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０２０２５ １月２１日 曇 稍重 （２４小倉１）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ ソロデビュー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 ４８２＋ ２１：４６．４ １１．９�

３５ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４５４－ ６１：４６．５� ９９．１�
１２ ブライトポジー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４２４± ０１：４６．７１� ７．８�
３６ エンゼルアーチスト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４７８＋１８１：４６．８� ３９．０�
４８ ロングカリス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７２－ ４１：４７．６５ １８７．１�
６１２ ヤマカツナタリー 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３６－ ２１：４７．７� ８．３�
７１３ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６４－ ２１：４７．８クビ １５．３	
７１４ クイーンダンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４６－ ４１：４８．１２ １９４．６

１１ サンターナズリボン 牝３栗 ５４ 西田雄一郎藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 村上 雅規 ４６２－１０１：４８．３１ ３０５．０�
５９ プレーヌリュヌ 牝３栗 ５４ 川須 栄彦�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ８ 〃 クビ １１．７
６１１ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム B４７０－ ４１：４８．４クビ ３４．２�
５１０ ファストメモリー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８－ ８１：４８．５� １．６�
４７ テイエムデイジー 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４５０－１２１：４８．７１� ４４０．０�
２４ レッドエナジー 牝３青鹿５４ 酒井 学�コオロ 境 直行 新冠 ムラカミファーム ４４０＋ ６１：４９．３３� ５３．８�
８１６ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 松田 大作松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４４２－ ２１：５０．８９ ５０．１�
８１５ ラインレベッカ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人大澤 繁昌氏 領家 政蔵 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８８± ０１：５１．４３� ５６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７２４，８００円 複勝： １９，４０９，４００円 枠連： ６，３４４，３００円

馬連： １９，５６５，２００円 馬単： １７，１６５，３００円 ワイド： １０，７３４，１００円

３連複： ３１，８４６，１００円 ３連単： ５２，８３３，０００円 計： １６９，６２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３５０円 � １，９３０円 � ２００円 枠 連（２－３） ６，３８０円

馬 連 �� ２４，５２０円 馬 単 �� ５３，４６０円

ワ イ ド �� ４，９５０円 �� ８８０円 �� ４，５４０円

３ 連 複 ��� ３９，８４０円 ３ 連 単 ��� ３７１，３５０円

票 数

単勝票数 計 １１７２４８ 的中 � ７７６６（５番人気）
複勝票数 計 １９４０９４ 的中 � １４５６５（４番人気）� ２１０８（１３番人気）� ３１８１５（２番人気）
枠連票数 計 ６３４４３ 的中 （２－３） ７３４（１９番人気）
馬連票数 計 １９５６５２ 的中 �� ５８９（５７番人気）
馬単票数 計 １７１６５３ 的中 �� ２３７（１０２番人気）
ワイド票数 計 １０７３４１ 的中 �� ５２１（４９番人気）�� ３１７４（７番人気）�� ５６８（４６番人気）
３連複票数 計 ３１８４６１ 的中 ��� ５９０（１０３番人気）
３連単票数 計 ５２８３３０ 的中 ��� １０５（７０３番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．８―１２．５―１２．９―１３．０―１２．５―１２．５―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．９―４２．４―５５．３―１：０８．３―１：２０．８―１：３３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．１
１
３

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

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

ソロデビュー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．９．２５ 阪神８着

２００９．３．２０生 牝３黒鹿 母 オーサンコンドル 母母 ジョードシュア ８戦１勝 賞金 ７，５００，０００円

０２０２６ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０分 （ダート・右）

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

８１３ トウショウクルス 牡３黒鹿５６ 幸 英明トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－ ２ ５８．６ ４．８�

７１２� パトロネージュ 牡３栗 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena
Farms LLC B５１６－ ８ ５８．７� ３．１�

１１ コスモコンテンツ 牡３芦 ５６ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 日高 三輪牧場 ４５０＋ ２ ５９．０２ ２７．７�
２２ 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 ４７４＋ ４ ５９．１� ４．１�
４５ チ ェ リ ム 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４２－ ６ ５９．７３� １００．１�

６９ カネトシヴェルス 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４５４－ ８ 〃 アタマ ８．６�
３３ プレシャスストーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４１４－ ２ 〃 アタマ １０２．５	
５７ アシュケナージ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４４２－１８１：００．１２� ５．７

３４ マリンザスターズ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４９０－１４１：００．２� ８９．５�
７１１ テイエムカイウン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５１２ ―１：０１．１５ １３．８�
４６ ラ ウ レ ア 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 大根田裕之 浦河 福田牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ ２９．０
６１０ ゴールドクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 武田 修一 ４４８－ ２１：０１．５２� １４２．８�
８１４ タカノフレンド 牡３栗 ５６ 西田雄一郎山口多賀司氏 梅田 康雄 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５００－ ４１：０１．９２� １０６．２�

（１３頭）
５８ 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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９，７６４，１００円 複勝： １５，２０３，４００円 枠連： ５，５４３，８００円

馬連： １６，７１８，３００円 馬単： １３，８９８，６００円 ワイド： ８，３２８，９００円

３連複： ２４，４１７，９００円 ３連単： ４０，０１６，３００円 計： １３３，８９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ４９０円 枠 連（７－８） ５１０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２，６８０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� ３２，７１０円

票 数

単勝票数 差引計 ９７６４１（返還計 ６７） 的中 � １６１２９（３番人気）
複勝票数 差引計 １５２０３４（返還計 １５７） 的中 � ２９０５０（２番人気）� ３５１６４（１番人気）� ５５８０（７番人気）
枠連票数 差引計 ５５４３８（返還計 １３） 的中 （７－８） ８１０１（１番人気）
馬連票数 差引計 １６７１８３（返還計 ６２５） 的中 �� １８３６８（１番人気）
馬単票数 差引計 １３８９８６（返還計 ５６３） 的中 �� ６５１７（４番人気）
ワイド票数 差引計 ８３２８９（返還計 ３４３） 的中 �� ８４０６（１番人気）�� ６８９（２５番人気）�� １２７８（２０番人気）
３連複票数 差引計 ２４４１７９（返還計 １９３５） 的中 ��� ３１５１（２０番人気）
３連単票数 差引計 ４００１６３（返還計 ３８００） 的中 ��� ９０３（１０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウクルス �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１１．１０．２２ 京都１４着

２００９．３．２９生 牡３黒鹿 母 ストームトウショウ 母母 ダーリントウショウ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 カシノペンダント号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 パトロネージュ号の騎手中舘英二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１１番・１０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クラウンモンロー号
（非抽選馬） １頭 デンタルボーイ号

第１回 小倉競馬 第３日



０２０２７ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１４ アルディエス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介�G１レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム ４４４－ ２１：４５．４ ４．３�

５９ サントスシチー 牡３黒鹿５６ 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 ４８４－ ６ 〃 クビ ６．６�
７１３ ミッキージュピター 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４６０± ０１：４５．９３ １８．６�
４８ サダムオベーション 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ６１：４６．２２ ２０．０�

２３ シーフェリックス 牡３鹿 ５６ 酒井 学藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４４４－１０１：４６．３� １０．９�
６１２ ジャガーファング 牡３栗 ５６ 荻野 琢真トール＆ワイド 田中 章博 日高 藤本 友則 ４８６＋ ６１：４６．４� １３０．４�
８１５ アマクサハイヤ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人奈良�孝一郎氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム ４９４± ０１：４６．５クビ ４２．７	
３６ キタサンカイザー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作
大野商事 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 ４６８－ ８１：４７．４５ １０６．３�
１１ マイネルバルビゾン 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 須貝 尚介 新冠 ビッグレッドファーム ４９４± ０１：４７．５� １０．４�
３５ シゲルプラム 牡３栗 ５６ 大野 拓弥森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 渕瀬フアーム ４５０＋ ２１：４８．２４ ８９．４
２４ ク ー ノ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 戸田 ゆり子 ４５２－ ４１：４９．３７ ３９１．１�
５１０ スズカミラクル 牡３栗 ５６ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６－１０１：５１．５大差 １８４．１�
４７ タガノビッグバン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１６＋１０ 〃 ハナ ２１．０�
１２ オスカーバローズ 牡３青鹿５６ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４７８－ ６ （競走中止） ５．７�
６１１ ドリームプログラム 牡３栗 ５６ 古川 吉洋セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４８０－ ４ （競走中止） １４．８�
８１６ ミュージックドラマ 牡３栗 ５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ （競走中止） ４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，１７９，７００円 複勝： １５，３７７，６００円 枠連： ７，２６６，６００円

馬連： １７，９４７，３００円 馬単： １３，４３２，２００円 ワイド： １０，８４７，７００円

３連複： ２７，６７３，８００円 ３連単： ４３，０６７，０００円 計： １４４，７９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � ２３０円 � ４７０円 枠 連（５－７） １，３１０円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，３００円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ９，３４０円 ３ 連 単 ��� ４６，０００円

票 数

単勝票数 計 ９１７９７ 的中 � １６８２８（２番人気）
複勝票数 計 １５３７７６ 的中 � ２３３７９（２番人気）� １８４６７（３番人気）� ７１９５（９番人気）
枠連票数 計 ７２６６６ 的中 （５－７） ４１０８（６番人気）
馬連票数 計 １７９４７３ 的中 �� ７８１３（４番人気）
馬単票数 計 １３４３２２ 的中 �� ２９２２（９番人気）
ワイド票数 計 １０８４７７ 的中 �� ６００３（３番人気）�� １９９５（１９番人気）�� １２１０（３２番人気）
３連複票数 計 ２７６７３８ 的中 ��� ２１８７（３５番人気）
３連単票数 計 ４３０６７０ 的中 ��� ６９１（１４５番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．９―１１．６―１２．９―１２．８―１３．２―１２．７―１２．０―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．０―２９．６―４２．５―５５．３―１：０８．５―１：２１．２―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
１
３
１３，１５，１２，９，５（３，７）８（６，１４）（４，１１）（１，１０）２
１３，１５（１２，９）（３，５，１４）８，１，６，４＝（７，１０）

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

勝馬の
紹 介

アルディエス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．９．４ 札幌１０着

２００９．４．１７生 牡３鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔競走中止〕 ミュージックドラマ号は，競走中に疾病〔右中手骨粉砕骨折〕を発症し，１コーナーで転倒したため競走中止。

ドリームプログラム号は，１コーナーで，転倒した「ミュージックドラマ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中
止。
オスカーバローズ号は，１コーナーで，転倒した「ミュージックドラマ」号に触れ，転倒したため競走中止。

〔その他〕 スズカミラクル号・タガノビッグバン号は，１コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適
用を除外。

０２０２８ １月２１日 晴 良 （２４小倉１）第３日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

７１５ ディアデラバンデラ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２２：０２．５ ４．０�

６１２ ホッコーゼニト 牡３鹿 ５６ 江田 照男矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 ４５８－ ８２：０２．７１� ２１．１�
２３ トーセンギャラリー 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ ３．５�
６１１ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６４－ ６２：０２．８クビ ４９．４�
２４ コスモユウチャン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４５０－ ２ 〃 クビ １１．８�
７１４ マイネルアクロス 牡３黒鹿５６ 酒井 学 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ６．６

７１３ アクシーバンダム 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４５０－１０２：０２．９� １５．５�
３５ ドラゴンエイジ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋１２２：０３．０� ５．２�
４７ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２６－ ４２：０３．１クビ ４３４．０
８１７ マイネルバイカ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４５４± ０ 〃 アタマ ５７．９�

１２ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４４８－ ２ 〃 ハナ １６．４�
５１０ ヒデノクーザ 牡３栗 ５６ 幸 英明大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 神垣 道弘 ４４８－ ２２：０３．４１� ３９．６�
４８ � ジヴェルニーアート 牝３鹿 ５４ 松田 大作シンボリ牧場 吉田 直弘 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４２＋ ２２：０３．９３ １９４．１�
３６ エスジーアール 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１６－ ２２：０４．０� １７９．６�
１１ ユキノサムライ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６２＋ ２２：０４．２１	 ６６．８�
８１６ ハクユウマンボ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也 	H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 ４８２＋ ４２：０４．５１� ４９０．８�
５９ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４５８－ ２ 〃 クビ ６０．４�
８１８ ニシノコウゲツ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ５４６－１４ （競走中止） ９２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，８９４，０００円 複勝： ２０，７９４，５００円 枠連： ９，２３２，３００円

馬連： ２１，８８０，０００円 馬単： １５，９０８，５００円 ワイド： １１，２２３，９００円

３連複： ３２，５９３，５００円 ３連単： ５２，４４３，９００円 計： １７５，９７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（６－７） １，３１０円

馬 連 �� ４，０１０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド �� １，２００円 �� ３９０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ３４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １１８９４０ 的中 � ２３８４５（２番人気）
複勝票数 計 ２０７９４５ 的中 � ３７４２８（２番人気）� ９３２５（８番人気）� ４３４７４（１番人気）
枠連票数 計 ９２３２３ 的中 （６－７） ５２２７（５番人気）
馬連票数 計 ２１８８００ 的中 �� ４０２９（１６番人気）
馬単票数 計 １５９０８５ 的中 �� １８４３（２３番人気）
ワイド票数 計 １１２２３９ 的中 �� ２２０５（１３番人気）�� ７８９９（１番人気）�� １９９０（１５番人気）
３連複票数 計 ３２５９３５ 的中 ��� ４８４０（１２番人気）
３連単票数 計 ５２４４３９ 的中 ��� １１１７（９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３７．１―５０．６―１：０３．２―１：１４．９―１：２６．７―１：３８．３―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．８
１
３

１（６，１４）（４，１５）（９，１２，１３，１７）（５，７）（１１，１８）－（３，１０）（２，８）－１６・（１，６，１４）１５（４，９，１２，１３，１７）（７，１１，３）５（８，１０）２，１６
２
４

・（１，６，１４）（４，１５）（９，１２，１７）（５，１３）７（２，１１，１８）（８，３，１０）－１６・（１，１４，１５）６（４，１２，１３）（９，１１，１７）（７，３）５（２，８，１０）１６

勝馬の
紹 介

ディアデラバンデラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．１９ 阪神７着

２００９．３．１３生 牡３黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 トーセンギャラリー号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬による検査のため川須栄彦に変更。
〔競走中止〕 ニシノコウゲツ号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症し，向正面で騎手が落馬したため競走中止。
※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） ５頭 エーシンハッブル号・シゲルササグリ号・セングレン号・ディアエボニー号・ホクレア号



０２０２９ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３日 第５競走 ��
��２，４００�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

２：３０．１
２：２８．６

不良

不良

３３ � マサノエクスプレス 牡４鹿 ５６
５５ ☆国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３８－ ２２：３１．６ １３．９�

７９ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８６± ０ 〃 クビ ３３．１�
５５ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 丸田 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２４－ ４２：３１．７クビ ３．４�
７１０ シーズガレット 牝４栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４４± ０２：３１．９１ ８．９�
８１２ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－ ４ 〃 クビ ５．７�
５６ � ヒストリッドタウン �５青鹿５７ 江田 照男名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか グランド牧場 B４９６＋ ３２：３２．１１	 ６１．１�
１１ タイセイジーニアス 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４６６＋ ８２：３２．３１	 ８．２	
８１１ ビービースカット 牡５青鹿５７ 川須 栄彦
坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５２０－１０２：３２．４	 １７．８�
６７ シンボリヴァルト 牡４黒鹿５６ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４６－ ４２：３２．７２ １１．９�
４４ � ハギノスピリッツ 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２２：３３．８７ １００．６
２２ � アグネスフリーダム 牡７栗 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：３４．４３	 ３．８�
６８ 
 リーガルファルコン 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４６４＋ ４２：３４．７１� ５１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，２７７，４００円 複勝： １８，８７７，５００円 枠連： ７，０８３，３００円

馬連： ２３，５６８，４００円 馬単： １７，７６１，１００円 ワイド： １１，３２８，９００円

３連複： ３２，２６０，８００円 ３連単： ５６，０２８，３００円 計： １７８，１８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ４３０円 � ７２０円 � １８０円 枠 連（３－７） ３，９１０円

馬 連 �� ２０，１６０円 馬 単 �� ３４，６８０円

ワ イ ド �� ４，９５０円 �� ９９０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １９，２１０円 ３ 連 単 ��� １９４，１３０円

票 数

単勝票数 計 １１２７７４ 的中 � ６４３８（７番人気）
複勝票数 計 １８８７７５ 的中 � １０５１６（７番人気）� ５７２１（９番人気）� ３５３９６（２番人気）
枠連票数 計 ７０８３３ 的中 （３－７） １３３７（１８番人気）
馬連票数 計 ２３５６８４ 的中 �� ８６３（４５番人気）
馬単票数 計 １７７６１１ 的中 �� ３７８（８４番人気）
ワイド票数 計 １１３２８９ 的中 �� ５４６（４１番人気）�� ２９１５（１１番人気）�� １７２７（２１番人気）
３連複票数 計 ３２２６０８ 的中 ��� １２４０（５９番人気）
３連単票数 計 ５６０２８３ 的中 ��� ２１３（４９１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．２―１３．０―１３．２―１３．９―１４．２―１２．７―１２．１―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．４―３５．６―４８．６―１：０１．８―１：１５．７―１：２９．９―１：４２．６―１：５４．７―２：０６．８―２：１９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F４９．０―３F３６．９
１
�
６，４－（３，９，１２）（５，２）７（１，１０）（８，１１）
６（３，４，９，１２）（５，２）（１，１０，７，１１）－８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�マサノエクスプレス �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 End Sweep

２００８．４．２４生 牡４鹿 母 キッズフェイヴァー 母母 インフェイヴァー １２戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １１時５５分に変更。
〔騎手変更〕 ハギノスピリッツ号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬による検査のため藤岡康太に変更。

ラグナロク号の騎手古川吉洋は，第４競走での落馬による検査のため丹内祐次に変更。

０２０３０ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３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

３３ クローバーリーフ 牝４鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：４４．５ ２．３�

５６ スイートベルモット 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６０± ０１：４５．２４ ５．８�

８１２ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５４
５３ ☆国分 優作加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４０－ ８１：４５．３� ４．８�

６８ アドマイヤインディ 牝６栗 ５５ 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６４－ ２１：４５．４� ７．６�
１１ 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 ４３８＋ ６１：４５．５クビ ３０．２�
４４ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４９２－ ２ 〃 アタマ ９．２�
２２ インプレッシヴ 牝４青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：４５．７１� ２０．６	
６９ 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 B４７０± ０１：４５．８� ３９．１�
７１１� アキノワンツー 牝６芦 ５５

５２ ▲水口 優也穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９４－１２ 〃 ハナ １１６．０�
４５ ジャマイカラー 牝４青鹿 ５４

５１ ▲横山 和生齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４９０＋ ６１：４５．９クビ ３６．７
５７ � クリノソーニャ 牝７鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４３６－１６ 〃 ハナ ５０．９�
７１０ エメラルドインディ 牝４栗 ５４ 大野 拓弥
大樹ファーム 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 ４５２＋ ６１：４６．７５ ４８．４�
８１３ ヤマノトップラン 牝５栗 ５５ 江田 照男澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 B４７８－ ８１：４７．９７ １２６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，４１４，５００円 複勝： １７，５５１，３００円 枠連： ６，１１６，３００円

馬連： ２０，３７１，４００円 馬単： １５，３７４，７００円 ワイド： １０，９６３，７００円

３連複： ２８，６０５，３００円 ３連単： ５３，６８４，５００円 計： １６４，０８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（３－５） ５９０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ４，０２０円

票 数

単勝票数 計 １１４１４５ 的中 � ４０２２１（１番人気）
複勝票数 計 １７５５１３ 的中 � ３８２１２（１番人気）� ２９１９３（３番人気）� ３２３９２（２番人気）
枠連票数 計 ６１１６３ 的中 （３－５） ７７５５（１番人気）
馬連票数 計 ２０３７１４ 的中 �� ２０８８４（２番人気）
馬単票数 計 １５３７４７ 的中 �� １０２４９（２番人気）
ワイド票数 計 １０９６３７ 的中 �� １１１４９（１番人気）�� ９３７７（２番人気）�� ８５２６（３番人気）
３連複票数 計 ２８６０５３ 的中 ��� １９９６２（１番人気）
３連単票数 計 ５３６８４５ 的中 ��� ９８６９（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．９―４２．８―５５．５―１：０７．８―１：２０．２―１：３２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クローバーリーフ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．６．２６ 阪神４着

２００８．４．２生 牝４鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス １３戦２勝 賞金 ２８，２００，０００円



０２０３１ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

２２ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５４ 伊藤 工真島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４６－ ２ ５８．０ ４３．４�

１１ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５６
５３ ▲西村 太一広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４９４＋ ４ ５８．２１� ５．９�

６９ � フラッパーミク 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １４．９�

８１３ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５６８－ ８ ５８．５２ ２．４�
３３ トーホウガーデン 牝４鹿 ５４ 渡辺 薫彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６２＋ ４ ５８．６クビ ４６．７	
７１２ グランドシャープ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１２－１２ ５８．８１� ２０．５

５８ � ラビットファレル 牝４栗 ５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８－ ６ ５８．９クビ ２４．６�
５７ バトルデーオ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３２± ０ ５９．１１� ５５．４�
３４ � メイショウキルター 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 日高 日西牧場 ４９６＋ ２ ５９．２� ２０．９
４５ ジョープラチネラ 牝４鹿 ５４ 宮崎 北斗上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３８－ ６ 〃 クビ ３０．１�
７１１� キクノベリータ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５６－１８ ５９．３� １１．４�
４６ アートギャラリー 牡４鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６ ５９．５１� ３８．７�
６１０ ベストブルーム 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 優作横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：００．０３ ４．６�
８１４ ヒシサッチモ 牡４黒鹿５６ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４９８＋ ２ 〃 ハナ ３２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，７９０，８００円 複勝： １８，８４０，５００円 枠連： ７，５７９，１００円

馬連： ２０，２９８，０００円 馬単： １７，２６３，４００円 ワイド： １１，３５７，３００円

３連複： ３０，０４７，０００円 ３連単： ５４，５０８，１００円 計： １７０，６８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３４０円 複 勝 � ９９０円 � ２６０円 � ５２０円 枠 連（１－２） ８，９００円

馬 連 �� １０，７７０円 馬 単 �� ２１，７１０円

ワ イ ド �� ３，２３０円 �� ５，４７０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ４７，８００円 ３ 連 単 ��� ４３２，５５０円

票 数

単勝票数 計 １０７９０８ 的中 � １９６０（１２番人気）
複勝票数 計 １８８４０５ 的中 � ４４４３（１０番人気）� ２２４６３（３番人気）� ９２３１（６番人気）
枠連票数 計 ７５７９１ 的中 （１－２） ６２９（２６番人気）
馬連票数 計 ２０２９８０ 的中 �� １３９２（３２番人気）
馬単票数 計 １７２６３４ 的中 �� ５８７（６２番人気）
ワイド票数 計 １１３５７３ 的中 �� ８６３（３３番人気）�� ５０５（５０番人気）�� １５０４（１９番人気）
３連複票数 計 ３００４７０ 的中 ��� ４６４（１２２番人気）
３連単票数 計 ５４５０８１ 的中 ��� ９３（９００番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．０―４５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンスタッフ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１０．１７ 東京７着

２００８．５．１７生 牝４黒鹿 母 フラワータテヤマ 母母 ワンボールドビツド １２戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔騎手変更〕 ジョープラチネラ号の騎手古川吉洋は，第４競走での落馬負傷のため宮崎北斗に変更。

シャーズブルー号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔その他〕 ベストブルーム号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

０２０３２ １月２１日 晴 良 （２４小倉１）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・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

１：５７．３
１：５６．１

良

良

２３ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５５ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６６－ ４２：０１．７ ２．０�

４７ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６２＋ ８ 〃 クビ １０．５�
５９ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ７．２�
４８ アルファメガハート 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５２－ ２２：０１．８クビ １１３．２�
２４ ピーチブローフィズ 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４５６＋１４２：０１．９� １７．３�
１１ � ハイレイヤー 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６２：０２．０� １８．３	
６１２ ピンクジャスミン 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５８－１２２：０２．１クビ ４５．６

８１６ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５０４＋ ８ 〃 ハナ ３９．４�
６１１ ヌーベルバーグ 牝４鹿 ５４ 幸 英明山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：０２．２クビ ６．５
１２ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３２－ ６ 〃 アタマ ３５．０�
８１８� キ イ レ 牝５鹿 ５５ 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ７９．２�
３５ � アトムスパンカー 牝６青鹿５５ 松田 大作永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６４± ０２：０２．４１� ４８．０�
７１３ ボ サ ノ ヴ ァ 牝４栗 ５４ 藤岡 康太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１０－ ４２：０２．５� ９４．２�
７１５ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４２＋ ４２：０２．７１� １６．８�
５１０ バトルキクヒメ 牝５芦 ５５ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４７２－ ４２：０２．８� ８５．４�
７１４� リバーインバウンド 牝６栗 ５５ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４５２－ ２２：０２．９� ２０４．１�
８１７ ニシノメルモ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 B４６６＋１０２：０３．０� １８．４�
３６ � クリノワンチャンス 牝４芦 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４１４－１０２：０４．２７ ２９５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，０２８，０００円 複勝： ２０，９６５，８００円 枠連： ９，２１５，４００円

馬連： ２４，５７８，３００円 馬単： １８，１９８，８００円 ワイド： １３，１３８，２００円

３連複： ３６，５２４，４００円 ３連単： ６０，７２６，４００円 計： １９６，３７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（２－４） １，１００円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ８，１００円

票 数

単勝票数 計 １３０２８０ 的中 � ５１７１７（１番人気）
複勝票数 計 ２０９６５８ 的中 � ５９９５３（１番人気）� １６３２７（５番人気）� ２９４１２（２番人気）
枠連票数 計 ９２１５４ 的中 （２－４） ６１９０（５番人気）
馬連票数 計 ２４５７８３ 的中 �� １３９５９（３番人気）
馬単票数 計 １８１９８８ 的中 �� ８２４８（３番人気）
ワイド票数 計 １３１３８２ 的中 �� ７２７４（３番人気）�� １２９８１（１番人気）�� ３１９０（９番人気）
３連複票数 計 ３６５２４４ 的中 ��� １２４６３（２番人気）
３連単票数 計 ６０７２６４ 的中 ��� ５５３３（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３５．７―４８．９―１：０１．９―１：１４．３―１：２５．７―１：３７．１―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
１
３

１７－（２，１１）（１，１２）３（９，１８）（４，１０）（５，１４）－（８，１３）（６，１５）（７，１６）・（１７，１１，５）－１２（２，１，１４）（１８，８）（３，９）（１５，１３）（４，１０）（７，１６）－６
２
４

１７，１１（２，１，１２）（３，９，１８）（４，１０）１４，５－（８，１３）－１５，６（７，１６）・（１７，１１，５）（２，１）（３，１２）（１８，１４）（９，８）（１５，１３）（４，１０，７，１６）＝６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ン カ ラ ン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 De Ramiro デビュー ２００９．９．１２ 阪神３着

２００７．４．１８生 牝５栗 母 ク バ タ ー 母母 Golden Relic ２４戦３勝 賞金 ４７，３９０，０００円
〔騎手変更〕 トーセンフリージア号の騎手古川吉洋は，第４競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 アトムスパンカー号の騎手松田大作は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（８番・１３番への進路影響）

ジュヴェビアン号の騎手上村洋行は，決勝線手前での御法について戒告。
※トーセンフリージア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０２０３３ １月２１日 晴 稍重 （２４小倉１）第３日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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 � レオアドミラル 牡６栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９６＋ ２１：４４．５ ４．４�

４７ ドリームボンバー 牡４鹿 ５６ 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７４± ０１：４４．８２ ８．６�
３５ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：４５．０１� ５．９�
８１６ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４－ ４１：４５．２１ ２８．４�
２４ テイエムスリリング 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 様似 堀 弘康 ４７６± ０ 〃 ハナ ９２．７�
１１ コスモヴェント 牡４栗 ５６ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ４．０�
６１２� ゼ ニ ト ッ タ 牡４鹿 ５６

５５ ☆国分 優作萩 英男氏 森 秀行 日高 中川 哲也 ４４８－１４１：４５．４１� ８４．３	
８１５ ダイヤヘルメス 牡４青鹿５６ 丸田 恭介若菜 俊明氏 菊沢 隆徳 浦河 ダイヤモンドファーム ４９４＋ ４１：４５．７２ ８１．２

３６ � ノッティングガール 牝４鹿 ５４

５１ ▲横山 和生加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社
ケイズ ４７２＋ ２１：４５．８クビ ５０．５�

２３ ゴッドハンド 牡４栗 ５６ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 上野 正恵 ５０８＋ ２ 〃 ハナ １６．２�
１２ チタニウムヘッド 牡５芦 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �グリーンファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：４６．０１� １７６．３
４８ ヨドノヒーロー 牡７黒鹿５７ 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５９．０�
６１１ ゴ シ ッ ク 牡４栗 ５６ 二本柳 壮齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４４６－ ２１：４６．７４ １５．０�
７１４ エンジンゼンカイ 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６８－ ６１：４８．１９ ４．７�
５１０ スズカジェネラル 牡５栗 ５７ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８２± ０１：４８．４１� ２２９．４�
７１３� グランプリワイルド 牡４青鹿５６ 松田 大作北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４８０－ ２１：４９．１４ ２５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９１４，９００円 複勝： ２１，７１５，７００円 枠連： １０，５５４，３００円

馬連： ３３，１７８，３００円 馬単： ２２，８２２，５００円 ワイド： １４，７０６，３００円

３連複： ４４，２８２，７００円 ３連単： ８２，０３６，２００円 計： ２４３，２１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（４－５） ２，１５０円

馬 連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ４２０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １３９１４９ 的中 � ２５０９４（２番人気）
複勝票数 計 ２１７１５７ 的中 � ４７６４７（１番人気）� １７２３３（５番人気）� ３３６２６（３番人気）
枠連票数 計 １０５５４３ 的中 （４－５） ３６２８（１０番人気）
馬連票数 計 ３３１７８３ 的中 �� ９９０６（９番人気）
馬単票数 計 ２２８２２５ 的中 �� ３７４６（１６番人気）
ワイド票数 計 １４７０６３ 的中 �� ５８１４（６番人気）�� ９１７９（３番人気）�� ３３９６（１１番人気）
３連複票数 計 ４４２８２７ 的中 ��� ７９６３（１２番人気）
３連単票数 計 ８２０３６２ 的中 ��� ２４６３（６３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．５―１２．０―１２．０―１２．７―１２．７―１２．８―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―２９．６―４１．６―５３．６―１：０６．３―１：１９．０―１：３１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レオアドミラル �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サクラバクシンオー

２００６．２．２７生 牡６栗 母 ハッピーマキシマム 母母 カタクラヒメ ２６戦１勝 賞金 ２３，８３０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 エンジンゼンカイ号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

０２０３４ １月２１日 晴 良 （２４小倉１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�か さ さ ぎ 賞

発走１４時５０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１０ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６６± ０１：０８．４ ２．９�

８１３ アイラブリリ 牝３黒鹿５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 ４３０－ ２１：０８．７２ ５．５�
５７ キボウダクリチャン 牝３栗 ５４ 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４４２＋ ４１：０８．８� １９．７�
４６ � ドントゥリバーレ 牡３鹿 ５６ 酒井 学加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte

M. Wrather ４７８＋ ２１：０８．９� ４．０�
３３ シゲルシバグリ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 ４７４－ ６１：０９．２１� １０．８�
５８ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 西村 太一西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６０－ ６１：０９．３� ９７．２�
１１ カノヤミノリ 牡３芦 ５６ 川須 栄彦神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １３．２�
３４ 	 ラブミークリーム 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４４８＋１２１：０９．５１
 ２１１．０	
２２ デンコウベリル 牡３芦 ５６ 黛 弘人田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２４．２

７１２ ナムラメイビ 牝３鹿 ５４ 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ４３０－ ８１：０９．８１� １９．１�
６９ アグネスハビット 牡３黒鹿５６ 上村 洋行渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：１０．０１� １２．８�
８１４ シルクティソナ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９４＋１０１：１０．３１� ７９．０
７１１ コスモルーシー 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４４２± ０ 〃 クビ ２３．６�
４５ ディアサルーテ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 市正牧場 ４０６－ ６１：１１．０４ ４８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，２８６，５００円 複勝： ２８，８８５，４００円 枠連： １２，７８３，７００円

馬連： ４７，１３１，０００円 馬単： ３１，１２９，４００円 ワイド： ２０，２９９，２００円

３連複： ６２，８５０，６００円 ３連単： １１８，１３１，３００円 計： ３３９，４９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（６－８） ５１０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ８１０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� １２，８５０円

票 数

単勝票数 計 １８２８６５ 的中 � ５０３９０（１番人気）
複勝票数 計 ２８８８５４ 的中 � ６１１７８（１番人気）� ４２５６７（３番人気）� １３９２９（８番人気）
枠連票数 計 １２７８３７ 的中 （６－８） １８８１３（１番人気）
馬連票数 計 ４７１３１０ 的中 �� ５３９８２（１番人気）
馬単票数 計 ３１１２９４ 的中 �� １７３７０（１番人気）
ワイド票数 計 ２０２９９２ 的中 �� １７６３８（１番人気）�� ５８７２（８番人気）�� ４００１（１５番人気）
３連複票数 計 ６２８５０６ 的中 ��� １３２１７（９番人気）
３連単票数 計１１８１３１３ 的中 ��� ６７８９（１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．９―１１．４―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．３―４４．７―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．７．１７ 京都２着

２００９．３．１２生 牡３黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ ７戦２勝 賞金 ２１，４０８，０００円
〔騎手変更〕 シゲルシバグリ号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 キボウダクリチャン号の騎手杉原誠人は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）



０２０３５ １月２１日 晴 良 （２４小倉１）第３日 第１１競走 ��
��１，８００�

だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．１．２２以降２４．１．１５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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２２ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３４＋ ２１：４７．４ ９．１�

３３ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５２ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ７．９�

８１１ ミヤコトップガン 牡６栗 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ４ 〃 アタマ ４．１�
７８ マイネルプリマス 牡６芦 ５６ 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 ５２０± ０ 〃 ハナ ７．４�
５５ � ハギノアスラン �８鹿 ５３ 上村 洋行日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４７．５クビ ５３．７�
１１ メイショウイチバン 牡８鹿 ５４ 渡辺 薫彦松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５０４± ０ 〃 クビ ２２．３�
８１０ スーサングレート 牡４栗 ５４ 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０２＋ ４１：４７．６クビ １５．３	
７９ エクセリオン 牡５芦 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２１：４７．７� １４．２

６６ メイショウナルト 牡４鹿 ５５ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋１２ 〃 クビ ３．２�
６７ ハードダダンダン 牡５黒鹿５６ 藤岡 康太津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６６＋ ６１：４８．０２ ８．３�
４４ リサーチアゲン 牡４鹿 ５１ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４９２＋ ２１：４８．７４ １１７．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，１８１，８００円 複勝： ３９，４２７，４００円 枠連： ２０，５３２，９００円

馬連： ９３，８５０，１００円 馬単： ５４，２８５，３００円 ワイド： ３３，１００，４００円

３連複： １２３，５９１，５００円 ３連単： ２４１，３８３，４００円 計： ６３１，３５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２１０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（２－３） ３，５９０円

馬 連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ５５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，５９０円 ３ 連 単 ��� ３９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２５１８１８ 的中 � ２１９２７（６番人気）
複勝票数 計 ３９４２７４ 的中 � ４９７８１（４番人気）� ３６２３４（６番人気）� ７７４３１（１番人気）
枠連票数 計 ２０５３２９ 的中 （２－３） ４２２７（１４番人気）
馬連票数 計 ９３８５０１ 的中 �� ２０９１２（１７番人気）
馬単票数 計 ５４２８５３ 的中 �� ６２６５（３０番人気）
ワイド票数 計 ３３１００４ 的中 �� ９０４６（１４番人気）�� １５３２５（４番人気）�� １１８４５（８番人気）
３連複票数 計１２３５９１５ 的中 ��� １９８９８（１６番人気）
３連単票数 計２４１３８３４ 的中 ��� ４４８７（１５６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１２．５―１２．０―１２．０―１１．８―１１．４―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．４―４８．４―１：００．４―１：１２．２―１：２３．６―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
１
３
６，７（４，８）１０（１，５）（２，９）１１，３
６（７，８，１０）（４，２，９，５）（１，１１）３

２
４
６（４，７）８（１，２，１０）（９，５）（３，１１）
６（７，８，１０）（２，９，５）（４，１，１１）３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザバトルユージロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．１０．１１ 京都３着

２００６．５．７生 牡６鹿 母 ライジングフラッグ 母母 チームカラーズ ３３戦３勝 賞金 ５９，５８２，０００円
〔騎手変更〕 メイショウイチバン号の騎手中舘英二は，第３競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。

０２０３６ １月２１日 晴 良 （２４小倉１）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�

お お む た

大 牟 田 特 別
発走１６時００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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１１ シンボリマルセイユ 牡５芦 ５７ 西田雄一郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９６－ ２１：０８．２ １６．０�

５９ シャドウエミネンス 牡４栗 ５６ 松山 弘平飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：０８．３� ５．２�
２４ 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 ４７２＋ ２１：０８．５１� ３４．１�
４８ � ヘイハチキング 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 ４８８＋２４１：０８．６� ３９．２�
５１０ アスターウィング 牡４鹿 ５６ 国分 優作加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４４０－ ２１：０８．７	 ８８．５�
８１８ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５４ 丸田 恭介池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５０４－１２ 〃 クビ ５．２�
７１３ メジロガストン 牡７青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９８＋ ８１：０８．９１
 １１．８�
３５ オマワリサン 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１８＋ ２１：０９．０� １６．９	
８１６ マイネルメガロス 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４６８－ ２ 〃 クビ ３０．９�
２３ ビ ー ム 牡４鹿 ５６ 酒井 学小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５１２± ０１：０９．２	 ９．５�
４７ � マックスハナレイ 牡６栗 ５７ 松田 大作田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２２－ ６１：０９．３� ６７．９
８１７ ポピュラーストック 牡４栗 ５６ 江田 照男 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：０９．４� ５．４�
１１ クレムリンシチー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介 
友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５１６－ ４１：０９．６１ ３５．７�
７１５ マイネルマサムネ 牡４栗 ５６ 伊藤 工真 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４５８＋ ８１：０９．７� １０１．８�
７１４ ライトグローリー 牡８黒鹿５７ 川須 栄彦藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 B４９０＋ ６１：０９．８� ８．６�
１２ レ ー ガ ン 牡４青鹿５６ 芹沢 純一重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４９０＋ ２１：０９．９� １５．８�
３６ � ケイアイアテナ 牝４鹿 ５４ 幸 英明 
啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro

Kameda ４１４＋ ２１：１０．０� ３１．５�
６１２ ダークシャナオー 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 ４７８－１７１：１０．８５ ５２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１２５，３００円 複勝： ３３，１４３，１００円 枠連： ２６，２５９，６００円

馬連： ６８，５５７，３００円 馬単： ３７，９６７，８００円 ワイド： ２９，２３８，９００円

３連複： １００，１４１，２００円 ３連単： １６８，１６３，５００円 計： ４８４，５９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４９０円 � ２６０円 � ８９０円 枠 連（５－６） ５，０２０円

馬 連 �� ７，８００円 馬 単 �� １６，１７０円

ワ イ ド �� ３，０２０円 �� ６，６５０円 �� ３，８８０円

３ 連 複 ��� ７４，２１０円 ３ 連 単 ��� ３９５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２１１２５３ 的中 � １０４４３（８番人気）
複勝票数 計 ３３１４３１ 的中 � １７０７７（７番人気）� ３９４５７（３番人気）� ８７７１（１０番人気）
枠連票数 計 ２６２５９６ 的中 （５－６） ３８６１（２１番人気）
馬連票数 計 ６８５５７３ 的中 �� ６４９０（２７番人気）
馬単票数 計 ３７９６７８ 的中 �� １７３３（６０番人気）
ワイド票数 計 ２９２３８９ 的中 �� ２３９８（３４番人気）�� １０７５（７５番人気）�� １８５９（４４番人気）
３連複票数 計１００１４１２ 的中 ��� ９９６（２３４番人気）
３連単票数 計１６８１６３５ 的中 ��� ３１４（１１９８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．８―１１．３―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３２．９―４４．２―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリマルセイユ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Green Desert デビュー ２００９．１２．２０ 中山４着

２００７．３．３１生 牡５芦 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu ２１戦３勝 賞金 ３１，８７６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 イトククリ号の騎手古川吉洋は，第４競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 ヘイハチキング号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）

マイネルメガロス号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ショウナンアトム号・シルクマイベスト号
（非抽選馬） １頭 ヤギリエスペランサ号



（２４小倉１）第３日 １月２１日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

１５８，７３０，０００円
５，０８０，０００円
１，５４０，０００円
１４，４３０，０００円
５７，５１３，５００円
４，６５４，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
１６７，５８１，８００円
２７０，１９１，６００円
１２８，５１１，６００円
４０７，６４３，６００円
２７５，２０７，６００円
１８５，２６７，５００円
５７４，８３４，８００円
１，０２３，０２１，９００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 ３，０３２，２６０，４００円

総入場人員 ５，０８１名 （有料入場人員 ４，５９２名）


