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０２００１ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ カムイフォレスト 牝３栗 ５４
５１ ▲川須 栄彦 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４７８± ０１：００．１ ２．７�

４５ ビップセンノセン 牝３黒鹿５４ 北村 友一鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４４－ ４１：００．３１� ３．０�
５７ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４ 荻野 琢真本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４５８－ ８１：００．６１� ２５．８�
３３ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ １９．１�
８１３ マスターゾロアーク 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�坂東牧場 領家 政蔵 日高 オリオンファーム ４７４＋ ４１：００．９２ ７．５�
５６ ビコーディアナ 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４２８－ ４１：０１．０� ６．７	
６８ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 黛 弘人�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４４４－ ８１：０１．３１� ２０．０

１１ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉菊池 五郎氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ １１２．４�
８１２ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２８＋ ２１：０１．５１� １１．２�
４４ シゲルシュカン 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 中村 雅明 ４１２± ０１：０１．９２� １２０．５
２２ サンキューレット 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４６８± ０１：０２．１１ １６９．５�
６９ バンクーバーリズム 牝３栗 ５４ 二本柳 壮安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５０± ０１：０２．８４ １９０．２�
７１０ トゥループレイズ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４２８＋ ６１：０４．６大差 ２０７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８，０８４，９００円 複勝： １２，５９６，６００円 枠連： ５，８６５，６００円

普通馬連： １９，８８６，５００円 馬単： １７，２６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６０２，８００円

３連複： ３１，６５４，４００円 ３連単： ５２，２０９，９００円 計： １５８，１６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３９０円 枠 連（４－７） ３６０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ７５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 ��� ６，０３０円

票 数

単勝票数 計 ８０８４９ 的中 � ２４１０６（１番人気）
複勝票数 計 １２５９６６ 的中 � ３６２５４（１番人気）� ２９７５５（２番人気）� ５００６（８番人気）
枠連票数 計 ５８６５６ 的中 （４－７） １２０４０（１番人気）
普通馬連票数 計 １９８８６５ 的中 �� ４１８６７（１番人気）
馬単票数 計 １７２６４８ 的中 �� １８１１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６０２８ 的中 �� ２１６７９（１番人気）�� ２８８３（１３番人気）�� ２９９３（１２番人気）
３連複票数 計 ３１６５４４ 的中 ��� １２４５８（６番人気）
３連単票数 計 ５２２０９９ 的中 ��� ６３９０（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カムイフォレスト �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Salt Lake デビュー ２０１０．７．１７ 函館８着

２００８．４．１１生 牝３栗 母 コンゴウエンジェル 母母 ジェニファーズルビー ９戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥループレイズ号は，平成２３年３月２２日まで平地競走に出走できない。

０２００２ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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 マイネルソラーナ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ６１：４９．０ ４．５�

７１３ ア ベ マ リ ア 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ３９．４�
２３ フラアンジェリコ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 クビ ４．２�
６１２ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 鮫島 克也�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６１：４９．６３� ４．６�

（佐賀）

４７ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �天羽�治牧場 尾関 知人 日高 天羽 禮治 B５２２± ０１：４９．７� １２．７�
５１０ マルブツマスター 牡３栗 ５６ 和田 竜二大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８０－ ２１：４９．８� ７．８	
４８ コウエイニコニコ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ２３．３

６１１ ニホンピロザジ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４７４－ ６１：５０．３３ ５．１�
３６ ログインデジタル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�橋 長治氏 根本 康広 新冠 守矢牧場 ４２０－１６１：５１．０４ ９５．１�
７１４ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 原 敏明 ４７６－ ２１：５２．１７ ３２３．６�
８１６ アキノグッドラック 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山中 明広氏 加藤 敬二 浦河 鈴木 武蔵 ５０２－ ２１：５２．３１	 ２６４．７�
３５ マスターサイプレス 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎�服部牧場 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 B４８６－ ６ 〃 アタマ １７３．２�
８１５ キングファルコン 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス 池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 B５０４＋ ４１：５２．５１� ２４．７�

（仏）

５９ バンブーマンユー 牡３青鹿５６ 赤木高太郎�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ３８．４�
１１ トーセンチャーリー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥島川 �哉氏 平井 雄二 浦河 株式会社 グ

ラン・ファーム ５００＋１０１：５６．６大差 １７１．８�
２４ アビリティバイオ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ １４９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，１２８，７００円 複勝： １４，９６７，８００円 枠連： ６，１８５，３００円

普通馬連： １７，８２５，４００円 馬単： １３，５２６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９，１０８，２００円

３連複： ２６，２２７，４００円 ３連単： ３９，６２１，１００円 計： １３５，５９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ７５０円 � ２１０円 枠 連（１－７） ７，８５０円

普通馬連 �� ８，１２０円 馬 単 �� １２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ４７０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ８，０００円 ３ 連 単 ��� ６１，９５０円

票 数

単勝票数 計 ８１２８７ 的中 � １４４６９（２番人気）
複勝票数 計 １４９６７８ 的中 � ２２７１２（３番人気）� ４０７３（９番人気）� ２１２０３（４番人気）
枠連票数 計 ６１８５３ 的中 （１－７） ５８２（２１番人気）
普通馬連票数 計 １７８２５４ 的中 �� １６２２（２７番人気）
馬単票数 計 １３５２６５ 的中 �� ８１４（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９１０８２ 的中 �� １０６５（２２番人気）�� ５２３８（４番人気）�� ９８１（２７番人気）
３連複票数 計 ２６２２７４ 的中 ��� ２４２０（２８番人気）
３連単票数 計 ３９６２１１ 的中 ��� ４７２（１９６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．１―１４．１―１３．１―１２．４―１２．７―１２．８―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．３―４４．４―５７．５―１：０９．９―１：２２．６―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．１
１
３
７，９（２，１０，１１，１５）１３（３，５，１２）１４，１６－１，６（４，８）
７，９（２，１３）（１１，１２）１０（３，１５）－５（１６，１４）－（６，８）－１＝４

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

勝馬の
紹 介

マイネルソラーナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１０着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 キングファルコン号の騎手A．クラストゥスは，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンチャーリー号・アビリティバイオ号は，平成２３年２月２２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または施行団体名を表示している。

第１回　小倉競馬　第１日



０２００３ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

３５ ザ ル グ ー ン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８± ０２：００．８ ２．９�

６１２ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４８０－ ２２：０１．１２ ４．２�
２４ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ４７．５�
７１４ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４２６± ０２：０１．２クビ ２５．２�
１２ スズカアンペール 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５６＋ ２２：０１．４１� ４７．８�
８１７ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ５．７	
５９ マイネルヴィーゼ 牡３鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 日高 山際 辰夫 ４６２－ ６２：０１．５� ８．１


（仏）

８１６ メイショウテッサイ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４６８－１４ 〃 クビ ３０．６�
７１３ ゴールドルースター 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５８± ０２：０１．６クビ ９．４�
１１ ニシノガラシャ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４６２＋ ８ 〃 クビ ７９．７
４８ パープルテンリュ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜中野 銀十氏 境 直行 新ひだか 竹内 良一 ４６６＋ ４２：０１．８１� １３２．４�
４７ オ ン エ ア 牝３鹿 ５４ 上村 洋行前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 ４３８－ ４２：０１．９� ６８．１�
６１１ カリスマミッキー 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４５６－ ２２：０２．０クビ １４７．７�
２３ マイネルフィロス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 木下牧場 ５１６＋ ４２：０２．２１� １６．１�
５１０ プレミアムリーチ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 ４４２± ０２：０２．４１� ２９．３�
８１８ サンマルデピュティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平相馬 勇氏 池添 兼雄 日高 田端牧場 ４８６± ０２：０３．７８ １３２．２�
３６ トモロスリリング 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 ４６８＋ ６２：０４．４４ ２５９．７�
７１５ ケガワノマリー 牝３栗 ５４ 丸田 恭介小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４９０＋ ２２：０４．５� １３１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，４２５，０００円 複勝： １７，７７７，９００円 枠連： ８，１２６，５００円

普通馬連： ２０，１６５，３００円 馬単： １５，８３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３３４，８００円

３連複： ３２，５５９，０００円 ３連単： ４６，５４６，０００円 計： １６１，７６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ９００円 枠 連（３－６） ６５０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，８４０円 �� ３，０８０円

３ 連 複 ��� ９，７３０円 ３ 連 単 ��� ３２，２６０円

票 数

単勝票数 計 ９４２５０ 的中 � ２６０４３（１番人気）
複勝票数 計 １７７７７９ 的中 � ４１６２７（１番人気）� ２９３８８（２番人気）� ３４７２（１１番人気）
枠連票数 計 ８１２６５ 的中 （３－６） ９２５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ２０１６５３ 的中 �� ２２６６２（１番人気）
馬単票数 計 １５８３２７ 的中 �� ９４３４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３３４８ 的中 �� １１５７６（１番人気）�� １３９２（２３番人気）�� ８１５（３３番人気）
３連複票数 計 ３２５５９０ 的中 ��� ２４７１（３０番人気）
３連単票数 計 ４６５４６０ 的中 ��� １０６５（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．２―３４．７―４７．５―１：００．４―１：１２．９―１：２５．２―１：３７．１―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ザ ル グ ー ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２０１０．１０．９ 京都６着

２００８．２．６生 牡３鹿 母 ゴールデンサッシュ 母母 ダイナサツシユ ６戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アクアブルーコナー号・テラノイーグル号・ノーティカルスター号
※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。

０２００４ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ オースミドライバー 牡３鹿 ５６
５４ △伊藤 工真�オースミ 武田 博 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：０９．１ ９７．９�

２３ メイショウナダル 牡３栗 ５６ 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 赤田牧場 ４７６ ―１：０９．４１� ３．１�
８１８ ハイライトリール 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３８ ― 〃 クビ ６．５�
１２ ハクユウライナー 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也伊藤 博文氏 武 宏平 浦河 福岡 広行 ４８８ ―１：０９．６１� ２９．７�

（佐賀）

７１３ インフィニート 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４ ―１：０９．８１ １１．８�

７１４� アスターポメリー 牡３栗 ５６ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &
Donald Crowe ４５０ ―１：１０．０１� １２．７	

３５ プルピットレディ 牝３青鹿５４ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４１６ ― 〃 ハナ ４．８

８１６ バトルドゥーマ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 ４６０ ― 〃 クビ ６．０�

４８ フェリスヴァーズ 牝３黒鹿５４ 北村 友一�佐藤牧場 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ４６６ ―１：１０．１	 ２２．２�
（法６３４）

１１ スキャターザスノウ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介吉田 和美氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４２２ ―１：１０．９５ １５．０
８１７ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４４０ ―１：１１．１１	 ３６．９�
４７ アキノスプレンダー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹山中 明広氏 作田 誠二 新ひだか 大塚牧場 ３９８ ―１：１１．５２	 ２０４．８�
３６ ホクテンノホシ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平�吉田牧場 鹿戸 明 安平 吉田牧場 ４３６ ― 〃 クビ １３７．６�
５９ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２０ ―１：１１．９２	 ６０．５�
６１１ グランローズ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ３３４ ―１：１２．１１� １８９．４�
２４ オースミメイン 牡３青鹿５６ 赤木高太郎�オースミ 飯田 雄三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ― 〃 アタマ ４６．２�
７１５ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４１０ ―１：１２．６３ ２１２．８�
５１０ アキノカリン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新ひだか へいはた牧場 ４５６ ― （競走中止） ２４８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，１７５，１００円 複勝： １４，９４８，２００円 枠連： ８，４８２，９００円

普通馬連： １８，７２７，７００円 馬単： １５，２１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２５４，６００円

３連複： ２７，４５１，３００円 ３連単： ４０，０２８，８００円 計： １４５，２８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，７９０円 複 勝 � １，３９０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ５，９９０円

普通馬連 �� １１，８００円 馬 単 �� ３８，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３８０円 �� ６，２２０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２９，１５０円 ３ 連 単 ��� ３７８，７４０円

票 数

単勝票数 計 １１１７５１ 的中 � ９００（１３番人気）
複勝票数 計 １４９４８２ 的中 � ２０６５（１３番人気）� ３２８９５（１番人気）� １４２２５（４番人気）
枠連票数 計 ８４８２９ 的中 （２－６） １０４６（１７番人気）
普通馬連票数 計 １８７２７７ 的中 �� １１７２（３７番人気）
馬単票数 計 １５２１５８ 的中 �� ２９０（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２５４６ 的中 �� ６４８（３３番人気）�� ３４８（６０番人気）�� ４６５５（３番人気）
３連複票数 計 ２７４５１３ 的中 ��� ６９５（８８番人気）
３連単票数 計 ４００２８８ 的中 ��� ７８（８８５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．０―１１．６―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．６―４５．２―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミドライバー �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ニホンピロウイナー 初出走

２００８．３．１９生 牡３鹿 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走中止〕 アキノカリン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マキハタフォルテ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２００５ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第５競走 ��２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時００分（番組第７競走を順序変更） （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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

４４ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３２－ ２２：３７．０ １．８�

５５ シルクマッドネス �４黒鹿 ５６
５３ ▲川須 栄彦有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５６－ ４２：３７．１クビ ４７．９�

７７ ニシノスローン 牡４鹿 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ５０４－ ４２：３７．３１� ２３．１�
１１ プルシアンオリーブ 牡５青鹿５７ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６２：３７．４� ３．２�
３３ アテンボーイ 牡４栗 ５６ 西田雄一郎玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８０± ０２：３７．６１� ７．５�
８９ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５００＋ ２２：３７．７� ３９．３�
６６ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：３９．２９ １４．７	
８８ ウイントランザム 牡４鹿 ５６ 和田 竜二
ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６６＋ ６２：３９．５１	 １８．７�
２２ ヴ ィ ジ レ 牡６青 ５７ A．クラストゥス 藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ６２：４０．０３ ４１．９�

（仏）

（９頭）

売 得 金

単勝： １１，５８４，１００円 複勝： ３２，１６６，８００円 枠連： ６，１８５，７００円

普通馬連： １８，１０６，５００円 馬単： １９，９５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０８４，２００円

３連複： ２５，４８８，９００円 ３連単： ６６，５５５，２００円 計： １９０，１３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ７１０円 � ４１０円 枠 連（４－５） ３，７２０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ５２０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� １３，３３０円 ３ 連 単 ��� ４８，８８０円

票 数

単勝票数 計 １１５８４１ 的中 � ５３１５１（１番人気）
複勝票数 計 ３２１６６８ 的中 � ２０３００８（１番人気）� ４８８５（８番人気）� ９４６７（６番人気）
枠連票数 計 ６１８５７ 的中 （４－５） １２３０（１０番人気）
普通馬連票数 計 １８１０６５ 的中 �� ４４５６（９番人気）
馬単票数 計 １９９５９１ 的中 �� ３０９９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００８４２ 的中 �� ３０５５（８番人気）�� ５１３７（５番人気）�� ４５７（３１番人気）
３連複票数 計 ２５４８８９ 的中 ��� １４１２（３３番人気）
３連単票数 計 ６６５５５２ 的中 ��� １００５（１２２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．４―１３．０―１３．１―１３．５―１４．０―１３．６―１３．２―１２．９―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．９―３７．３―５０．３―１：０３．４―１：１６．９―１：３０．９―１：４４．５―１：５７．７―２：１０．６―２：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F５２．５―３F３９．３
１
�
１，６（２，７）（４，８）（３，９）－５
１（６，７，９）（２，８，３，５）４

２
�
１（２，６）７（４，８）（３，９）－５
１（７，９）（６，３，５）４（２，８）

勝馬の
紹 介

ロ ッ ソ ネ ロ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Gone West デビュー ２００８．１２．７ 阪神５着

２００６．５．１０生 牡５鹿 母 ルビーマイディア 母母 North Sider １４戦２勝 賞金 ２３，４００，０００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。

０２００６ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０分（番組第５競走を順序変更） （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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１４ リ ュ ン ヌ 牝４鹿 ５４ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６４＋ ６ ５９．５ ３４．７�

３３ エリモエポナ 牝４黒鹿５４ 鮫島 良太山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ６ ５９．６� ３．１�
４５ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５４＋ ８ ５９．７クビ ２．６�
７１１ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４９４－ ６ ５９．９１� ７．２�
５８ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５８－ ４１：００．０� ５４．２�
１１ ケイエスシンアカリ 牝４黒鹿５４ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４９４＋ ６１：００．２１� １１．８�
４６ クルンプホルツ 牝６鹿 ５５ 丸山 元気 	サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ６１：００．３クビ ８．５

６９ キタサンハナミチ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一	大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ １０．４�
３４ プリティスター 牝４栗 ５４ 嘉藤 貴行横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４４６－ ６１：００．４� ３４．８�
８１３ レディオーロラ 牝６鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４６６＋ ８ 〃 ハナ ４０３．６
２２ ヤマニンフリアンド 牝４青鹿５４ 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ４１：００．８２� １２４．３�
７１２� マンガンオトメ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４３２＋ ６ 〃 クビ ４８１．７�
６１０� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 太宰 啓介永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ２０４．６�
５７ ステラアルピーナ 牝４栗 ５４ 藤岡 康太 	社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：０１．５４ ７７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，２６４，４００円 複勝： １９，５８５，４００円 枠連： ７，１３８，３００円

普通馬連： ２２，８２６，１００円 馬単： １８，９５４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９５２，６００円

３連複： ３３，６１５，３００円 ３連単： ５４，６８４，２００円 計： １８３，０２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ４８０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（３－８） ４，１１０円

普通馬連 �� ５，３００円 馬 単 �� １４，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，４３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４，０５０円 ３ 連 単 ��� ４６，７７０円

票 数

単勝票数 計 １３２６４４ 的中 � ３０１８（７番人気）
複勝票数 計 １９５８５４ 的中 � ６５７５（８番人気）� ３８１０３（２番人気）� ５７５６４（１番人気）
枠連票数 計 ７１３８３ 的中 （３－８） １２８３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ２２８２６１ 的中 �� ３１８０（１９番人気）
馬単票数 計 １８９５４９ 的中 �� ９４０（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９５２６ 的中 �� １４４７（１９番人気）�� １８３４（１８番人気）�� ２５２５６（１番人気）
３連複票数 計 ３３６１５３ 的中 ��� ６１４０（１４番人気）
３連単票数 計 ５４６８４２ 的中 ��� ８６３（１４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ュ ン ヌ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００９．１２．２０ 阪神９着

２００７．４．７生 牝４鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ ８戦２勝 賞金 １２，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カラフルパレット号
（非抽選馬） ４頭 アンジェリークダダ号・キリシマウイング号・クレバーヒロイン号・メリュジーヌ号



　シャルマンレーヌ号の調教師須貝尚介は，同馬の出馬投票について注意義務を怠り，出走取消となったことに
ついて過怠金１００，０００円。

〔制裁〕

０２００７ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第７競走 １，７００サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分（番組第６競走を順序変更） （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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円 コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１３ ドリームアライブ ５黒鹿５７ 藤岡 康太前田 晋二氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４＋ ６１：４６．３ ４．０

４５ ラムタムタガー 牡５黒鹿 ５７
５５ △高倉 稜 社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：４６．６２ ２０．０

８１２ ミエノグレース 牝４栗 ５４ A．クラストゥス 里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９０± ０１：４６．７ ３．５
（仏）

６９ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５６ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５６± ０１：４７．１２ １１．８

５６ カシノピストン 牡４芦 ５６
５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６２－ ４１：４７．５２ ４２．０

７１１ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 和田 竜二下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ３１．０

５７ ビービーライナー 牡６黒鹿 ５７
５５ △伊藤 工真 坂東牧場 境 征勝 平取 高橋 啓 ４９２－ ６１：４７．６クビ １３５．６

１１ ベストフェット 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５１６＋ ２１：４７．８１ ２．６

６８ マヤノテムジン ６鹿 ５７ 川島 信二田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ １２．８

３３ マイネルビスタ 牡７栗 ５７ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４６６－ ４１：４８．１２ ２２．２

７１０ カシノレオン 牡５黒鹿５７ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４３４＋ ４１：４９．５９ ２７２．８

４４ トーセンブーケ 牡４鹿 ５６ 田中 博康島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８６＋ ２１：４９．６ １７８．９

２２ カワキタトップ 牡５芦 ５７
５４ ▲川須 栄彦川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４８２＋１２ 〃 ハナ １０９．３

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，００８，７００円 複勝： １７，１２０，３００円 枠連： ７，９６０，５００円

普通馬連： ２２，７９９，７００円 馬単： １９，１３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７１７，５００円

３連複： ３６，２１３，５００円 ３連単： ５５，００７，５００円 計： １８０，９６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 ４００円 複 勝 １８０円 ３９０円 １６０円 枠 連（４－８） １，９００円

普通馬連 ３，４３０円 馬 単 ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】 １，０７０円 ４１０円 １，０９０円

３ 連 複 ５，５２０円 ３ 連 単 ３０，８５０円

票 数

単勝票数 計 １１００８７ 的中 ２２０６５（３番人気）
複勝票数 計 １７１２０３ 的中 ２８５５３（３番人気） ８９０４（７番人気） ３３２６９（２番人気）
枠連票数 計 ７９６０５ 的中 （４－８） ３１０６（６番人気）
普通馬連票数 計 ２２７９９７ 的中 ４９１８（１５番人気）
馬単票数 計 １９１３６７ 的中 ３１８９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７１７５ 的中 ２５９０（１４番人気） ７８２０（３番人気） ２５３９（１５番人気）
３連複票数 計 ３６２１３５ 的中 ４８４７（１８番人気）
３連単票数 計 ５５００７５ 的中 １３１６（９７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１１．２―１２．２―１２．４―１２．８―１３．３―１２．９―１３．５

通過タイム
１００ ３００ ５００ ７００ ９００ １，１００ １，３００ １，５００
６．８―１８．０―２９．２―４１．４―５３．８―１：０６．６―１：１９．９―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームアライブ 父 シンボリクリスエス 母父 Forty Niner デビュー ２００８．１２．１４ 阪神２着
２００６．３．２生 ５黒鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda ８戦２勝 賞金 １８，５１０，０００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。

０２００８ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第８競走 １，２００サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６ ５歳以上５７ ，牝馬２ 減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円 コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１５ マヤノリュウジン 牡４栗 ５６ 丸田 恭介田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 ５１８－ ６１：０８．４ ５．４

３５ アイビーフォールド 牡４鹿 ５６ 和田 竜二 キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４４８＋ ２１：０８．８２ ３．７

８１７ シャイニーカフェ 牝６青鹿 ５５
５２ ▲水口 優也西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４４８＋１０１：０８．９ ３５．８

２３ ベストブルーム 牡４鹿 ５６
５３ ▲西村 太一横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５６± ０ 〃 アタマ ４．７

７１４ フェリキタース 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 ４８０－ ２１：０９．１１ ３１．０

１２ ロイヤルロード 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５２６＋１０ 〃 クビ ２９．５

４８ マスターチアフル 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史 昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５８＋１６１：０９．３１ ８．２

６１１ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５４ 北村 友一下河 行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４９８－ ２１：０９．４ ２０．６

６１２ スナークトマホーク 牡４黒鹿 ５６
５４ △高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 近藤牧場 ４２２＋２０ 〃 クビ ８．９

５１０ セレブビスティー 牝４鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 土居 忠吉 ４２６－１０１：０９．５ ３５．２

５９ スウィングダンス 牝４黒鹿５４ 鮫島 克也原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４１８－ ６ 〃 アタマ ４８．６
（佐賀）

４７ フェリスホイール 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介 キャロットファーム 加藤 敬二 千歳 社台ファーム B４７８＋１０１：０９．６クビ ３８．２

２４ メイショウヨリトモ 牡６黒鹿５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４９２＋１２１：０９．８１ ３６．３

７１３ シェアアプローズ ５栗 ５７ 鮫島 良太 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 橋本牧場 ４１０－ ２１：０９．９ １９１．６

１１ トクトイムスメ 牝５栗 ５５
５４ ☆松山 弘平 和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４７４± ０１：１０．０ ７４．３

８１６ プリンセスパトラ 牝５鹿 ５５ 田中 博康森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４６２＋１０１：１０．４２ １６．７

３６ クイーンズガーデン 牝４鹿 ５４
５２ △伊藤 工真 ユートピア牧場 高柳 瑞樹 登別 ユートピア牧場 ４３４－１０１：１０．６１ ３０．１

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０，６２４，０００円 複勝： ２０，１８３，８００円 枠連： １０，６４４，７００円

普通馬連： ３０，２４６，６００円 馬単： １８，６８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０５４，５００円

３連複： ４５，６１２，３００円 ３連単： ７６，０９５，０００円 計： ２２６，１５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 ５４０円 複 勝 ２１０円 １７０円 ７１０円 枠 連（３－８） ４９０円

普通馬連 １，０７０円 馬 単 ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】 ４６０円 ２，４３０円 １，９１０円

３ 連 複 ９，５９０円 ３ 連 単 ４４，４７０円

票 数

単勝票数 計 １０６２４０ 的中 １５５２９（３番人気）
複勝票数 計 ２０１８３８ 的中 ２７２０３（３番人気） ３９１６４（１番人気） ５５８７（１０番人気）
枠連票数 計 １０６４４７ 的中 （３－８） １６１９７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０２４６６ 的中 ２１００７（１番人気）
馬単票数 計 １８６８９６ 的中 ５４４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０５４５ 的中 ８２６３（２番人気） １３５４（３４番人気） １７３９（１７番人気）
３連複票数 計 ４５６１２３ 的中 ３５１２（２３番人気）
３連単票数 計 ７６０９５０ 的中 １２６３（８７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１１．６―１１．６―１１．２

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００
１２．０―２２．６―３４．０―４５．６―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．４
３ ６（１４，１７）（４，３，８）（２，７，１２）（５，１５）（１１，１６）（１０，９）－１３，１ ４ ・（６，１４，１７）（４，８）（３，１２）（２，７，１５）５（１０，１１）（９，１６）１３，１

勝馬の
紹 介

マヤノリュウジン 父 キングヘイロー 母父 キンググローリアス
２００７．３．２２生 牡４栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー ３戦１勝 賞金 ７，７１０，０００円
初出走 JRA

※出走取消馬 シャルマンレーヌ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スギノブロッサム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２００９ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１３ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４＋１０１：４６．７ ４．３�

１１ ベストルート 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２７．２�
６１０ クリスタルドア 牡６鹿 ５７

５５ △伊藤 工真加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２－ ８ 〃 クビ ２７．７�
６１１ アクロスザボード �５鹿 ５７ 黛 弘人吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：４６．８� ２３．４�
３５ ジーワンボーイ 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ４１：４６．９クビ ８．２�
５８ 	 リアライズトロイカ 牡４栗 ５６ 鮫島 克也�リアライズ 森 秀行 米 Brushwood

Stable ５０６＋ ８１：４７．０
 ２６．７	
（佐賀）

２２ プ ロ ポ ー ズ 牝４鹿 ５４ A．クラストゥス 河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４８０＋ ８１：４７．５３ １０．８

（仏）

７１２	 フィールドウイナー 牡７鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５３８－ ４１：４７．６クビ １６．３�
４７ 	 タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 丸山 元気鈴木 昭作氏 田中 章博 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４９０－ ２１：４７．８１� ７３．５�
５９ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４７４＋ ６１：４７．９
 １３．４
２３ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９８＋ ４１：４８．９６ １９１．１�
３４ 	 ヒシドンネル �６青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平阿部雅一郎氏 佐山 優 米
Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

５０４± ０ 〃 クビ １８６．２�
８１４ ウ マ ザ イ ル 牡５黒鹿５７ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４０＋ ２１：５０．０７ ２．３�
８１５ ペガサスダンディー 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋１８ 〃 クビ ３０．２�
４６ ヒシビビッド 牡４栗 ５６

５４ △高倉 稜阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４７８－ ２１：５１．３８ ５８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６７１，２００円 複勝： ２１，５２７，０００円 枠連： ９，９３５，６００円

普通馬連： ３０，４２８，０００円 馬単： ２１，８７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７８８，５００円

３連複： ４３，６８９，２００円 ３連単： ７８，６２３，２００円 計： ２３５，５４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ６５０円 � ７２０円 枠 連（１－７） ４，３９０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，５２０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ２６，１８０円 ３ 連 単 ��� ９６，８７０円

票 数

単勝票数 計 １４６７１２ 的中 � ２７１３７（２番人気）
複勝票数 計 ２１５２７０ 的中 � ４３７５１（２番人気）� ７４３１（９番人気）� ６６０４（１０番人気）
枠連票数 計 ９９３５６ 的中 （１－７） １６７４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ３０４２８０ 的中 �� ６９３３（１０番人気）
馬単票数 計 ２１８７８３ 的中 �� ２５９２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７８８５ 的中 �� ２８６２（１２番人気）�� ２４２３（１８番人気）�� ６９５（５５番人気）
３連複票数 計 ４３６８９２ 的中 ��� １２３２（９１番人気）
３連単票数 計 ７８６２３２ 的中 ��� ５９９（３０６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．６―２９．１―４１．９―５４．７―１：０７．３―１：２０．５―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

エターナルロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Pentelicus デビュー ２００９．１０．３１ 京都１着

２００７．４．１３生 牡４鹿 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle １４戦２勝 賞金 ２８，９００，０００円
※タツクール号は，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または施行団体名を表示している。

０２０１０ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１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 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３４ エーシンヒットマン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 B４８４－ ４１：０７．６ ４．２�

８１５ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８０＋ ２１：０８．２３� ９．７�
７１２ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４４４－ ２１：０８．３� ４．７�
８１４ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５４± ０１：０８．５１� ９．８�
５８ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５６ 丸山 元気飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．６�
５９ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 目名太山口

牧場 ４４６＋ ４１：０８．７１� ４１．９	
４６ マイネルマサムネ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �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 ４４４± ０ 〃 ハナ １６．６

４７ マルタカシクレノン 牡３青鹿５６ 西田雄一郎�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４９０＋ ８１：０８．８クビ ５．０�
６１０ ノーブルディード 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６ 〃 アタマ ３６．８�
７１３ エランドール 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４３０－ ４１：０８．９� １４．０
６１１ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 中舘 英二馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５０－ ２１：０９．４３ ３２．５�
３５ シゲルカンリカン 牝３芦 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６８＋ ６１：０９．５� ４５．３�
２３ 	 クラウンハッピー 牝３芦 ５４ 鮫島 克也矢野 悦三氏 手島 勝利 浦河 福岡 光夫 ４２２＋ ４１：０９．７１� ２２８．６�

（佐賀） （佐賀）

２２ 
 コパノオンタイム 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 中田 英樹 ４７６± ０１：１０．２３ ２２９．１�
１１ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５４ 高田 潤前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４２６＋ ２１：１０．５１� ８７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，４０４，２００円 複勝： ２４，９７７，２００円 枠連： １１，３２９，２００円

普通馬連： ４２，０９５，５００円 馬単： ２７，６０９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１８３，７００円

３連複： ５７，８２２，８００円 ３連単： １０８，６２２，４００円 計： ３０６，０４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（３－８） １，０２０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４６０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� １９，６１０円

票 数

単勝票数 計 １５４０４２ 的中 � ２９０６５（１番人気）
複勝票数 計 ２４９７７２ 的中 � ４３２５４（２番人気）� ２２４６６（５番人気）� ３５７６７（３番人気）
枠連票数 計 １１３２９２ 的中 （３－８） ８２３５（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２０９５５ 的中 �� １５６４１（７番人気）
馬単票数 計 ２７６０９９ 的中 �� ５７３６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１８３７ 的中 �� ６６８４（５番人気）�� １０２７５（２番人気）�� ５２９２（８番人気）
３連複票数 計 ５７８２２８ 的中 ��� １２３２６（６番人気）
３連単票数 計１０８６２２４ 的中 ��� ４０８９（３９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．９―１１．４―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．０―４４．４―５６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンヒットマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２０１０．８．２１ 小倉４着

２００８．４．３生 牡３栗 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン ６戦２勝 賞金 １９，５２７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０２０１１ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６７ ヤマニンウイスカー 牡５青 ５７ 藤岡 康太土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ５０２＋１４１：４６．７ ４．３�

１１ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３０－１２ 〃 クビ １１．８�
４４ ブルーモーリシャス 牡５青鹿５７ 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 ４５８＋ ８１：４６．９１� １９．８�
５５ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 鮫島 克也大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４６２－ ６１：４７．０� ５．０�

（佐賀）

６８ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４８－ ４ 〃 アタマ １７．５�
２２ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７２－ ２１：４７．２１� ９．８	
５６ マイネルレイン 牡４鹿 ５６ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５３８＋ ６１：４７．３� ２．３


（仏）

３３ リアルハヤテ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ ５７．８�
７９ 	 エーシンサンスター 牡６黒鹿５７ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４７２＋ ２１：４７．９３� ６９．１�
８１１ ピ ノ ブ ラ ン 牝４芦 ５４ 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 ４７６－ ４１：４８．４３ ５１．０
７１０ インテンスブルー 牡６鹿 ５７ 高倉 稜市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４８６－ ２１：４８．５
 ３８．２�
８１２ トムウィンズ 牡６芦 ５７ 丸山 元気半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６６＋１０１：４８．６クビ ４６．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，４８４，５００円 複勝： ３４，７０４，４００円 枠連： １８，４９８，７００円

普通馬連： ８６，１６５，０００円 馬単： ５４，００５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９６９，１００円

３連複： １１１，５３０，８００円 ３連単： ２２９，８４３，７００円 計： ５８８，２０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ３２０円 � ４５０円 枠 連（１－６） ２，２６０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� ９９０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ８，５３０円 ３ 連 単 ��� ４１，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２３４８４５ 的中 � ４３９２６（２番人気）
複勝票数 計 ３４７０４４ 的中 � ５７６６４（２番人気）� ２６９７９（５番人気）� １７７１０（７番人気）
枠連票数 計 １８４９８７ 的中 （１－６） ６０５３（９番人気）
普通馬連票数 計 ８６１６５０ 的中 �� ２１００１（１２番人気）
馬単票数 計 ５４００５０ 的中 �� ８２３５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９６９１ 的中 �� ７１３９（１２番人気）�� ７５３３（１０番人気）�� ５０６５（１８番人気）
３連複票数 計１１１５３０８ 的中 ��� ９６５０（２７番人気）
３連単票数 計２２９８４３７ 的中 ��� ４１０９（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．２―５９．４―１：１１．８―１：２３．５―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
１１（６，１０）（４，７）８，１，２－５－（３，９）１２・（１１，６）１０（４，７）（１，８，２）５（３，９）－１２

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンウイスカー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１１．１ 京都１０着

２００６．２．１２生 牡５青 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ２１戦４勝 賞金 ９１，２１６，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０２０１２ １月２２日 晴 良 （２３小倉１）第１日 第１２競走 ��
��２，０００�

か ら と

唐 戸 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１６ マイネルプリマス 牡５芦 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 ５１６－ ２１：５９．３ ５．３�

６１１ リッカメルド 牝７黒鹿５５ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４５６－ ２１：５９．５１ １４．５�
３５ チャーリーポイント 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７６＋ ８１：５９．６� １０．９�
１１ ヴァンダライズ 牡４栗 ５６ 赤木高太郎前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ １６．３�
４７ � コラデピーノ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith B４４２－ ４１：５９．８１� １９２．０�
３６ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ １２．５�
５１０	 ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４４± ０２：００．０１� １３．７	
７１３	 カワキタライジン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４６２－ ２２：００．１クビ ４６．３

５９ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ １４．７�
６１２ カワキタコマンド 牡４鹿 ５６ 鮫島 克也川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ８ 〃 クビ ５．５�

（佐賀）

８１８ プ リ ム ー ル 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２２：００．２クビ １２．４
７１４ トキノヤマトボシ 
５黒鹿５７ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４－１６２：００．４１� ８３．３�
４８ スプリングアルタ 牡４鹿 ５６ 鮫島 良太加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４５０－１０ 〃 クビ ４３．０�
２３ トップサンダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ６ 〃 ハナ ６．８�
７１５ ドリームリフレクト 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介セゾンレースホース� 中村 均 新ひだか 坂本牧場 ５３２＋ ６２：００．６１� ３７．３�
１２ タイキエイワン 牝４黒鹿５４ 松山 弘平�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５２－ ４２：００．７クビ ８．１�
２４ ヤマニンアーシー 牡４鹿 ５６ 二本柳 壮土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６４± ０２：００．９１� ２６５．８�
８１７	 ジーガードトウ 牡６栗 ５７ 黛 弘人�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４４８＋ ２２：０２．５１０ ２８０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０２，５００円 複勝： ３５，８１７，０００円 枠連： ２４，５０５，４００円

普通馬連： ６９，９２２，３００円 馬単： ４２，７７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７３２，９００円

３連複： １１３，１２０，７００円 ３連単： １９４，１５２，８００円 計： ５３１，６３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２３０円 � ４００円 � ４１０円 枠 連（６－８） ６９０円

普通馬連 �� ４，７１０円 馬 単 �� ７，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� １，８１０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� ２８，６１０円 ３ 連 単 ��� １２３，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０２５ 的中 � ３１１１９（１番人気）
複勝票数 計 ３５８１７０ 的中 � ４７８４７（２番人気）� ２１９７４（９番人気）� ２１３８１（１０番人気）
枠連票数 計 ２４５０５４ 的中 （６－８） ２６４８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９９２２３ 的中 �� １０９６６（２０番人気）
馬単票数 計 ４２７７８７ 的中 �� ４３０７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７３２９ 的中 �� ３６０４（２８番人気）�� ４２１７（２４番人気）�� ２２３３（５３番人気）
３連複票数 計１１３１２０７ 的中 ��� ２９１８（１３０番人気）
３連単票数 計１９４１５２８ 的中 ��� １１６３（４７６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１２．６―１２．２―１２．３―１２．３―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．６―４７．２―５９．４―１：１１．７―１：２４．０―１：３５．８―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネルプリマス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．３１ 札幌２着

２００６．３．１５生 牡５芦 母 オカノスピカ 母母 ミスマルコチャン １９戦３勝 賞金 ５６，４１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タツクール号
（非抽選馬） １頭 マイネルテネル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３小倉１）第１日 １月２２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

１６９，７２０，０００円
３，２２０，０００円
１２，１６０，０００円
１，６８０，０００円
１６，０２０，０００円
５８，０８４，０００円
４，６２８，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
１５７，４５７，３００円
２６６，３７２，４００円
１２４，８５８，４００円
３９９，１９４，６００円
２８４，８５２，０００円
１８２，７８３，４００円
５８４，９８５，６００円

１，０４１，９８９，８００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 ３，０４２，４９３，５００円

総入場人員 ５，４０５名 （有料入場人員 ４，８４９名）




