９４．２�

２４ アートオブライツ 牝３鹿 ５４
５１ ▲水口 優也小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ ３４．７�

８１５ ヒノクニフォース 牡３鹿 ５６ 村田 一誠竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 B４５４－ ４１：５０．３３ ８７．２
１１ テイエムワカタカ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 ４７４＋ ２１：５０．７２� ２２６．０�
３５ キョウワアリス 牝３青鹿５４ 丸田 恭介�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４４０＋ ４１：５０．８クビ １１０．８�
５１０ ツカサハピネス 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 ４５６－ ６１：５１．０１� ５５．６�
８１６ ウィズインサンデイ 牡３栗 ５６ 田中 健内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 有限会社

松田牧場 ５１６± ０１：５１．６３� ２９４．８�
６１２ ディアハンター 牡３黒鹿５６ 上村 洋行永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３４＋１０ 〃 ハナ １１４．１�
３６ デュラブルバイオ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作バイオ� 清水 出美 日高 賀張三浦牧場 ４９４－ ８ 〃 クビ ２４１．５�
７１４ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム ４３８－ ２１：５１．８１� ２６５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５３１，９００円 複勝： １９，３５５，４００円 枠連： ７，７９４，５００円

馬連： ２０，６３１，２００円 馬単： １７，５０３，６００円 ワイド： １１，８５１，３００円

３連複： ３１，９７５，５００円 ３連単： ５６，４１４，０００円 計： １７８，０５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ３７０円 � １９０円 枠 連（４－６） １，７９０円

馬 連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ６４０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ５，０４０円 ３ 連 単 ��� ３０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １２５３１９ 的中 � ２２３４８（２番人気）
複勝票数 計 １９３５５４ 的中 � ２７２６８（３番人気）� １１６１８（５番人気）� ３０４９１（２番人気）
枠連票数 計 ７７９４５ 的中 （４－６） ３２１４（８番人気）
馬連票数 計 ２０６３１２ 的中 �� ５００３（１０番人気）
馬単票数 計 １７５０３６ 的中 �� ２５４１（１７番人気）
ワイド票数 計 １１８５１３ 的中 �� ２２０９（１２番人気）�� ４７９６（５番人気）�� ２８８９（１０番人気）
３連複票数 計 ３１９７５５ 的中 ��� ４６８３（１６番人気）
３連単票数 計 ５６４１４０ 的中 ��� １３８０（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．１―４９．６―１：０１．８―１：１３．７―１：２５．６―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイズアトレイル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．２４ 新潟２着

２００９．４．１３生 牡３芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン ５戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔騎手変更〕 ツカサハピネス号の騎手川島信二は，第９日第９競走での落馬負傷のため菅原隆一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 クライシスワン号・グランブルー号・ゴメン号・タガノカノープス号・ラストツヨシ号

０２１１２ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第４競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ � ホクザンアロマ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４６２－ ２ ５９．１ １９．７�

５８ サクラティアモ 牝５青 ５５
５２ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４３４－１０ 〃 クビ ７．１�

３４ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 吉田 隼人�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４６８＋ ２ ５９．２� ４．３�
６１０ サマーコード 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４４２± ０ ５９．３クビ ２．０	
８１３ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５ 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １３．０

７１２ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 松山 弘平大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４６４± ０ ５９．４� ３３．５�
８１４ メイショウナナボシ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ２ ５９．５� １２．９�
４６ � ピエナヴィブレ 牝５鹿 ５５ 上野 翔本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ ５９．６クビ ３２．２
４５ シゲルカンリカン 牝４芦 ５５ 村田 一誠森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２ ５９．７� １５６．１�
６９ ブルーミングメイン 牝４栗 ５５

５４ ☆国分 優作内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５８＋１０ ５９．９１ ２０１．５�
１１ クリスリリー 牝７栗 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５２－ ８１：００．１１� １８．９�
７１１ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４６８± ０１：００．２� ３６．７�
２２ � エビスワンダフル 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B４７６＋ ４１：００．５１� ６３．０�
３３ ア ル テ ミ ス 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５０２－ ３１：００．６� ２８７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，３１６，４００円 複勝： ２１，３２１，８００円 枠連： ８，５９５，７００円

馬連： ２４，７６０，８００円 馬単： ２０，０５３，２００円 ワイド： １３，３２６，８００円

３連複： ３７，０１０，６００円 ３連単： ６３，４５５，７００円 計： ２０２，８４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ３３０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（５－５） ８，３８０円

馬 連 �� ６，５９０円 馬 単 �� １５，２６０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １，０１０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ７，６８０円 ３ 連 単 ��� ７３，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４３１６４ 的中 � ５７３４（７番人気）
複勝票数 計 ２１３２１８ 的中 � １３３３３（５番人気）� ２３８８４（３番人気）� ５２０９１（２番人気）
枠連票数 計 ８５９５７ 的中 （５－５） ７５７（２３番人気）
馬連票数 計 ２４７６０８ 的中 �� ２７７４（２０番人気）
馬単票数 計 ２００５３２ 的中 �� ９７０（４４番人気）
ワイド票数 計 １３３２６８ 的中 �� １６２１（２１番人気）�� ３２３８（１０番人気）�� ５４４４（４番人気）
３連複票数 計 ３７０１０６ 的中 ��� ３５５７（２２番人気）
３連単票数 計 ６３４５５７ 的中 ��� ６３４（２１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホクザンアロマ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 クリスタルグリツターズ

２００７．３．９生 牝５栗 母 ホクザンパール 母母 ラツキーオカメ １２戦１勝 賞金 １０，１２０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 オンワードセジール号の騎手西村太一は，第９日第９競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
メイショウナナボシ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ノッティングガール号
（非抽選馬） １頭 グランドシャープ号



０２１１３ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第５競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ ザクリエイション 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１０± ０１：４４．７ １３．６�

５１０ シ ナ ル 牝４栗 ５４ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ ４７６＋ ８ 〃 ハナ ９．８�

８１５ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５６ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９２－ ２ 〃 クビ ２０．６�
２４ メイショウリバー 牡７鹿 ５７ 中舘 英二松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ４１：４４．８クビ １６．３�
８１６ ダノンフィーバー 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ４１：４４．９� ４．１�
３５ エーシンリボルバー 牡４栗 ５６ 太宰 啓介�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５３６＋３４１：４５．０� １３．１�
１２ ファイアアロー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４５０－ ４１：４５．１� ５．１	
３６ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０８＋ ２１：４５．３１� ２８．４

６１１ キングウェリナ 牡４鹿 ５６

５３ ▲平野 優宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７２＋ ４１：４５．５１� ３．０�
７１４ マイネルレガーロ 牡５黒鹿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 ５３２＋ ４１：４５．９２� ２０．８�
４８ セントヴァリー 牡４鹿 ５６

５３ ▲水口 優也加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５４± ０１：４６．０クビ １６４．７
７１３� ピースオブキング 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人前原 敏行氏 牧 光二 日高 出口牧場 ４９６± ０ 〃 同着 １０４．８�
４７ ネオエピック 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 優作小林 仁幸氏 田所 秀孝 新ひだか 元道牧場 B４４０± ０１：４６．４２� １６７．８�
１１ � ゼニスパワー 牡４栗 ５６ 鮫島 良太中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４６２＋ ２１：４６．８２� ２２５．３�
６１２ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 B５０８－ ４１：４８．０７ ４２６．９�
２３ � サイモンラメール 牝６黒鹿５５ 丸田 恭介澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８２± ０１：４９．８大差 １９９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４３６，９００円 複勝： ２０，５０５，９００円 枠連： ９，８０４，５００円

馬連： ２７，００６，４００円 馬単： １８，１８７，５００円 ワイド： １４，５９７，１００円

３連複： ３９，２９３，６００円 ３連単： ６１，５４５，４００円 計： ２０６，３７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ２６０円 � ３００円 � ５００円 枠 連（５－５） ４，１４０円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ６，３６０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ２，６６０円 �� ２，２９０円

３ 連 複 ��� ２２，６４０円 ３ 連 単 ��� １１０，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５４３６９ 的中 � ８９７２（６番人気）
複勝票数 計 ２０５０５９ 的中 � ２２４１２（４番人気）� １８７６８（５番人気）� ９７８４（９番人気）
枠連票数 計 ９８０４５ 的中 （５－５） １７５０（２０番人気）
馬連票数 計 ２７００６４ 的中 �� ４９９９（１６番人気）
馬単票数 計 １８１８７５ 的中 �� ２１１２（２４番人気）
ワイド票数 計 １４５９７１ 的中 �� ２４５１（２０番人気）�� １３３８（３５番人気）�� １５６２（３３番人気）
３連複票数 計 ３９２９３６ 的中 ��� １２８１（８６番人気）
３連単票数 計 ６１５４５４ 的中 ��� ４１０（４１０番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．４―１２．７―１２．２―１２．３―１２．６―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．１―４１．８―５４．０―１：０６．３―１：１８．９―１：３１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３
１６（１，１０）（２，７）１３（９，１１）１２－（３，１５）－６，１４－（８，５）４
１６（１０，７）（１，２）（９，１２）（１１，１４）１５，４，１３，６（８，５）＝３

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

勝馬の
紹 介

ザクリエイション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．３．１ 中山４着

２００６．５．１１生 牡６黒鹿 母 ロイヤルフラッシュ 母母 ロイヤルコスマー １９戦３勝 賞金 ３４，７００，０００円
〔騎手変更〕 キングウェリナ号の騎手西村太一は，第９日第９競走での落馬負傷のため平野優に変更。
〔その他〕 サイモンラメール号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「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。
（非当選馬） １頭 ダイコウヒョウ号

０２１１４ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１２ オーパスクイーン 牝５鹿 ５５ 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５１４＋ ８１：４６．３ ８．３�

２３ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ４１：４６．４� ２．４�
７１４� マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５４

５１ ▲平野 優加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４８－ ８１：４６．６１� ２１．５�
１２ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６２± ０１：４６．７� ３３．６�
５９ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４６．８� ７．３�
７１３� ピンクデージー 牝５黒鹿５５ 村田 一誠野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４９２＋ ４１：４７．０� ６８．５	
８１５ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８± ０１：４７．１� ４．９

４８ ピ ノ ブ ラ ン 牝５芦 ５５ 野元 昭嘉 �サンデーレーシング 梅内 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ６１：４７．２� １１７．６�
１１ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５４ 松山 弘平国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３２± ０１：４７．３� ３７．４�
４７ バレドクール 牝４青鹿５４ 吉田 隼人 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７２－１２１：４７．５１� ５０．８
５１０� ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５４

５３ ☆国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４８－ ６１：４７．７１� ３１．１�
３５ グジョウハチマン 牝４鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６８－ ４１：４７．８� １３．５�
６１１ アフィントン 牝４栗 ５４ 川須 栄彦吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：４８．１１� ３７．４�
２４ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５４ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４４２＋ ４１：４８．４１� ２７．５�
８１６ マイネマグノリア 牝４栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ２１：４８．９３ ５８．７�
３６ マルデデルマ 牝４栗 ５４ 古川 吉洋吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６６＋３０１：４９．１１� ２６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６２９，１００円 複勝： ２３，１２８，２００円 枠連： ９，８８７，８００円

馬連： ２６，５０９，１００円 馬単： １７，２３６，０００円 ワイド： １４，８２４，６００円

３連複： ４２，２４１，３００円 ３連単： ６５，０９９，６００円 計： ２１２，５５５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ４４０円 枠 連（２－６） ８６０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３，６１０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １２，１３０円 ３ 連 単 ��� ６２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １３６２９１ 的中 � １３０１９（４番人気）
複勝票数 計 ２３１２８２ 的中 � ２２３６４（４番人気）� ５４０９６（１番人気）� １０８１１（７番人気）
枠連票数 計 ９８８７８ 的中 （２－６） ８５７５（４番人気）
馬連票数 計 ２６５０９１ 的中 �� １５３６８（３番人気）
馬単票数 計 １７２３６０ 的中 �� ４１２１（８番人気）
ワイド票数 計 １４８２４６ 的中 �� ７４８６（３番人気）�� ９５５（４５番人気）�� ２６１５（１３番人気）
３連複票数 計 ４２２４１３ 的中 ��� ２５７２（３８番人気）
３連単票数 計 ６５０９９６ 的中 ��� ７６３（１７９番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．７―１３．５―１３．２―１２．６―１１．９―１２．０―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．９―４４．４―５７．６―１：１０．２―１：２２．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

オーパスクイーン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１０．１．２４ 中京２着

２００７．１．１１生 牝５鹿 母 オーパスワン 母母 ティルティング １５戦３勝 賞金 ３１，１７０，０００円
〔騎手変更〕 ピンクデージー号の騎手川島信二は，第９日第９競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。



０２１１５ ２月１２日 晴 良 （２４小倉１）第１０日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４８ シエラデルタ 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５６－ ２１：０８．２ ３．６�

６１２ クリーンエコロジー 牡４芦 ５７ 荻野 琢真石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋２４１：０８．３� １０．０�
５９ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６－ ６１：０８．５１� ７．６�
２４ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ １１．０�
６１１ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２１：０８．７１� １６．０�
４７ クリノトルネード 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７２－ ４ 〃 アタマ ２４．０	
２３ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 西田雄一郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ８１：０８．８クビ ６７．９

１２ アスターウィング 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 優作加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４６＋ ６ 〃 クビ ３２．０�
７１４� エーシンイグアス 牡４鹿 ５７ 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５１６－１３ 〃 ハナ １１．９�
８１６ コーストバンクシア 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５２４± ０１：０８．９クビ ６．０
１１ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 江田 照男四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４４０＋ ２１：０９．０� ６．９�
３６ マヤリッシュ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一�まの 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４１４± ０１：０９．４２� １２９．０�

７１３ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４６８－１６１：０９．６１� ９４．５�
５１０� メイショウトモミ 牝４栗 ５５

５２ ▲森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３２－１２１：１０．０２� ９７．７�
３５ � オウカランマン 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４８６－ ２１：１０．２１� １４．１�
８１５� カネトシグレース 牝４栗 ５５ 黛 弘人兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４５２－１４１：１１．１５ ８９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１６９，６００円 複勝： ２４，０７９，７００円 枠連： ８，０９９，０００円

馬連： ２６，１６３，６００円 馬単： １７，４１３，６００円 ワイド： １４，０７６，３００円

３連複： ４５，４１９，６００円 ３連単： ６４，２６０，０００円 計： ２１２，６８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ２５０円 枠 連（４－６） ９９０円

馬 連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド �� １，３８０円 �� ６００円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ４３，４３０円

票 数

単勝票数 計 １３１６９６ 的中 � ２９５３８（１番人気）
複勝票数 計 ２４０７９７ 的中 � ５３１０３（１番人気）� １３２３６（８番人気）� ２３８６０（４番人気）
枠連票数 計 ８０９９０ 的中 （４－６） ６０８３（２番人気）
馬連票数 計 ２６１６３６ 的中 �� ６６１３（１０番人気）
馬単票数 計 １７４１３６ 的中 �� ２３５１（１８番人気）
ワイド票数 計 １４０７６３ 的中 �� ２４６６（１６番人気）�� ６１１２（３番人気）�� １６８９（３０番人気）
３連複票数 計 ４５４１９６ 的中 ��� ４４９０（２５番人気）
３連単票数 計 ６４２６００ 的中 ��� １０９２（１１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．４―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シエラデルタ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．３．６ 阪神４着

２００７．３．２２生 牡５黒鹿 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン １８戦２勝 賞金 ２５，３３２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キミニアエタキセキ号・シェルエメール号

０２１１６ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第８競走 ��１，０００�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，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４ ミシックトウショウ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４８－ ２ ５９．３ ２．８�

５８ シルヴィルージュ 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗小林 秀樹氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B４３２－ ６ 〃 クビ ３．２�
４６ エナジーハート 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４３８＋１４ ５９．４クビ ２６．２�
６９ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ５．１�
５７ � シゲルカイチョウ 牡４黒鹿５７ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４９６－ ２ ５９．５クビ ２８．２�
６１０ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４７０－ ２ ５９．６� １３．７	
４５ � ベイビーローズ 牝６鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart
Traping Ltd ４７０－ ６ 〃 クビ １４．０


７１２� モンテムーン 牡５鹿 ５７ 黛 弘人毛利 喜昭氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ５２４－１４ ５９．９１� １５０．１�
１１ ドリームクレド 牡４栗 ５７ 大野 拓弥セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７２＋ ４１：００．３２� ２２．６�
２２ ナムラカメーリア 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 豊洋牧場 ４３２－ ４１：００．４� １３．６
３４ キチロクアナン 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７８＋ ４１：００．５� ２８８．２�
３３ � ロ ザ ー ジ ュ 牝４栗 ５５ 村田 一誠赤沼 秀典氏 森 秀行 米 Adieu

Syndicate ５０４＋ ４１：００．６クビ １１１．８�
７１１ シルクマイベスト 牡４栗 ５７ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ５３０± ０１：０３．５大差 ３７．１�

（１３頭）
８１３� エーシンホーマー 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４８６± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，１５０，６００円 複勝： ２２，８２０，８００円 枠連： １０，２９９，７００円

馬連： ２１，８４９，０００円 馬単： １６，７８９，４００円 ワイド： １１，８４６，７００円

３連複： ２８，３７７，８００円 ３連単： ５０，２１５，８００円 計： １７６，３４９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ５４０円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，１８０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� １７，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 １４１５０６（返還計 １５４１４） 的中 � ４０９７２（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２８２０８（返還計 １９８５５） 的中 � ５９０９９（１番人気）� ５００９０（２番人気）� ６８１７（９番人気）
枠連票数 差引計 １０２９９７（返還計 ８２２１） 的中 （５－８） １７８２２（２番人気）
馬連票数 差引計 ２１８４９０（返還計 ６２９７９） 的中 �� ２８３７１（１番人気）
馬単票数 差引計 １６７８９４（返還計 ５１４４１） 的中 �� １１８１７（１番人気）
ワイド票数 差引計 １１８４６７（返還計 ３１６３８） 的中 �� １３０８４（１番人気）�� ２２６５（１５番人気）�� １５８６（２３番人気）
３連複票数 差引計 ２８３７７８（返還計１３７４９０） 的中 ��� ４２５１（１５番人気）
３連単票数 差引計 ５０２１５８（返還計２４６７４８） 的中 ��� ２０９９（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．８―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．１―３４．９―４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３６．２
３ １４（９，１０）－（６，１２）２（５，８）３（７，１）４－１１ ４ １４（９，１０）６，８（２，１２）５（３，７，１）－４＝１１

勝馬の
紹 介

ミシックトウショウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロイヤルタッチ デビュー ２０１０．１２．５ 中山２着

２００８．２．１２生 牝４鹿 母 セピアトウショウ 母母 ダーリントウショウ ９戦２勝 賞金 ２８，１００，０００円
〔騎手変更〕 エナジーハート号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔競走除外〕 エーシンホーマー号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクマイベスト号は，平成２４年３月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チェリーソウマ号
（非抽選馬） ３頭 クイポ号・サクラデスティニー号・ラビットファレル号



０２１１７ ２月１２日 晴 良 （２４小倉１）第１０日 第９競走 １，８００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１２ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２－ ８１：４７．０ ５．７�

５１０ エバーグリーン 牡４青 ５６ 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：４７．３２ ５．０�
６１２ トーセンケイトゥー 牡４栗 ５６ 中舘 英二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：４７．４� ８．０�
４８ ダノンウィスラー 牡４鹿 ５６ 松山 弘平�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ５．６�
３５ アップルジャック 牡４黒鹿５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５２０＋１２１：４７．６１� ４５．５�
６１１ ビリーヴマイン 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４２± ０ 〃 アタマ ８．４	
１１ マイネルレイン 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５３４＋１２ 〃 クビ １２．０

２３ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６２－１０１：４７．７クビ ８．２�
５９ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 村田 一誠内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４９６－１６ 〃 クビ １７．８�
７１４ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 優作ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６８＋ ２１：４７．８クビ ３５．２
２４ � スピログラフ 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４８４－ ３１：４８．０１� ２０．８�
８１５ マイネルアウストロ 牡６栗 ５７ 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 ５００± ０１：４８．２１� １８．７�
３６ � フィールドダンス 牡６栗 ５７ 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４８８－ ８１：４８．３� ４１．０�
４７ トウカイフィット 牡６鹿 ５７ 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４８６＋１０１：４８．４� １５２．１�
８１６ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝４黒鹿５４ 太宰 啓介�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２８± ０１：４８．５� １０１．１�
７１３� エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 松田 大作馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４５８－ ４１：４９．１３� １６９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２８５，４００円 複勝： ２９，３５９，１００円 枠連： １４，１３３，９００円

馬連： ４１，２６０，５００円 馬単： ２５，７１０，７００円 ワイド： ２０，００４，８００円

３連複： ６３，９６１，１００円 ３連単： １０７，３３０，９００円 計： ３１８，０４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（１－５） １，０４０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ９３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，４００円 ３ 連 単 ��� ２３，７２０円

票 数

単勝票数 計 １６２８５４ 的中 � ２２９０９（３番人気）
複勝票数 計 ２９３５９１ 的中 � ４１６７５（２番人気）� ４１７３７（１番人気）� ２７８８３（６番人気）
枠連票数 計 １４１３３９ 的中 （１－５） １００４０（４番人気）
馬連票数 計 ４１２６０５ 的中 �� １６２８２（５番人気）
馬単票数 計 ２５７１０７ 的中 �� ４８４７（７番人気）
ワイド票数 計 ２０００４８ 的中 �� ７１８３（２番人気）�� ５２３５（１３番人気）�� ５７９４（９番人気）
３連複票数 計 ６３９６１１ 的中 ��� １０７４２（９番人気）
３連単票数 計１０７３３０９ 的中 ��� ３３４０（３７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．２―１１．９―１１．８―１２．０―１１．８―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．１―４８．０―５９．８―１：１１．８―１：２３．６―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤタイシ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Dubai Millennium デビュー ２００９．１２．２０ 阪神３着

２００７．３．５生 牡５黒鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation １４戦２勝 賞金 ３４，８５２，０００円
〔騎手変更〕 スピログラフ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。

０２１１８ ２月１２日 晴 良 （２４小倉１）第１０日 第１０競走 ��２，６００�
ま き ぞ の

牧 園 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

１１ コウエイオトメ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４７６－１２２：４０．１ ３．８�

３５ マルブツマスター 牡４栗 ５６ 宮崎 北斗大澤 素子氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５０４＋ ４２：４０．４１� ２．５�
２３ ダノンフェニックス 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ８ 〃 クビ １２．３�
６１１ ロードランパート 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７２－ ４２：４１．０３� １６．２�
４７ ク リ ア キ ー 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２２：４１．１� ８７．６�
８１６ エアポートメサ 牡４栗 ５６ 村田 一誠新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４５０＋ ８２：４１．２� ５４．６	
５１０ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 中舘 英二�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４４０＋ ２２：４１．３クビ １３．０

４８ クリーンメタボ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ５７．５�
８１５ メイショウスピード 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０２：４１．４� １７．８
５９ ローレルジャブラニ 牡４鹿 ５６ 松山 弘平 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１２－ ６２：４１．５� １１．９�
１２ オールターゲット 牡６栗 ５７ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４７０－ ２２：４１．６クビ １８．１�
７１３ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５４ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２４＋ ６２：４１．７� １２．４�
６１２ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７ 黛 弘人山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２０＋ ８ 〃 ハナ ２５２．２�
２４ マルカゴクウ 牡５鹿 ５７ 国分 優作河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４７０－ ４２：４２．１２� ８０．８�
３６ モ ー レ ツ 牡５栗 ５７ 高倉 稜小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B５１６＋１４２：４２．９５ ７７．０�
７１４� メイショウピゴット 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ４２：４３．３２� ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５４，３００円 複勝： ３４，５１２，３００円 枠連： １７，９６１，９００円

馬連： ５２，３２８，５００円 馬単： ３２，９８３，６００円 ワイド： ２４，６９７，５００円

３連複： ７８，３０４，８００円 ３連単： １４０，０４５，２００円 計： ４０２，７８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ３５０円 枠 連（１－３） ５００円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，１８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� １２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２１９５４３ 的中 � ４５５４４（２番人気）
複勝票数 計 ３４５１２３ 的中 � ５５９４６（２番人気）� ９８６３９（１番人気）� １７６５０（８番人気）
枠連票数 計 １７９６１９ 的中 （１－３） ２６９２５（１番人気）
馬連票数 計 ５２３２８５ 的中 �� ５８２３６（１番人気）
馬単票数 計 ３２９８３６ 的中 �� １５３６８（２番人気）
ワイド票数 計 ２４６９７５ 的中 �� ３３５５３（１番人気）�� ４４９７（１４番人気）�� ６９５３（６番人気）
３連複票数 計 ７８３０４８ 的中 ��� ２０１２４（４番人気）
３連単票数 計１４００４５２ 的中 ��� ８０９０（１６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．２―１２．９―１２．８―１３．０―１３．３―１２．８―１１．９―１１．７―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．６―３６．８―４９．７―１：０２．５―１：１５．５―１：２８．８―１：４１．６―１：５３．５―２：０５．２―２：１６．９―２：２８．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイオトメ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都６着

２００８．２．２７生 牝４鹿 母 ホットマンボ 母母 A. O. L. Hayes １３戦２勝 賞金 ２２，８２４，０００円
〔騎手変更〕 クリーンメタボ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。

エアポートメサ号の騎手川島信二は，第９日第９競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スマッシュスマイル号
（非抽選馬） ３頭 カシマパフューム号・クレバーキング号・ダンシングムーン号



０２１１９ ２月１２日 晴 稍重 （２４小倉１）第１０日 第１１競走 ��１，７００�
さくらじま

桜島ステークス
発走１５時２５分 （ダート・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，４歳５６�５歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 ２，３００，０００円 １，５６０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１３ アイファーソング 牡４青鹿５６ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４８４＋ ８１：４３．１ ９．３�

３３ �� クリュギスト 牡６鹿 ５７ 松田 大作吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５２０± ０１：４３．５２� １．６�

１１ ミッキーバラード 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５４０＋ ２１：４４．０３ １２．５�
７１１ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２６－１０１：４４．２１� ２４．３�
６９ メイショウエバモア 牡５芦 ５７ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１４± ０ 〃 アタマ ７．６�
４５ カネトシコウショウ 牡６青鹿５７ 村田 一誠兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９２＋１４１：４４．３� １１６．１�
５７ プレファシオ 牡５芦 ５７ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ １５．０	
６１０ カ ス ガ 牝６鹿 ５５ 国分 優作高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５０－ ８１：４４．４クビ ５６．７

８１４ ダノンハラショー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ３７．３�
３４ トウショウクエスト 牡７栗 ５７ 黛 弘人トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３４－１６１：４４．７１� ２１．４
４６ シルクダイナスティ 牡７栗 ５７ 丸田 恭介有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４８６－ ４１：４４．８クビ ６６．５�
５８ ダートムーア 牝４鹿 ５４ 中舘 英二吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：４５．１１� １３．６�
７１２ オシャレキング 牡７鹿 ５７ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５１０－ ２１：４５．８４ ２０２．０�
２２ コウジンアルス 牡１０栗 ５７ 大野 拓弥加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４７４－ ６ 〃 アタマ ９２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，０８１，３００円 複勝： ６７，６７７，８００円 枠連： ３１，１９１，７００円

馬連： １２５，７７７，８００円 馬単： ８７，３６４，４００円 ワイド： ４４，７５３，０００円

３連複： １８５，９３６，５００円 ３連単： ４１９，７５９，５００円 計： ９９８，５４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（３－８） ６６０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，３２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� １８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３６０８１３ 的中 � ３０６６１（３番人気）
複勝票数 計 ６７６７７８ 的中 � ４８９２０（４番人気）� ３４８１８５（１番人気）� ３６２７６（５番人気）
枠連票数 計 ３１１９１７ 的中 （３－８） ３５０８１（３番人気）
馬連票数 計１２５７７７８ 的中 �� １０９０１１（３番人気）
馬単票数 計 ８７３６４４ 的中 �� ２４８０４（１０番人気）
ワイド票数 計 ４４７５３０ 的中 �� ３２９９６（２番人気）�� ７４５９（１６番人気）�� ２９８５７（３番人気）
３連複票数 計１８５９３６５ 的中 ��� ５８７８１（８番人気）
３連単票数 計４１９７５９５ 的中 ��� １６８６５（５６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．５―４２．５―５５．４―１：０７．４―１：１９．５―１：３１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１３着

２００８．３．２１生 牡４青鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー ９戦４勝 賞金 ４５，１７９，０００円
〔騎手変更〕 カネトシコウショウ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。

０２１２０ ２月１２日 晴 良 （２４小倉１）第１０日 第１２競走 ��１，２００�
か い も ん だ け

開 聞 岳 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２３．２．１２以降２４．２．５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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２３ サカジロロイヤル 牡４黒鹿５５ 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ５００－ ４１：０８．３ ２．３�

５９ ア フ ォ ー ド 牡４鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６± ０ 〃 アタマ ５．６�
６１２ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５３ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４４＋ ４ 〃 クビ １６．７�
８１６ ダノンプログラマー �６青鹿５７ 大野 拓弥�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム ４５８－ ８１：０８．４� １４．３�
３５ タ バ ル ナ 牡５鹿 ５６ 松山 弘平前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２ 〃 ハナ １０．８�
１２ � タニマサホーク 牡５鹿 ５４ 宮崎 北斗谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０８＋ ２ 〃 クビ １５５．１�
７１４ ミヤジエムジェイ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ６．６	
３６ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ １１．８

７１３ シンボリマルセイユ 牡５芦 ５４ 西田雄一郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９６± ０１：０８．６１� ４６．７�
４７ ヤマニンラレーヌ 牝４鹿 ５２ 丸田 恭介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０ 〃 アタマ １１１．０�
８１５� トレノソルーテ �６鹿 ５３ 伊藤 工真戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５４４＋ ４１：０８．８１� １７２．２
４８ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 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 ４８２＋１６１：０８．９クビ ２３．６�
６１１ ロードセイバー 牡５栗 ５４ 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 ４５２＋ ６ 〃 クビ ３２１．０�
２４ アルーリングライフ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６± ０１：０９．１１� ２１．１�
５１０� メイショウフレアー 牡６青鹿５２ 高倉 稜松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B４７８＋ ８１：０９．３１� ２８１．９�
１１ � シチリアーナ 牝７黒鹿５２ 川須 栄彦岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６０－ ４１：０９．４クビ ２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８７５，０００円 複勝： ６７，４５９，０００円 枠連： ２８，３４３，２００円

馬連： １０６，４５７，４００円 馬単： ６２，９３６，８００円 ワイド： ４２，９９９，２００円

３連複： １６０，２０９，３００円 ３連単： ２９１，１７２，８００円 計： ７９９，４５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ３００円 枠 連（２－５） ７５０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ６５０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １４，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３９８７５０ 的中 � １４０８１３（１番人気）
複勝票数 計 ６７４５９０ 的中 � １８３４５３（１番人気）� ８５１８１（３番人気）� ４４８９９（６番人気）
枠連票数 計 ２８３４３２ 的中 （２－５） ２７９０７（２番人気）
馬連票数 計１０６４５７４ 的中 �� ９２９２３（１番人気）
馬単票数 計 ６２９３６８ 的中 �� ３６６９２（１番人気）
ワイド票数 計 ４２９９９２ 的中 �� ３４３５７（１番人気）�� １６１０９（６番人気）�� ６６９２（１９番人気）
３連複票数 計１６０２０９３ 的中 ��� ２８０５８（７番人気）
３連単票数 計２９１１７２８ 的中 ��� １４６７２（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４５．２―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都１６着

２００８．４．１０生 牡４黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ １１戦３勝 賞金 ２９，６７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 タバルナ号の騎手酒井学は，第９日第９競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 ウイニングドラゴン号・ウエスタンハピネス号・オレンジティアラ号・コンプリートラン号・サンライズイーグル号・

シルクナデシコ号・テイエムアモーレ号・ニジブルーム号・ハピシン号・ビットスターダム号・
メイショウツガル号・メイショウローラン号

３レース目



（２４小倉１）第１０日 ２月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８２頭 本 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

１７５，３６０，０００円
４，０２０，０００円
１，６７０，０００円
１６，１６０，０００円
５９，８６３，０００円
４，７０６，０００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
２２０，０５１，３００円
３６８，２９４，８００円
１６０，３５７，４００円
５１９，０５３，１００円
３５０，３２７，１００円
２３６，２７０，２００円
７８７，７９１，０００円
１，４４０，３１０，５００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 ４，０８２，４５５，４００円

総入場人員 ９，３００名 （有料入場人員 ８，４８０名）



平成２４年度 第１回小倉競馬 総計

競走回数 １２０回 出走延頭数 １，７７７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

１，６９７，０５０，０００円
８，３２０，０００円
５６，３３０，０００円
１６，４５１，０００円
１５４，５５０，０００円
５８１，３０６，５００円
４６，４２２，０００円
１７，０５９，２００円

勝馬投票券売得金
２，００１，０５１，５００円
３，２２６，８６５，０００円
１，４８９，０２８，１００円
４，８４６，９５５，４００円
３，２６９，２４３，９００円
２，１７０，８１０，８００円
７，０１１，４４３，３００円
１２，６８２，７８２，５００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 ３６，６９８，１８０，５００円

総入場延人員 ７０，３６３名 （有料入場延人員 ６４，０３７名）


