
０２０７３ ２月９日 小雨 稍重 （２０小倉１）第７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

８１３ コウエイアンズ 牝３黒鹿 ５４
５２ △藤岡 康太伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４９４－ ２ ５９．８ ３．２�

１１ グルービーアイズ 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一ディアレスト 斎藤 誠 新冠 山内 鈴子 ４５６＋ ４１：００．０１ １８．１�

４６ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４ 中舘 英二バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４４８＋ ２１：００．５３ ２．２�
８１４ メイショウシシリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 赤田牧場 ４６８＋ ６１：００．６� １０．０�
３４ シゲルスペーメ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４４２＋ ６１：００．７� １５．６�
５７ ケイアイアストン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 亀田 守弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７８－ ６１：００．８� １６．１�

（仏）

４５ カシノレッド 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４７６＋１６１：００．９クビ １７．８	
６９ テイエムサンヒカリ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 静内 テイエム牧場静内分場 B４６２± ０１：０１．０� １２１．７

５８ エンリッチメント 牡３栗 ５６ 西田雄一郎石瀬 浩三氏 境 征勝 門別 出口 悟 ４７０－ ４１：０１．１クビ １９１．５�
７１１ イーサンディーバ 牝３鹿 ５４

５３ ☆中村 将之国本 勇氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４５０＋ ２１：０１．５２� １０．２�
７１２ ウォータールフラン 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健山岡 正人氏 田所 秀孝 静内 飛野牧場 ４３８－ ４１：０１．６� ７０．３
６１０ メイショウモモフク 牡３青 ５６

５３ ▲船曳 文士松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 辻 牧場 ５０４＋ ２１：０１．７� ２３７．３�
３３ エイユーフェアリー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介笹部 義則氏 柴田 光陽 新冠 川上牧場 B４４２－ ４１：０１．８クビ ９７．３�
２２ バ シ ケ ー ン 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 B４２６－ ８１：０２．１２ ２１７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，６９５，６００円 複勝： １３，５２１，７００円 枠連： １０，３０４，３００円

普通馬連： ２９，１７２，３００円 馬単： ３１，９４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１６６，１００円

３連複： ５０，２６８，８００円 ３連単： 発売なし 計： １５６，０７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（１－８） １，５７０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９６９５６ 的中 � ２４３３７（２番人気）
複勝票数 計 １３５２１７ 的中 � ４４０１４（１番人気）� ６９１８（５番人気）� ４２９５６（２番人気）
枠連票数 計 １０３０４３ 的中 （１－８） ４８６７（６番人気）
普通馬連票数 計 ２９１７２３ 的中 �� １１８１１（６番人気）
馬単票数 計 ３１９４９７ 的中 �� ９０１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１６６１ 的中 �� ３７８０（７番人気）�� ３１８０６（１番人気）�� ３４９７（８番人気）
３連複票数 計 ５０２６８８ 的中 ��� ３５０００（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．３―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．５―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイアンズ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００７．７．１６ 小倉９着

２００５．５．１３生 牝３黒鹿 母 コウエイロマン 母母 ダンツビューティ ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 テイエムサンヒカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コウエイアンズ号の騎手藤岡康太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０７４ ２月９日 小雨 良 （２０小倉１）第７日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ メインヴォーカル 牡３栗 ５６
５３ ▲船曳 文士 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：１０．３ ３．３�

６１２ サンマルハッピー 牝３栗 ５４ 安藤 光彰相馬 勇氏 鶴留 明雄 門別 田端牧場 ４６８－ ２１：１０．６２ ４．１�
５９ パンコールデイズ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B４５４± ０１：１０．７� ３１．８�
７１４ ラヴァーズテーラー 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３２＋ ８１：１１．０２ １４．４�
３６ サイレントキララ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４３８－１２１：１１．１� １６８．９�
１１ セイランコマチ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健田中 芳郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４０６± ０ 〃 アタマ ４０．２�
８１７ ヤマニンファンシー 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太土井 肇氏 藤岡 健一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ８１：１１．３１ ４．７	
４８ フサイチフウジン 牡３青鹿５６ 福永 祐一関口 房朗氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４２２＋１０１：１１．５１� １９．７

２３ ハードパティシエ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二津田 一男氏 福永 甲 浦河 日優牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ７８．１�
５１０ カシノマチャガ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４４８－１４１：１１．８１� ９４．７�
４７ パラダイスイズヒア 牝３鹿 ５４

５１ ▲浜中 俊 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋１０１：１２．１１� ４．８

２４ メッサージェット 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４３６＋ ２１：１２．２クビ ２６８．１�
６１１ ユウターエデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４０８－１０１：１２．５１� ３６４．６�
７１５ アランフェス 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎海谷 幸司氏 高橋 義博 静内 岡田スタツド ４６４－ ６１：１２．９２� ３０２．４�
７１３ ダノンタイガー 牡３青 ５６ 上村 洋行�ダノックス 坂口 正則 様似 猿倉牧場 ４５６－ ４１：１３．１１� ２０．３�
８１８ フィールドホワイト 牡３芦 ５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 三石 パラダイス・

ファーム ４７０＋ ２１：１３．８４ １１８．１�
８１６ ノットアトランダム 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗�藤沢牧場 谷原 義明 静内 藤沢牧場 ３８８－３８１：１４．５４ ３４２．２�
１２ グランドボンバー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４９２ ―１：１９．１大差 ７０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，９００，０００円 複勝： １３，０２１，９００円 枠連： １０，６６３，４００円

普通馬連： ２６，７９２，３００円 馬単： ２７，８８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５４７，４００円

３連複： ４４，７５７，０００円 ３連単： 発売なし 計： １４２，５６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ５００円 枠 連（３－６） ５１０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，９８０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ７，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９９０００ 的中 � ２３８０１（１番人気）
複勝票数 計 １３０２１９ 的中 � ３３１４８（１番人気）� ２２５９４（２番人気）� ４５６１（８番人気）
枠連票数 計 １０６６３４ 的中 （３－６） １５５６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２６７９２３ 的中 �� ２６３１７（１番人気）
馬単票数 計 ２７８８０８ 的中 �� １３６９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５４７４ 的中 �� ６６５１（３番人気）�� １１１９（１９番人気）�� １１１６（２０番人気）
３連複票数 計 ４４７５７０ 的中 ��� ４７２４（２１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．１―１１．５―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．５―４５．０―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．８
３ １２，９－（５，１４）（１３，１５，１７）（１，６，７）（８，１０）（３，１８）４－１６－１１＝２ ４ １２，９－５（１，１４）１７（６，７）（１３，１５）（８，１０）３－４，１８－１１－１６＝２

勝馬の
紹 介

メインヴォーカル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Rahy デビュー ２００７．９．１ 札幌６着

２００５．３．２３生 牡３栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole ５戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔発走状況〕 グランドボンバー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 アランフェス号の騎手草野太郎は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィールドホワイト号・グランドボンバー号は，平成２０年３月９日まで平地競走に出走できない。

ノットアトランダム号は，平成２０年４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ギンザマスタング号



０２０７５ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７日 第３競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２３ ダークジャケット 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５１４－ ２２：０２．１ ２２．０�

１１ � キングオブカルト 牡３鹿 ５６ O．ペリエ �ダノックス 池江 泰寿 米 Watership
Down Stud ４４２－ ２２：０２．３１ ２．１�

（仏）

５９ スーパープライド 牡３栗 ５６
５３ ▲宮崎 北斗村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８０－ ２２：０２．９３� ７２．３�

８１７ サマーサクセス 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太セゾンレースホース� 中村 均 浦河 山下 恭茂 ４７８＋ ４ 〃 クビ ３０．１�
３６ ピイラニハイウェイ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：０３．０� ５．７�
４８ メイケイパッション 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔名古屋競馬� 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４７０－ ８２：０３．１� ４．５	
７１３� コスモテンロウ 牡３鹿 ５６ C．ルメール �ビッグレッドファーム 鮫島 一歩 愛 T. Power ５２４－ ４２：０３．２� ６．７


（仏）

７１４ デルマレグルス 牡３栗 ５６ 福永 祐一浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４５０＋ ２２：０３．４１ １３０．５�
２４ ホークウィンザー 牡３芦 ５６ 安藤 光彰小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ ２２１．１�
１２ ナンゴクコンバット 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健渡 義光氏 武 宏平 青森 宮崎牧場 ４９０± ０２：０３．５クビ ３７７．５
６１２ ドリームドリーマー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ ２２．３�
８１６ ダンツラズベリー 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳山元 哲二氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ３８．７�
３５ ラクシュミーギャル 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎小谷津延弘氏 清水 出美 千歳 社台ファーム ４９６－ ６２：０３．８１� １０７．７�
８１８ ティンクマジック 牝３鹿 ５４ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４１６＋ ２ 〃 アタマ ３７３．７�
４７ テイエムオオドリー 牝３栗 ５４

５１ ▲荻野 琢真竹園 正繼氏 木原 一良 門別 テイエム牧場門別分場 ４１０－ ４ 〃 ハナ ２８３．９�
６１１ バンブーバファナ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ２４６．３�
５１０ オ コ リ ン ボ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一小田切有一氏 谷 潔 門別 浦新牧場 ４１２± ０２：０４．０１� ５７．２�
７１５ フジヤマラミレス 牡３黒鹿５６ 中舘 英二藤本 龍也氏 森 秀行 新冠 北星村田牧場 ４３４－ ８２：０４．８５ ７８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，９３９，１００円 複勝： １９，１１７，４００円 枠連： １２，１４４，１００円

普通馬連： ３５，９６３，１００円 馬単： ３６，３２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３７９，８００円

３連複： ５６，９０９，０００円 ３連単： 発売なし 計： １８６，７７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ４３０円 � １１０円 � ８７０円 枠 連（１－２） １，９１０円

普通馬連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ６，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ６，７８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １９，５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３９３９１ 的中 � ４９９８（５番人気）
複勝票数 計 １９１１７４ 的中 � ７９３８（５番人気）� ７８６４１（１番人気）� ３５４６（９番人気）
枠連票数 計 １２１４４１ 的中 （１－２） ４６９５（７番人気）
普通馬連票数 計 ３５９６３１ 的中 �� １２４４６（８番人気）
馬単票数 計 ３６３２３０ 的中 �� ４２６９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３７９８ 的中 �� ４６０２（５番人気）�� ４２８（５０番人気）�� ２２１２（１２番人気）
３連複票数 計 ５６９０９０ 的中 ��� ２１４９（５３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．１―１２．９―１２．６―１２．４―１２．３―１２．１―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３５．２―４８．１―１：００．７―１：１３．１―１：２５．４―１：３７．５―１：４９．６

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

２
４

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

ダークジャケット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．２２ 阪神９着

２００５．５．２４生 牡３黒鹿 母 ジェミードレス 母母 ブリリアントカット ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マイネルローゼン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０７６ ２月９日 曇 稍重 （２０小倉１）第７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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４� パレスルビー 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 浦河 岡崎牧場 ５１２－ ４ ５９．２ ３．６�

３４ テイエムヒスイ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二竹園 正繼氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４５２＋ ４ ５９．３� ２．３�
６９ トップアクトレス 牝５栗 ５５

５２ ▲田中 健�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ４ ５９．４� ４７．９�
６１０ イエスオアノー 牝５鹿 ５５

５２ ▲浜中 俊松岡 隆雄氏 崎山 博樹 静内 福岡 清 ４６２＋ ８ ５９．６１� ８．２�
４５ セレナダンス 牝６鹿 ５５ 安藤 光彰島川 利子氏 加藤 和宏 様似 �村 伸一 ４６６＋１０ 〃 ハナ １４．３�
７１１ レオシュガー 牝６栃栗 ５５

５３ △的場 勇人�レオ 小島 茂之 様似 清水 誠一 ４４８＋ ４ ５９．７� ５７．５	
５７ メ イ カ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ６ ５９．９１ ４３．８

４６ オメガロンド 牝４鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真原 �子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４３４－１６ 〃 アタマ ６．２�
５８ � フミノフクヒメ 牝５栗 ５５ 上村 洋行谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４５０－ ４ 〃 ハナ ２５．８�
７１２ アンダンテシチー 牝５黒鹿５５ 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 富川田中牧場 ４３６－ ８１：００．０� ７６．６
３３ シャルトリューズ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 B４７４± ０１：００．５３ １７．８�

８１３� デザートコール 牝５青鹿 ５５
５２ ▲小島 太一小林 博雄氏 中野 栄治 浦河 川越ファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ３３５．０�

２２ カシノアマゾネス 牝４栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 青森 野々宮牧場 ４３８－ ２１：００．６クビ １９６．５�
１１ ノボスイーツ 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行�LS.M 西塚 安夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６＋ ６ （競走中止） １００．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７０８，０００円 複勝： １８，４５４，６００円 枠連： １４，７５１，０００円

普通馬連： ３６，５４９，７００円 馬単： ４３，３６５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９６１，０００円

３連複： ６４，３９８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２０５，１８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ５２０円 枠 連（３－８） ３１０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，４５０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４７０８０ 的中 � ３２６８４（２番人気）
複勝票数 計 １８４５４６ 的中 � ４０６１２（２番人気）� ６７４８０（１番人気）� ４６５３（８番人気）
枠連票数 計 １４７５１０ 的中 （３－８） ３６０６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６５４９７ 的中 �� ７５１５４（１番人気）
馬単票数 計 ４３３６５５ 的中 �� ３１５０５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９６１０ 的中 �� １９７０９（１番人気）�� １８８６（１８番人気）�� ２８１０（１２番人気）
３連複票数 計 ６４３９８１ 的中 ��� １５８０８（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パレスルビー �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 ビゼンニシキ （１戦０勝 賞金 ７００，０００円）

２００４．４．１７生 牝４鹿 母 オカノクレバー 母母 シユンサクアニー １２戦１勝 賞金 ２２，０００，０００円
地方デビュー ２００６．６．８ 札幌

〔競走中止〕 ノボスイーツ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シャルトリューズ号の騎手草野太郎は，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについて

過怠金１０，０００円。
〔その他〕 シャルトリューズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シャルトリューズ号は，平成２０年３月９日まで出走できない。



０２０７７ ２月９日 曇 稍重 （２０小倉１）第７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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．７
２：２８．６

重

不良

８１６ トシツカサオー 牡５栗 ５７
５４ ▲浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５１４－ ２２：３５．７ ２．７�

６１１ ウォータークルーズ 牡５栗 ５７ 芹沢 純一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４７０＋ ４２：３５．８クビ ６．０�
５９ ナムラマハラジャ 牡４栗 ５６ O．ペリエ 奈村 信重氏 橋本 寿正 新冠 つつみ牧場 ４７４－ ４２：３５．９� １０．９�

（仏）

２４ � ワンダーティンバー 牡４栗 ５６ C．ルメール 山本 信行氏 加賀 武見 新冠 村上牧場 ４９４＋ ４２：３６．１１� ３２．９�
（仏）

４８ キタサンブシドウ 牡６栗 ５７ 福永 祐一�大野商事 須貝 彦三 三石 米田牧場 ５１０＋ ２２：３６．２クビ ２４．４�
１１ ウェディングフジコ 牝４黒鹿５４ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ２２：３６．３� ８．１�
７１３ シュプリームローズ 牡４芦 ５６ 和田 竜二 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：３６．５１� ５．３	
５１０ プライドイズハート 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４９８± ０２：３６．７１� ５４．４

３６ ナリタモーガン 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 健�オースミ 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４４０－ ２ 〃 クビ ８８．８�
１２ � デンコウニンジャ 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４２４－１０２：３７．２３ ６９．６
２３ サミーデザート 牡５栗 ５７ 秋山真一郎鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４９２－ ２２：３７．４１� ９７．４�
７１４� アルファオリオン 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６８－ ４２：３７．５クビ ８．２�
６１２ スズカアジテーター 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８０± ０２：３８．５６ ５９．４�
８１５ エアデュード 牡４栗 ５６

５５ ☆北村 友一 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ５２０＋１０２：３９．７７ ３６．６�
４７ ホクセツバロン �６鹿 ５７

５５ △的場 勇人平島 尚武氏 藤沢 則雄 新冠 ムラカミファーム B４６４± ０２：４０．３３� １４９．７�
３５ フレッシュブラッド 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介飯田 政子氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４６８－２０２：４１．２５ ５２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４４９，９００円 複勝： ２３，７７７，６００円 枠連： ２０，６３６，０００円

普通馬連： ４６，３２４，５００円 馬単： ４７，８９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００１，４００円

３連複： ８１，４８３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２５４，５６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ５７０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５１０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４４９９ 的中 � ４８７４８（１番人気）
複勝票数 計 ２３７７７６ 的中 � ５２９７２（１番人気）� ３２０９６（２番人気）� ２２６８０（６番人気）
枠連票数 計 ２０６３６０ 的中 （６－８） ２７１２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ４６３２４５ 的中 �� ４０３７１（１番人気）
馬単票数 計 ４７８９５６ 的中 �� ２３７２５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００１４ 的中 �� １３８０５（１番人気）�� ８６３７（５番人気）�� ５３０５（１０番人気）
３連複票数 計 ８１４８３２ 的中 ��� ２４４５２（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．５―１３．１―１３．４―１４．０―１４．０―１３．１―１２．７―１２．８―１２．４―１３．１

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―２４．６―３７．１―５０．２―１：０３．６―１：１７．６―１：３１．６―１：４４．７―１：５７．４―２：１０．２―２：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
�
５，８（４，１０）１１，９，６（１４，１６）１（３，１５）２，１３－７，１２・（８，１０）（４，１６）５（１１，９，６）（１４，１５）（１，１３）３，２－１２＝７

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

勝馬の
紹 介

トシツカサオー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００６．３．４ 阪神１０着

２００３．３．２８生 牡５栗 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー １７戦３勝 賞金 ２６，７８０，０００円
〔発走状況〕 エアデュード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スズカアジテーター号の調教師伊藤圭三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０７８ ２月９日 曇 稍重 （２０小倉１）第７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）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

６１１ メイショウエンジン 牡４栗 ５６
５３ ▲浜中 俊松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ４１：４５．８ ４．１�

７１３ パープルアカデミー 牡４青鹿５６ 赤木高太郎中野 銀十氏 飯田 雄三 鵡川 清野 薫 ４５４± ０１：４６．１２ ４．１�
６１２ マイネルハヤト 牡４青鹿５６ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B４９４＋ ２１：４６．８４ １５．２�
８１６ グッドフロマージュ 牡５鹿 ５７

５５ △藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１０＋ ６１：４６．９� ３１．３�
５１０ エステヴァン �６鹿 ５７

５４ ▲小島 太一�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ３５．４�
４７ � パ ス ク ア 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５０６＋ ４１：４７．２クビ＋１� ６．４	
３５ � ラガーチトセオー 牡６鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 門別 有限会社
飯田牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ４．４


８１５ シルクロックスター 牡５鹿 ５７ 和田 竜二有限会社シルク加用 正 新冠 石田牧場 ４４４－ ２１：４７．４１� １７．８�
２３ ダカールシチー 牡６鹿 ５７

５６ ☆北村 友一 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 静内 光丘牧場 ４７６± ０１：４７．６１ ６０．５�
４８ テンジンニチオー 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ４１：４７．７� ４５．３
２４ ロングエンパイヤ 牡５鹿 ５７ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４７０± ０ （降着） ３６．７�
５９ テーオーギャング 牡４黒鹿５６ 松田 大作小笹 公也氏 松永 幹夫 新冠 ビッグレッドファーム ５０６－ ６１：４８．０１� ６６．４�
７１４ タイインテンスリー 牡５栗 ５７ C．ルメール�名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ １０．４�

（仏）

１２ � ロイバーエクセル 牡５黒鹿５７ 鈴来 直人村中 徳広氏 鈴木 伸尋 三石 森 俊雄 ４５０± ０１：４８．３１� ９３．３�
３６ � ロンシャンステージ 牡４芦 ５６ 二本柳 壮前田 榮生氏 二本柳俊一 青森 競馬牧場 ４５０－ ２１：４９．２５ １７３．７�
１１ テンエイトップガン 牡６黒鹿５７ 嘉藤 貴行熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５６４＋２６１：４９．５１� １２６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０４８，６００円 複勝： ２４，９６２，４００円 枠連： １７，８８２，０００円

普通馬連： ５０，５９３，０００円 馬単： ５１，３３０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４２２，３００円

３連複： ８８，４５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６７，６９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ３９０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ９４０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５０４８６ 的中 � ２９１１１（２番人気）
複勝票数 計 ２４９６２４ 的中 � ５０４１２（１番人気）� ５０１８７（２番人気）� １４１０２（７番人気）
枠連票数 計 １７８８２０ 的中 （６－７） ３４４９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０５９３０ 的中 �� ５５７７６（１番人気）
馬単票数 計 ５１３３０２ 的中 �� ２６９５３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４２２３ 的中 �� １８６１１（１番人気）�� ４７１８（１３番人気）�� ４８９６（１１番人気）
３連複票数 計 ８８４５６５ 的中 ��� ２４３９７（６番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．３―１１．６―１２．４―１２．５―１２．９―１２．９―１２．７―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―２９．６―４２．０―５４．５―１：０７．４―１：２０．３―１：３３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．４
１
３
７（９，１４）（１，２，５，１３）１５（８，１１）（１０，１２，１６）－４（３，６）・（７，９）（１４，５）１３（２，１１，１２，１６）１０（８，１５）１，４，３－６

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

勝馬の
紹 介

メイショウエンジン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Zilzal デビュー ２００７．３．４ 阪神４着

２００４．５．３１生 牡４栗 母 シルヴァーキャップ 母母 Over Your Shoulder ９戦２勝 賞金 ２４，７００，０００円
〔降着〕 ロングエンパイヤ号は，６位〔タイム１分４７秒０，着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「テンジンニチオー」号の走行を妨害したため１１着に降着。
〔制裁〕 ロングエンパイヤ号の騎手河北通は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年２月１６日から

平成２０年２月２４日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オンワードカルマ号・トッチンコボ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０７９ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

１１ ストラテジー 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０－ ４１：０９．９ ２．１�

８１６ レンデフルール 牝４青鹿５５ 太宰 啓介 �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４５０＋ ２１：１０．０クビ ５．７�
１２ フ ロ ー ネ 牝５栗 ５５

５２ ▲田中 健 �ローレルレーシング 武 邦彦 門別 白井牧場 ４５２－ ６１：１０．１� ２３．０�
７１４ ベルモントソナタ 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰 �ベルモントファーム 菊川 正達 新冠 ベルモント

ファーム ４２８＋ ２ 〃 クビ １６５．８�
３５ ハングインゼア 牝４鹿 ５５

５２ ▲船曳 文士�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４１８＋ ４ 〃 ハナ ２１．９�
６１２ ラ ブ レ タ ー 牝４青鹿 ５５

５２ ▲浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 ４３４＋ ６１：１０．２� ３３．６	
７１３ ケイエスバウアー 牝４栗 ５５ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４７６－１０ 〃 ハナ ７４．０

７１５ エムオーミラクル 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １８．５�
２３ サムタイムレーター 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳小林 祥晃氏 手塚 貴久 静内 片岡 博 ４０４＋ ２１：１０．３クビ ２１２．５�
８１７ ユークロニア 牝６鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ １１．８
２４ マヤノモノポリー 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介田所 英子氏 坂口 正大 三石 下屋敷牧場 ４６０± ０１：１０．４� １３．５�
４７ セントラルパーク 牝４栗 ５５ 松田 大作 �エクセルマネジメント藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４２４－ ２１：１０．５クビ ６４．９�
６１１ ウ レ ッ コ 牝４鹿 ５５

５４ ☆中村 将之角田 哲男氏 坪 憲章 様似 ホウセイ牧場 ４２８＋ ２ 〃 ハナ ５０．８�
３６ � ウインウラカワ 牝５鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２０＋ ２ 〃 アタマ １５０．８�
８１８ バーグドール 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ２１：１０．６クビ ８．３�
４８ ホウライパレード 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真橋元 幸平氏 平田 修 門別 福満牧場 ４７０－ ６１：１０．８１� ２８．１�
５１０ パ ス タ イ ム 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎細谷 典幸氏 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 ４７６± ０１：１０．９� ３３．２�
５９ ガーネットスター 牝５鹿 ５５

５３ △藤岡 康太吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：１１．１１� ７４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１２１，２００円 複勝： ２３，９６０，７００円 枠連： ２４，４６７，８００円

普通馬連： ５６，１４７，２００円 馬単： ５４，０６６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９０６，９００円

３連複： ９９，５１２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２９５，１８３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ４５０円 枠 連（１－８） ２７０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ９６０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ５，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７１２１２ 的中 � ６６２３５（１番人気）
複勝票数 計 ２３９６０７ 的中 � ６５７８４（１番人気）� ３２８２１（２番人気）� ９７３０（８番人気）
枠連票数 計 ２４４６７８ 的中 （１－８） ６７６５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６１４７２ 的中 �� ５７５０２（１番人気）
馬単票数 計 ５４０６６８ 的中 �� ３６６９１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９０６９ 的中 �� １６３８７（１番人気）�� ４８８５（９番人気）�� ２２１３（２２番人気）
３連複票数 計 ９９５１２８ 的中 ��� １３２８５（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．５―１１．５―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．１―４５．６―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．８
３ １，８（４，２）（９，１６）１８（１４，１２，１７）（５，６，１５）１３（３，１０，１１）７ ４ １（４，８）２（９，１６）（１４，１２，１８，１７，１５）（５，６）１３（３，１０，７）１１

勝馬の
紹 介

ストラテジー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００６．７．１６ 小倉１着

２００４．３．８生 牝４栗 母 クイーンリザーブ 母母 Slamya １０戦２勝 賞金 ２３，２００，０００円



０２０８０ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１４ トウカイフラッグ 牡６青鹿５７ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４７０－ ４２：０２．０ ２１．２�

８１５ エイシンシテンノー 牡５青 ５７ O．ペリエ 平井 豊光氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４９２± ０２：０２．１� １０．５�
（仏）

２２ アドマイヤビアン 牝４鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４１０－１８２：０２．２� ２８．８�
１１ ステイトリーデイズ 牝４栗 ５４

５１ ▲船曳 文士 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５０－ ２２：０２．３クビ １２．１�
７１２ ドレックセル 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰�森島商事 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ５４６－ ４２：０２．４� １６．０�
５８ オープンセサミ 牡５鹿 ５７ C．ルメール 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ３．２�

（仏）

２３ � オリエンタルバレー 牡５栗 ５７ 西田雄一郎棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 B５０２＋ ８２：０２．５� １１８．２	
５９ コウエイマーブル 牡６鹿 ５７

５４ ▲田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ８．９

７１３ ゼンノソルジャー 牡５栗 ５７

５５ △的場 勇人大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ５０２＋ ４２：０２．６� ６．２�
４７ エリモストッパー �５栗 ５７ 古川 吉洋山本 慎一氏 南井 克巳 えりも 大和牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ １２８．１�
４６ テンエイヤシャマル 牡４鹿 ５６ 上村 洋行熊坂富寿雄氏 北出 成人 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４５４＋ ４２：０２．８１ ３．４
６１１ アドミラビリス 牡４鹿 ５６

５４ △藤岡 康太吉田 和美氏 中尾 正 新冠 田渕牧場 ４４４＋ ４２：０２．９クビ ７２．１�
３４ トットコヒーロー 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 ４５２＋ ２２：０３．２１� ６９．０�
６１０� レアシルウィア 牝５鹿 ５５

５４ ☆北村 友一下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１２－１０２：０３．４１� ２８２．９�
３５ キングオブハイシー 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８０－ ２２：０４．２５ １２６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８０６，５００円 複勝： ２９，１３８，５００円 枠連： ２１，５２０，９００円

普通馬連： ６８，１０９，３００円 馬単： ６７，３５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４５３，５００円

３連複： １０９，６４６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，０３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ８００円 � ３９０円 � １，１９０円 枠 連（８－８） ８，４５０円

普通馬連 �� １１，７１０円 馬 単 �� ２４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６００円 �� ８，４７０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ８７，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８０６５ 的中 � ６６４３（８番人気）
複勝票数 計 ２９１３８５ 的中 � ９３５１（８番人気）� ２１５２５（５番人気）� ６０７０（９番人気）
枠連票数 計 ２１５２０９ 的中 （８－８） １８８０（２４番人気）
普通馬連票数 計 ６８１０９３ 的中 �� ４２９６（３１番人気）
馬単票数 計 ６７３５４６ 的中 �� ２００５（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４５３５ 的中 �� ２１４３（２６番人気）�� ６４５（５２番人気）�� １７２４（３２番人気）
３連複票数 計１０９６４６９ 的中 ��� ９２７（１４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．５―１２．２―１２．３―１２．５―１２．９―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．８―１：２４．７―１：３７．２―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイフラッグ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．１２．４ 阪神７着

２００２．４．１６生 牡６青鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル ２４戦２勝 賞金 ４０，４２８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０８１ ２月９日 曇 稍重 （２０小倉１）第７日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

７１４ サクラマジェスティ 牡５栗 ５７ 中舘 英二�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４８４－１０１：４６．２ ３．３�

３５ ケージームサシ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４７０＋１８１：４６．７３ １２．６�
２３ タガノアッシュ 牡４鹿 ５６

５３ ▲浜中 俊八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６２＋１４ 〃 クビ ４．４�

２４ ニシオハンセル 牡４栗 ５６ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５２－ ２１：４６．９１� １５．６�
７１３ マルブツグローリア 牡４芦 ５６ 鮫島 良太大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４４８＋ ６ 〃 アタマ ２０．７�
４８ サーユウジーン 牡５鹿 ５７

５５ △藤岡 康太橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４９４± ０１：４７．１１ ２１．５�
５１０ ウインステルス 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰郎 浦河 カナイシスタッド ５２８＋１４１：４７．２� ５．５	
１２ � メインバンク 牡５鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真青山 洋一氏 大久保龍志 門別 出口牧場 ４７６－ ６１：４７．３� ６６．８

４７ � アンジェラスキッス 牝４栗 ５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４５０＋１０１：４７．５１� ３６．８�
８１６� フィールドウイナー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５２２－ ８１：４７．７１� １２．０
８１５� ワンダールビアノ 牡５芦 ５７

５４ ▲千葉 直人山本 信行氏 領家 政蔵 米
Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４８０－１２１：４７．９１� ８４．６�
５９ �� クリティカルライト 牡５鹿 ５７ O．ペリエ �嶋 哲氏 藤岡 健一 愛 Ballylinch

Stud ４８０＋ ３１：４８．０� １２．７�
（仏）

１１ � アポロビンゴ 牡４芦 ５６
５３ ▲宮崎 北斗アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 加 Sean

Fitzhenry ４８２＋２２１：４８．７４ ８９．４�
３６ トウカイゲイル 牡４青鹿５６ 二本柳 壮内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４９２－ ６１：５０．２９ １９．１�
６１２ ドンアドヴァイタ 牡４芦 ５６ 鈴来 直人山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４９２－ ６１：５０．３クビ ４２．２�
６１１ アドマイヤテイオー 牡６芦 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４６６－１０１：５０．９３� １２７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５１，２００円 複勝： ３０，１０１，０００円 枠連： ２６，１２１，０００円

普通馬連： ７９，８２４，４００円 馬単： ５９，９５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１７１，５００円

３連複： １０１，４５６，２００円 ３連単： ２３８，２７３，６００円 計： ５８２，９５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（３－７） ９９０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ２，９５０円 ３ 連 単 ��� １６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２１０５１２ 的中 � ５０３４６（１番人気）
複勝票数 計 ３０１０１０ 的中 � ７３３２８（１番人気）� １９６１８（５番人気）� ５００８８（２番人気）
枠連票数 計 ２６１２１０ 的中 （３－７） １９４７６（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９８２４４ 的中 �� ２７１１１（６番人気）
馬単票数 計 ５９９５９３ 的中 �� １２２２２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１７１５ 的中 �� ７５０７（５番人気）�� ２６２４７（１番人気）�� ６０５６（９番人気）
３連複票数 計１０１４５６２ 的中 ��� ２５３９５（２番人気）
３連単票数 計２３８２７３６ 的中 ��� １０７６４（１７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．４―４３．０―５５．４―１：０８．０―１：２０．５―１：３３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

サクラマジェスティ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００５．１１．６ 東京３着

２００３．３．２７生 牡５栗 母 サクラアカツキ 母母 サクラハツユキ １１戦３勝 賞金 ２９，４９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 イッツソークール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０８２ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７日 第１０競走 ��１，２００�
こ い し わ ら

小 石 原 特 別
発走１４時５５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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３４ � リッターヴォルト 牡４鹿 ５７ 北村 友一石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou
Farm ４９６－ ２１：０９．１ ４．４�

３３ アキノパンチ 牡４鹿 ５７ C．ルメール 穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９４＋ ２１：０９．４２ １３．３�
（仏）

５７ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４± ０１：０９．７１� ５．０�
６９ ア ナ ナ ス 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４７６＋ ８１：０９．８� １２．８�

（仏）

１１ エーシンアロー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ４．０�
４６ テイエムカチボシ 牡６鹿 ５７ 川島 信二竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４７２＋ ４１：１０．０１� ２１．１�
７１１ アンソロジー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３０－１２ 〃 クビ ２５．１	
８１４� リリウオカラニ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太 
グリーンファーム 松田 国英 米 James M.

Herbener Jr. B５０２＋ ２１：１０．１� ６．８�
６１０	 シ テ ィ ボ ス 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６２－ ８１：１０．２クビ ６．５�
７１２	 メモリーセレソン 牡６芦 ５７ 和田 竜二
シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４６２－ ２１：１０．３� １２６．７
５８ � キングエルドラド 牡４鹿 ５７ 鈴来 直人菅原 史博氏 増沢 末夫 米 Servel

Ranch, Inc. ４７２± ０１：１０．９３� １１０．７�
８１３	 アドミラルトラップ 
７栗 ５７ 難波 剛健高田 博氏 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ２５１．０�
４５ カシノロイヤル 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日優牧場 ４３８＋ ６１：１１．０� １６２．３�
２２ ミラクルプリンセス 牝４栗 ５５ 安藤 光彰�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４１４－ ２１：１２．１７ ７７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，７８７，４００円 複勝： ３７，４３０，７００円 枠連： ２６，７３２，９００円

普通馬連： １１１，３４０，９００円 馬単： ７５，６９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３８７，７００円

３連複： １１４，９７０，０００円 ３連単： ３０５，４２０，３００円 計： ７２４，７６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � １９０円 枠 連（３－３） ２，３３０円

普通馬連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ４，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ６３０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ５，５８０円 ３ 連 単 ��� ３１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３７８７４ 的中 � ４２８１７（２番人気）
複勝票数 計 ３７４３０７ 的中 � ７０７８５（２番人気）� ２４６６８（６番人気）� ５４１３６（３番人気）
枠連票数 計 ２６７３２９ 的中 （３－３） ８４８０（１１番人気）
普通馬連票数 計１１１３４０９ 的中 �� ３５３２３（１２番人気）
馬単票数 計 ７５６９１７ 的中 �� １３０４５（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３８７７ 的中 �� ９１４８（１０番人気）�� １１９８７（５番人気）�� ５８３３（１６番人気）
３連複票数 計１１４９７００ 的中 ��� １５２３１（１９番人気）
３連単票数 計３０５４２０３ 的中 ��� ７１９１（９６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．２―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．３―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リッターヴォルト �
�
父 Rahy �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１２．１０ 阪神１着

２００４．３．１８生 牡４鹿 母 Ibuki Perceive 母母 Noesis ９戦２勝 賞金 ２６，００５，０００円
※キングエルドラド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０８３ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７日 第１１競走 ��１，８００�第４２回小 倉 大 賞 典（ＪｐｎⅢ）
発走１５時３０分 （芝・右）

４歳以上，１９．２．３以降２０．２．４まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１５ アサカディフィート �１０黒鹿５７．５ 中舘 英二林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２４＋ ４１：４７．７ １３．３�

２４ マルカシェンク 牡５黒鹿５７ 福永 祐一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：４７．９１� ２．７�
７１３ シルクネクサス 牡６栗 ５６ 上村 洋行有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１０± ０ 〃 クビ １３．４�
３６ ワンダースティーヴ 牡４黒鹿５３ 安藤 光彰山本 信行氏 小崎 憲 三石 米田牧場 ５２０＋ ４１：４８．０クビ ２５．９�
１１ ニルヴァーナ 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ５．２�
６１２ マイネルフォーグ 牡４鹿 ５４ 藤岡 康太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４６０＋ ４１：４８．１クビ ２９．１	
８１６ フィールドベアー 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ５００＋ ８ 〃 クビ １０．２

３５ � ミュージックホーク 牡７栗 ５２ 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４７６＋ ２１：４８．２クビ １５０．４�
１２ ロ ジ ッ ク 牡５黒鹿５６ 北村 友一前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ５０６＋ ６１：４８．３� ７３．３�
６１１ ディアデラノビア 牝６栗 ５６．５ C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４４４＋１０１：４８．４� ７．８

（仏）

４８ デンシャミチ 牡５黒鹿５１ 中村 将之小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋１６１：４９．２５ ５０．３�
２３ ワンモアチャッター 牡８黒鹿５７ 鮫島 良太松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４６８＋１６１：４９．６２� １０１．９�
４７ ピカレスクコート 牡６鹿 ５６ O．ペリエ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ５０４－ ４１：５０．２３� １６．４�
（仏）

５１０ ワーキングボーイ 牡５鹿 ５３ 浜中 俊 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ５０８＋ ６１：５０．３� ９５．８�
５９ オースミダイドウ 牡４青 ５５ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ５１４－ ８１：５０．５１� ８．９�
７１４ ヒシカツリーダー 牡４青 ５２ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 浦河 中村 雅明 ５２４＋ ６１：５０．９２� ７４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９１，７６４，０００円 複勝： １２４，７１６，９００円 枠連： ８５，８１６，９００円

普通馬連： ５５３，３３９，７００円 馬単： ３１０，１３８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，２２２，５００円

３連複： ５８５，１７７，５００円 ３連単： １，２７８，９４９，７００円 計： ３，１５６，１２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ７９０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ６，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ２，１２０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ８，６６０円 ３ 連 単 ��� ６４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ９１７６４０ 的中 � ５４４４７（６番人気）
複勝票数 計１２４７１６９ 的中 � ８３４３９（６番人気）� ３１５８７１（１番人気）� ７７５０５（７番人気）
枠連票数 計 ８５８１６９ 的中 （２－８） ８１１４４（２番人気）
普通馬連票数 計５５３３３９７ 的中 �� １６６８１６（７番人気）
馬単票数 計３１０１３８３ 的中 �� ３３００９（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６２２２５ 的中 �� ３３５８４（９番人気）�� １４１４７（３０番人気）�� ３９３８４（６番人気）
３連複票数 計５８５１７７５ 的中 ��� ４９８８３（２５番人気）
３連単票数 計１２７８９４９７ 的中 ��� １４６０９（１９７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．４―１２．２―１１．９―１２．１―１２．０―１１．８―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３５．８―４７．７―５９．８―１：１１．８―１：２３．６―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９
１
３

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

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

アサカディフィート �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Alydar デビュー ２００１．６．９ 中京１着

１９９８．３．２６生 �１０黒鹿 母 スプリームクィーン 母母 Knightly Belle ６６戦１１勝 賞金 ４５５，５４３，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔制裁〕 マルカシェンク号の騎手福永祐一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
マイネルフォーグ号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。

※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。
（非抽選馬） ７頭 アドマイヤスペース号・アルビレオ号・エーティーボス号・テイエムプリキュア号・ニシノデュー号・

ホッコーパドゥシャ号・マヤノライジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０８４ ２月９日 曇 良 （２０小倉１）第７日 第１２競走 ��２，６００�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走１６時０５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下，１９．２．３以降２０．２．４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 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００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

２：３８．７
２：３７．４

良

良

５６ ドリームフライト 牡４栗 ５３ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：４２．０ １０．１�

５７ セタガヤフラッグ 牡５鹿 ５４ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４０－ ６２：４２．２１� ２２．９�
１１ テイエムサッカー 牡７栗 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７２－１２２：４２．７３ １３．７�
７１０ ミヤビランベリ 牡５栗 ５７ C．ルメール 村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４８４－１０ 〃 クビ ３．１�

（仏）

４５ スズカストロング 牡４黒鹿５５ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 浦河 辻 牧場 ５１８＋１２２：４２．９１� ９．６�
６８ ミスターシーザ 牡５芦 ５５ 川島 信二廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４４６－ ８ 〃 ハナ ４．４�
４４ マルイチライデン 牡８鹿 ５２ 北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 三石 川端牧場 B４９４± ０ 〃 クビ ８９．９�
３３ ビクトリーフラッグ 牡５栗 ５４ 藤岡 康太セゾンレースホース	 松元 茂樹 白老 白老ファーム ４４６± ０２：４３．５３� ５．１

８１３ パープルカフェ 牝５鹿 ５１ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８８－ ８２：４３．７１� ３９．１�
７１１ パーフェクトラン 牡５鹿 ５３ 中舘 英二下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ ５６．７�
８１２ マイネルアンセム 牡７黒鹿５６ O．ペリエ 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４９２－ ２２：４３．９１� １１．０
（仏）

２２ マイネアプレイザー 牝４黒鹿５２ 鮫島 良太 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 谷岡 正次 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ３１．８�

６９ ノーバディノーズ 牡４栗 ５４ 菊沢 隆徳佐藤 守宏氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ５０２－ ８２：４７．７大差 ８３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９１，７００円 複勝： ３７，４８０，３００円 枠連： ３０，３２９，４００円

普通馬連： １２７，３７１，５００円 馬単： ９３，４３５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１７３，２００円

３連複： １４２，１２０，４００円 ３連単： ３５７，９０６，１００円 計： ８５３，４０７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ４２０円 � ６４０円 � ３８０円 枠 連（５－５） １２，４１０円

普通馬連 �� １０，９１０円 馬 単 �� ２０，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８４０円 �� １，９６０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� ３６，１３０円 ３ 連 単 ��� ２３６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２９５９１７ 的中 � ２３２３４（５番人気）
複勝票数 計 ３７４８０３ 的中 � ２４４４２（７番人気）� １４５４２（８番人気）� ２６９２５（６番人気）
枠連票数 計 ３０３２９４ 的中 （５－５） １８０４（３０番人気）
普通馬連票数 計１２７３７１５ 的中 �� ８６１６（３１番人気）
馬単票数 計 ９３４３５１ 的中 �� ３４３５（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１７３２ 的中 �� ３０３５（３１番人気）�� ４４６３（２６番人気）�� ２９８０（３３番人気）
３連複票数 計１４２１２０４ 的中 ��� ２９０３（１０１番人気）
３連単票数 計３５７９０６１ 的中 ��� １１１９（５７６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．８―１２．４―１３．０―１３．３―１３．２―１２．４―１２．１―１２．０―１２．３―１１．９―１２．１

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�
１２．６―２４．５―３７．３―４９．７―１：０２．７―１：１６．０―１：２９．２―１：４１．６―１：５３．７―２：０５．７―２：１８．０―２：２９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームフライト �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１１．４ 京都７着

２００４．５．１６生 牡４栗 母 ドリームストーリー 母母 ドリームビジヨン １６戦３勝 賞金 ３１，５４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーバディノーズ号は，平成２０年３月９日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２０小倉１）第７日 ２月９日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，０１０，０００円
８，５２０，０００円
１７，０２０，０００円
２，０３０，０００円
２４，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，４７３，０００円
５，１３４，０００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
２８０，８６３，２００円
３９５，６８３，７００円
３０１，３６９，７００円
１，２２１，５２７，９００円
８９９，３９０，６００円
３４２，７９３，３００円
１，５３９，１５６，４００円
２，１８０，５４９，７００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 ７，１６１，３３４，５００円

総入場人員 １３，５１４名 （有料入場人員 １２，４４３名）




