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０２０１３ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２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

６８ マキシムカムイ 牡３栗 ５６
５３ ▲川須 栄彦小田 廣美氏 田島 良保 むかわ エスティウィンファーム ４３６－ ４１：００．４ ３２．１�

８１３ ニシノショータイム 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７４＋ ２１：００．６１� １．２�
５６ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６－ ６１：００．７� ６．５�
７１０ クラウンハイパー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４６８＋１２１：００．８クビ ２９０．６�
４４ カシノエベレスト 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４± ０１：０１．６５ １７．８�
６９ アキノランラン 牝３芦 ５４ 丹内 祐次穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 競優牧場 ４４２－ ６ 〃 アタマ ６８．７�
７１１ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０８± ０１：０１．７� ９０．７�
４５ セトノアカリ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎難波 澄子氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 ４３４± ０１：０２．１２� ７３．０	
５７ トーホウエルザ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太東豊物産
 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６８± ０ 〃 クビ １２２．６�
８１２ ストロングノヴァ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４２６－ ８１：０２．３１� １３．９
３３ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４１８＋ ６１：０２．５１� ２２９．３�
２２ ブルボンノキセキ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６４－ ２１：０２．６クビ ８１．１�
１１ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５３６－ ４１：０３．０２� １６７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，７２５，７００円 複勝： ３６，１８７，６００円 枠連： ８，６４１，６００円

普通馬連： ２１，１９１，８００円 馬単： ２２，７６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０４８，１００円

３連複： ３２，３７６，２００円 ３連単： ７０，５８８，９００円 計： ２１４，５２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２１０円 複 勝 � ２７０円 � １００円 � １２０円 枠 連（６－８） １，０８０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７３０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� １３，２６０円

票 数

単勝票数 計 １１７２５７ 的中 � ２８８４（５番人気）
複勝票数 計 ３６１８７６ 的中 � ８４４３（５番人気）� ２７４３０１（１番人気）� ３７３６７（２番人気）
枠連票数 計 ８６４１６ 的中 （６－８） ５９４０（４番人気）
普通馬連票数 計 ２１１９１８ 的中 �� １１７７３（４番人気）
馬単票数 計 ２２７６７２ 的中 �� ４１０３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０４８１ 的中 �� ５４０３（４番人気）�� ２８２８（９番人気）�� ２７３７６（１番人気）
３連複票数 計 ３２３７６２ 的中 ��� ２１６３８（３番人気）
３連単票数 計 ７０５８８９ 的中 ��� ３９２９（３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３７．２
３ １３，１２，８，９－（２，１０）（３，４）６（１，１１）５，７ ４ １３，１２－８－（１０，９）（２，４）（３，６）１，１１，５，７

勝馬の
紹 介

マキシムカムイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１１．２７ 京都１１着

２００８．３．２６生 牡３栗 母 トシノヘクター 母母 ウメノダンサー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ニシノショータイム号の騎手勝浦正樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番・１１番への進

路影響）
※プレジャーカフェ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０２０１４ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２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

２３ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４８４＋ ２１：４８．７ １０４．６�

６１１ ウインジュビリー 牝３青鹿５４ 中舘 英二�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：４８．８� ３．４�
７１３ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ３．７�
４７ スマートリブレ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９８± ０１：４９．１１� １１．３�
５９ ノッティングボーイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８２－ ４１：４９．６３ ４８．１�
２４ タカオノボル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４３６－ ２ 〃 ハナ ４３．４	
４８ カシノウィンド 牡３青鹿５６ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６８＋ ２１：４９．７� ３．１

１１ マイネルヴィゴーレ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 大柳ファーム B５２０＋１０ 〃 クビ ２９．１�
７１４ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９６± ０１：５０．５５ ２８．７�
８１６ ゼ ニ バ コ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ４１：５０．６� １８．３
６１２ マ ギ ー メ イ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４０６－ ２１：５０．７� ２４４．１�
８１５ ハローザロック 牡３黒鹿５６ 丸山 元気松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７０－１０１：５１．６５ １５．４�
１２ シゲルヤクイン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太森中 蕃氏 宮 徹 新ひだか 谷口育成牧場 ４７２＋ ２１：５１．８１� ７６．５�
３５ プレジデントペスカ 牡３鹿 ５６ 石橋 守山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 村下 貞憲 ５１２＋ ４１：５２．１１� ６３．８�
３６ ヤングラッシュ 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４５８－ ８１：５３．１６ ２４２．１�
５１０ スナークフルハウス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４９６－ ４１：５４．２７ １７５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４２７，４００円 複勝： １５，５９７，４００円 枠連： ７，２５０，３００円

普通馬連： ２１，８４８，５００円 馬単： １７，８７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７１３，７００円

３連複： ３４，５９４，５００円 ３連単： ５４，６８６，３００円 計： １７４，９９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，４６０円 複 勝 � １，７４０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（２－６） ６，５００円

普通馬連 �� ２１，４８０円 馬 単 �� ６６，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０６０円 �� ４，４５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２２，４００円 ３ 連 単 ��� ３１７，７９０円

票 数

単勝票数 計 １１４２７４ 的中 � ８６１（１３番人気）
複勝票数 計 １５５９７４ 的中 � １６６２（１３番人気）� ２３６７０（３番人気）� ２９２５４（２番人気）
枠連票数 計 ７２５０３ 的中 （２－６） ８２４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ２１８４８５ 的中 �� ７５１（４３番人気）
馬単票数 計 １７８７７２ 的中 �� １９９（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７１３７ 的中 �� ４４６（４９番人気）�� ６１０（３９番人気）�� ７７０８（３番人気）
３連複票数 計 ３４５９４５ 的中 ��� １１４０（６１番人気）
３連単票数 計 ５４６８６３ 的中 ��� １２７（６９５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．２―３０．７―４４．１―５７．１―１：０９．８―１：２２．８―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドロジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．２５ 中山１５着

２００８．４．４生 牡３黒鹿 母 カスパースカイゴールド 母母 Vive ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ゴールドロジャー号の騎手大野拓弥は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークフルハウス号は，平成２３年２月２３日まで平地競走に出走できない。

第１回　小倉競馬　第２日



０２０１５ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２日 第３競走 ��１，２００�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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

４７ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０＋ ８１：０９．２ ４６．７�

１２ トミケンアマート 牝３栗 ５４
５２ △高倉 稜冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０４＋ ６ 〃 クビ ２７．５�

１１ サクラライジング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５２－ ４１：０９．３� ３．５�
８１６ フェイスフルラバー 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 太陽牧場 ４２２＋１０１：０９．４クビ １４．５�
５９ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４ 黛 弘人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４２２± ０ 〃 クビ １４．２�
５１０ ホットサマーデイ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １０７．２�
２４ ラ ン フ ァ ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太	日進牧場 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 ４４６－ ６１：０９．５クビ ２３．７

７１４ ヒカリゴールド 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹當山 �則氏 西浦 勝一 日高 中川牧場 ４６０± ０１：０９．６� ８．３�
７１３ ファイアアロー 牡３黒鹿５６ 北村 友一吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４３８－ ４ 〃 クビ ６．５
４８ エムエフコンコルド 牝３青鹿５４ 田辺 裕信古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４５２－ ８１：０９．７クビ ６．１�
２３ ラグランダム 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 B４３８＋ ２ 〃 クビ ５９．１�
３６ ハードブラボー 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか へいはた牧場 ４５６＋ ２１：０９．８クビ ８４．３�
７１５ マキハタファントム 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一	槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８６＋ ６１：１０．３３ ３０．０�
３５ ラ ブ バ レ ー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 村上牧場 ４５０＋ ４１：１０．５１� １２０．０�
６１２ テイエムメガヒット 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ
ファーム ４９４± ０１：１０．６クビ ２５２．７�

８１８ グレートヴァリュー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ５．６�
６１１ ニシノペヨン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４５４＋１２１：１１．４５ ４５．１�
８１７ シャトーソング 牝３栗 ５４ 太宰 啓介円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４２８－ ４１：１２．６７ ８５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，５４１，１００円 複勝： １８，１４６，４００円 枠連： ９，７９５，２００円

普通馬連： ２５，８２３，９００円 馬単： １８，７３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６３９，０００円

３連複： ４１，６２７，８００円 ３連単： ６１，７６４，４００円 計： ２０１，０７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６７０円 複 勝 � １，３１０円 � ８２０円 � ２２０円 枠 連（１－４） １，１２０円

普通馬連 �� ４９，９００円 馬 単 �� １２６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，５００円 �� ４，９１０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� １０３，４４０円 ３ 連 単 ��� ５４２，６５０円

票 数

単勝票数 計 １１５４１１ 的中 � １９５０（１２番人気）
複勝票数 計 １８１４６４ 的中 � ３１４４（１２番人気）� ５２１１（１０番人気）� ２７４１６（２番人気）
枠連票数 計 ９７９５２ 的中 （１－４） ６４５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ２５８２３９ 的中 �� ３８２（９４番人気）
馬単票数 計 １８７３７８ 的中 �� １０９（１９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６３９０ 的中 �� ３１５（８１番人気）�� ６７９（５０番人気）�� １９５８（２２番人気）
３連複票数 計 ４１６２７８ 的中 ��� ２９７（２４８番人気）
３連単票数 計 ６１７６４４ 的中 ��� ８４（１２６２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．０―１１．６―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．４―４５．０―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンゲネーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．１１．６ 福島１１着

２００８．３．８生 牡３鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エムエフコンコルド号・ニシノペヨン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フェイスフルラバー号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーソング号は，平成２３年２月２３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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 グランドツーリング号・シゲルトウカツカン号・プレジャーカフェ号・ミステリーキー号・ラガーフォーラム号・

ラソワ号

０２０１６ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８１２ サトノシュレン 牡３黒鹿５６ 北村 友一里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７２ ―２：０２．７ ８．８�

７１０ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４６６ ―２：０２．９１� ２４．５�
５６ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４７２ ―２：０３．３２� ２．７�
６９ アンクルポケット 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 坂本 春雄 B４０８ ―２：０３．４� ３０．５�
４４ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１６ ― 〃 クビ １０．４�
２２ メイショウオウヒ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４３４ ―２：０３．５� １１．０�
６８ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４４４ ―２：０３．６� ７３．４�
１１ マヤノディアウス 牡３栗 ５６ 上村 洋行田所 英子氏 牧 光二 新冠 高橋 忍 ４９０ ―２：０３．９１� ４１．１	
５７ リトルギムレット 牝３黒鹿 ５４

５２ △高倉 稜谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０４ ―２：０４．１１� ３５．７

４５ ゴッドフローラ 牝３芦 ５４ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８４ ―２：０４．４１� ３．２�
７１１ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９２ ―２：０５．３５ ３６．６�
３３ ジャスミンシチー 牝３栗 ５４ 黛 弘人 友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 ４９０ ―２：０６．０４ ６０．２�
８１３ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５４ 丸山 元気土井 肇氏 須貝 尚介 新冠 錦岡牧場 ４７８ ―２：０６．３１� １１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，２５２，０００円 複勝： １４，４９８，７００円 枠連： ８，９１１，８００円

普通馬連： １９，８２２，１００円 馬単： １５，４８１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６２６，８００円

３連複： ２７，７７５，８００円 ３連単： ４５，７５６，４００円 計： １５３，１２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２２０円 � ３６０円 � １４０円 枠 連（７－８） ２，６５０円

普通馬連 �� ９，９８０円 馬 単 �� １８，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ６００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� ８４，６４０円

票 数

単勝票数 計 １１２５２０ 的中 � １０１７９（３番人気）
複勝票数 計 １４４９８７ 的中 � １６３６８（３番人気）� ８３２７（７番人気）� ３５８８０（１番人気）
枠連票数 計 ８９１１８ 的中 （７－８） ２４８８（１０番人気）
普通馬連票数 計 １９８２２１ 的中 �� １４６６（３３番人気）
馬単票数 計 １５４８１６ 的中 �� ６２８（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６２６８ 的中 �� ９１２（２９番人気）�� ４１８８（６番人気）�� ２３７４（１０番人気）
３連複票数 計 ２７７７５８ 的中 ��� ２５９９（２５番人気）
３連単票数 計 ４５７５６４ 的中 ��� ３９９（２６９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．１―１２．５―１２．６―１２．４―１２．１―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．４―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．５―１：３７．８―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ 初出走

２００８．５．１７生 牡３黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円



０２０１７ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２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）

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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１１ レオキュート 牝４黒鹿５４ 丸山 元気�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３４－ ８１：４７．９ ４．０�

５７ クリノマックス 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４９４－１０１：４８．０� ７．７�
５８ ユキノクイーン 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６８－ ２１：４８．１クビ ２．２�
６９ � ホワイトジュエル 牝４芦 ５４ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４８－ ４１：４８．４２ ２５．３�
２２ パルクエスト 牝５鹿 ５５ 中舘 英二木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５１６－ ４ 〃 ハナ ５０．５�
７１２ ラブソネット 牝４鹿 ５４ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ２６．５	
３３ トーホウリッチ 牝５青 ５５

５２ ▲川須 栄彦東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５８－１２１：４８．５� １０．９

３４ サンヴァンサン 牝４栗 ５４

５２ △伊藤 工真万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４－ ６１：４８．６クビ ２７．３�

４６ カネトシマイコサン 牝４栗 ５４ 勝浦 正樹兼松 利男氏 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 ４３２＋ ４１：４９．３４ ４８．１�
４５ クリスマドンナ 牝４黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 ４９０＋ ２１：４９．４クビ ２８．２
８１４ デンコウワン 牝４黒鹿５４ 黛 弘人田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４１８－ ２１：４９．７２ １６３．１�
８１３ ゴシップガール 牝４鹿 ５４

５２ △高倉 稜小川 勲氏 藤岡 健一 新ひだか 平野牧場 ４２０－ ６１：５０．０１� ５８．０�
１１ ミラクルフラッグ 牝４栗 ５４ 田辺 裕信小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４８０± ０１：５１．１７ ９．１�
６１０ エ ア ワ ル ツ 牝６鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４２－１０１：５４．３大差 ８４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２５０，８００円 複勝： １８，２７６，６００円 枠連： ９，０７５，５００円

普通馬連： ２３，５８５，１００円 馬単： １９，１１７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６５１，７００円

３連複： ３６，２５３，２００円 ３連単： ５８，３５１，０００円 計： １８９，５６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（５－７） ２８０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ６，３９０円

票 数

単勝票数 計 １２２５０８ 的中 � ２４４６８（２番人気）
複勝票数 計 １８２７６６ 的中 � ３２７４９（２番人気）� ２２８０２（３番人気）� ５４６８０（１番人気）
枠連票数 計 ９０７５５ 的中 （５－７） ２４３７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３５８５１ 的中 �� ９８２３（５番人気）
馬単票数 計 １９１１７７ 的中 �� ４５７６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６５１７ 的中 �� ５６２３（５番人気）�� ２０８５２（１番人気）�� ８８４６（２番人気）
３連複票数 計 ３６２５３２ 的中 ��� ２６７４９（１番人気）
３連単票数 計 ５８３５１０ 的中 ��� ６７４０（６番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．６―１２．５―１２．８―１３．４―１３．１―１３．０―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―２９．８―４２．３―５５．１―１：０８．５―１：２１．６―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F３９．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

レオキュート �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．６．２８ 札幌４着

２００７．５．４生 牝４黒鹿 母 ユキノゴールド 母母 トサハートフジ １５戦１勝 賞金 １６，６００，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エアワルツ号は，平成２３年２月２３日まで平地競走に出走できない。

０２０１８ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２日 第６競走 ��１，０００�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 ７，０００，０００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

７１２ コウエイフラッシュ �５鹿 ５７ 川島 信二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８６＋ ２ ５８．８ ５．６�

６１０� エイシンアマデウス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ５０２－１２ ５９．０１� ２．５�
５７ スマートキャスター 牡６青 ５７ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ６．２�
６９ メイショウヴァルナ 牡４青鹿 ５６

５３ ▲西村 太一松本 好�氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４４８± ０ ５９．４２� ４．５�
３３ ガリレオシチー 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０４－ ６ ５９．５クビ ３７．６�
８１４ ホッコーイェーガー 牡４青 ５６

５５ ☆松山 弘平矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 	渡 信義 ４７２－１０ ５９．７１ １５．１

３４ ツーピースルーラー 牝４青鹿５４ 上村 洋行西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４６２＋１８１：００．０２ ４８．７�
４５ カラーチャージ 牡６黒鹿５７ 中舘 英二池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １４．４�
７１１ トウカイシグナル 牡７鹿 ５７

５５ △高倉 稜内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ５０２＋ ４１：００．１� ３５．８
５８ ブラウンチーター 牡４鹿 ５６

５４ △伊藤 工真楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２６．１�
１１ ホープホーマン 牡４栗 ５６ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 B５０８＋ ２１：００．４２ ５３．１�
４６ 	 ウォーターリズム 牝４鹿 ５４ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４６４＋ ８１：００．７１
 ５６．１�
８１３�	 マックスリオ �６鹿 ５７ 古川 吉洋田所 英子氏 武市 康男 愛 Rozelle

Bloodstock B５４４＋２８１：０１．３３� １６７．４�
２２ カシノダンク 牡７鹿 ５７ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 三石 畑端牧場 ５０４＋ ８ 〃 クビ ２５６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４２０，０００円 複勝： １８，８３９，７００円 枠連： ７，８４１，９００円

普通馬連： ２６，２０１，０００円 馬単： ２０，１５３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，２１１，０００円

３連複： ３８，２９６，１００円 ３連単： ６０，５４４，０００円 計： １９８，５０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（６－７） ４３０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５２０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ８，９２０円

票 数

単勝票数 計 １３４２００ 的中 � １９０９５（３番人気）
複勝票数 計 １８８３９７ 的中 � ２６２０５（３番人気）� ４０５２４（１番人気）� ２６１７８（４番人気）
枠連票数 計 ７８４１９ 的中 （６－７） １３７５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２６２０１０ 的中 �� ２３５１６（２番人気）
馬単票数 計 ２０１５３５ 的中 �� ７７９２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３２１１０ 的中 �� ９４１０（２番人気）�� ５７９８（６番人気）�� １１７６３（１番人気）
３連複票数 計 ３８２９６１ 的中 ��� １９６９７（２番人気）
３連単票数 計 ６０５４４０ 的中 ��� ５０１１（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイフラッシュ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．７．２０ 小倉５着

２００６．３．１７生 �５鹿 母 スエヒロサプライズ 母母 スエヒロジョウオー １４戦３勝 賞金 ３１，１６４，０００円
※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 グランデワイルド号・スターリバイバル号・ナスザン号
（非抽選馬） １頭 ハヤブサエミネンス号



０２０１９ １月２３日 曇 良 （２３小倉１）第２日 第７競走 １，７００�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 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

６７ � ミ ル ク マ ン 牡４鹿 ５６ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B５３６＋ ８１：４７．９ ３．８�

７９ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５６ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９４－ ２１：４８．１１� １２．４�
１１ メイショウモネ 牡５芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １０．１�
５５ クオリティタイム �５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ 〃 ハナ ５８．９�
３３ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５６ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５１６＋ ６１：４８．２クビ ８．７�
６６ ミラクルセッション 牡５栗 ５７ 武 幸四郎吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：４８．３� ２．５	
２２ � サーチリザルト 牡６鹿 ５７ 浜中 俊 
サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４８．４� ５０．１�
８１１ プ リ テ ィ 牝４青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武 宏平 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２１：４８．８２� ５１．７�

７８ ラ パ リ ー ガ 牝４黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一
大樹ファーム 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ２１：４９．１１� ５．４
４４ マイネヴィント 牝４栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４１：５０．２７ ２０．８�
８１０� パープルパッセージ �５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４３４± ０１：５１．０５ １２３．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，０９９，７００円 複勝： １５，４９５，８００円 枠連： ７，２９７，６００円

普通馬連： ２２，３２３，８００円 馬単： １７，７９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１００，７００円

３連複： ３２，７０４，３００円 ３連単： ６２，９０５，４００円 計： １８２，７２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（６－７） ２７０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ７５０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� ２９，７６０円

票 数

単勝票数 計 １２０９９７ 的中 � ２５６０４（２番人気）
複勝票数 計 １５４９５８ 的中 � ２６５８４（２番人気）� １３０３４（６番人気）� １４７３０（５番人気）
枠連票数 計 ７２９７６ 的中 （６－７） ２００２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２２３２３８ 的中 �� ７１９６（１０番人気）
馬単票数 計 １７７９４７ 的中 �� ４１８７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１００７ 的中 �� ４６１２（７番人気）�� ４０４３（９番人気）�� ２３４０（１９番人気）
３連複票数 計 ３２７０４３ 的中 ��� ４４８４（１８番人気）
３連単票数 計 ６２９０５４ 的中 ��� １５６０（９７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．６―１２．２―１３．１―１２．９―１２．５―１２．７―１２．７―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．４―３０．６―４３．７―５６．６―１：０９．１―１：２１．８―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミ ル ク マ ン �
�
父 Tiznow �

�
母父 Storm Cat

２００７．３．１４生 牡４鹿 母 バイザキャット 母母 Buy the Firm ４戦１勝 賞金 ９，５１０，０００円
地方デビュー ２０１０．９．１２ 水沢

０２０２０ １月２３日 曇 良 （２３小倉１）第２日 第８競走 ２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

２：３８．２
２：３７．４

良

良

４８ パールグレイピアス 牝６青 ５５ 浜中 俊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B４９６－ ２２：３９．９ ７．７�

２３ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５７
５４ ▲川須 栄彦本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７６＋１６２：４０．０� １６．３�

６１１ トミケンプライム 牡６栗 ５７ 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１４± ０２：４０．１� １９．５�
２４ スイートテン 牝４栗 ５４ 鮫島 良太青山 洋一氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ５００± ０ 〃 クビ ２．１�
６１２ アドマイヤジャガー 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６２：４０．３１� １１．４�
５９ メイショウユウシャ 牡６栗 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ５０２＋ ２２：４０．５１ ２８．４�
７１４ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５７

５５ △伊藤 工真佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ８２：４０．６� ３４．９�
１１ メイショウベーネ 牝６鹿 ５５ 上村 洋行松本 和子氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ６３．０	
１２ � サンライズウィル 牡５鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ４２：４０．７クビ １２．４

３６ � マルヘイサッカー 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７８＋ ３２：４０．８� １１１．３�
７１３ エルブールズ 牡４鹿 ５６

５４ △高倉 稜 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０４－１４ 〃 アタマ ３７．８
３５ メジロジョン 牡４栗 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２２＋ ４ 〃 アタマ ５．３�
８１６ マイネルネオハート 牡４黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ６７．３�
８１５ グランドチャペル 牡４黒鹿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 ４８４＋ ４２：４１．０１� ２８．９�
５１０ スマートファントム 牡６鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２２：４１．３２ ８５．４�
４７ アグネスハイヤー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム B４５０＋ ４２：４１．５１� ８４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２６１，７００円 複勝： １８，８８４，２００円 枠連： ９，６１４，３００円

普通馬連： ２７，５６２，１００円 馬単： １９，４３５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５１８，６００円

３連複： ４５，８７１，５００円 ３連単： ７２，３４０，５００円 計： ２２１，４８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２３０円 � ３９０円 � ５１０円 枠 連（２－４） ６６０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� １０，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� １，６４０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� １８，３６０円 ３ 連 単 ��� １００，７４０円

票 数

単勝票数 計 １３２６１７ 的中 � １３６３６（３番人気）
複勝票数 計 １８８８４２ 的中 � ２４９３６（３番人気）� １２１８９（６番人気）� ８８３７（７番人気）
枠連票数 計 ９６１４３ 的中 （２－４） １０８１１（３番人気）
普通馬連票数 計 ２７５６２１ 的中 �� ４５１５（１５番人気）
馬単票数 計 １９４３５６ 的中 �� １３７３（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５１８６ 的中 �� １９９２（１９番人気）�� ２１９７（１７番人気）�� １３０３（３３番人気）
３連複票数 計 ４５８７１５ 的中 ��� １８４４（５６番人気）
３連単票数 計 ７２３４０５ 的中 ��� ５３０（２８５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１２．２―１２．７―１３．１―１３．３―１２．５―１２．２―１１．７―１１．９―１１．８―１２．４

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―２３．９―３６．１―４８．３―１：０１．０―１：１４．１―１：２７．４―１：３９．９―１：５２．１―２：０３．８―２：１５．７―２：２７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パールグレイピアス �
�
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 ２００８．３．９ 阪神４着

２００５．５．２７生 牝６青 母 マルカパール 母母 ディスコホール １７戦２勝 賞金 ２１，７４０，０００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） １頭 オリオンザドーター号
（非抽選馬） ２頭 エイシンブイダンス号・ローレルクラシック号



０２０２１ １月２３日 曇 良 （２３小倉１）第２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 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

７９ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６２± ０１：４８．３ ６．６�

４４ � モルフェキング 牡４黒鹿５６ 中舘 英二並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４７６＋ ８１：４８．４� ４．０�
７１０ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６８＋ ２１：４８．６１� １．７�
５５ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 丸山 元気片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４７６＋ ８ 〃 クビ ２２．１�
３３ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５６ 太宰 啓介中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０４± ０ 〃 アタマ ２２．０�
１１ スターノーブルマン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５４２＋ ８１：４８．７クビ １５．０�
２２ � ワンダーアサールト 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 新ひだか 米田牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ ３２．８	
８１１� サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３０－ ４１：４９．０１� ４９．６

８１２� ホクセツポイント 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４４８± ０ 〃 ハナ １３９．３�
６８ オウシュウベスト 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４５２＋ ８１：４９．１� ２５．５�
６７ � アスカノラムセス 牡５栗 ５７

５４ ▲西村 太一豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４７６＋ ４１：４９．５２� １７８．０
５６ リュウシンゴールド 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４４８－ ６１：５１．０９ １３８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，８１７，１００円 複勝： ５０，３４３，２００円 枠連： ９，８５３，５００円

普通馬連： ３６，００９，３００円 馬単： ３４，２６３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３４９，６００円

３連複： ４８，６０４，７００円 ３連単： １２６，６７７，９００円 計： ３３９，９１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １００円 枠 連（４－７） ２３０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２７０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 １７８１７１ 的中 � ２１４０７（３番人気）
複勝票数 計 ５０３４３２ 的中 � ２３３８１（３番人気）� ４９０６０（２番人気）� ３５９６４３（１番人気）
枠連票数 計 ９８５３５ 的中 （４－７） ３１８４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６００９３ 的中 �� １４７０７（５番人気）
馬単票数 計 ３４２６３３ 的中 �� ７１０２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３４９６ 的中 �� ７３１６（５番人気）�� １３５６３（２番人気）�� ３７２２９（１番人気）
３連複票数 計 ４８６０４７ 的中 ��� ６０８６３（１番人気）
３連単票数 計１２６６７７９ 的中 ��� １１９８５（２０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．７―１２．８―１３．９―１３．０―１２．１―１２．２―１２．５―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．６―３１．４―４５．３―５８．３―１：１０．４―１：２２．６―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
１
３
１，４（３，６）１０（２，９）１２，１１－（７，５）８・（１，４）（３，９，１０）（２，５）（１１，６，１２）８－７

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

勝馬の
紹 介

エーシンアルカウス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．７．３ 福島１１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 フェアリースワン 母母 Buzzovertomyhouse ８戦２勝 賞金 １３，３００，０００円
〔その他〕 ワンダーアサールト号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーアサールト号は，平成２３年３月２３日まで出走できない。

０２０２２ １月２３日 曇 良 （２３小倉１）第２日 第１０競走 ��１，２００�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ クレバーサンデー 牡４鹿 ５６ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７４＋ ６１：０８．６ ２．２�

８１７ リッカスウィープ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ６．０�
５１０ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５４ 二本柳 壮ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４２８＋ ８１：０８．８１� ６４．４�
７１５ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４２４＋ ６１：０８．９� ２４．４�
７１４ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５４ 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４６－ ６ 〃 アタマ １２．３�
３５ キュートシルフ 牝５青 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４３０－ ２１：０９．０クビ １２．７	
２３ ユキノラムセス 牡４栗 ５６ 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム ４６０－ ４１：０９．２１ ５．９

４８ ケイエスケイト 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４７８＋１０ 〃 クビ ８８．０�
６１１ スズカサクセス 牡４鹿 ５６ 宮崎 北斗永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６４＋ ４１：０９．３� ６５．８
１１ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４８６－ ２ 〃 クビ １２．７	
１２ トーコーブロンコ 牡４青鹿５６ 藤岡 康太森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４８８＋ ８１：０９．４クビ ６３．５�
８１８� ラガーキセキ 牝５青鹿５５ 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４３４± ０１：０９．５� １２０．８�
４７ � トシザレイクブルー 牝５栗 ５５ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １０．６�
７１３� アグネスロージイ 牝５青鹿５５ 丸山 元気渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Orpendale ４２４＋ ４１：０９．６クビ １０６．５�
５９ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：０９．８１	 ２０５．９�
２４ ヤマニンファンシー 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ４１：０９．９� １２７．７�
３６ �� キャンディームーン 牝５栗 ５５ 上村 洋行吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Merry Go－Round

Co., Ltd. ４８８－ ２１：１０．０� １８７．９�
８１６ テイエムマイヒメ 牝４栗 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 土井牧場 ４５４－ ８ 〃 アタマ ２１２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４０８，４００円 複勝： ３０，００４，１００円 枠連： １５，７３４，５００円

普通馬連： ５５，９２０，４００円 馬単： ３８，６７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２１３，１００円

３連複： ８３，４５０，８００円 ３連単： １６８，８２５，９００円 計： ４３６，２３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １，０７０円 枠 連（６－８） ６３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２，５４０円 �� ５，５５０円

３ 連 複 ��� １２，５２０円 ３ 連 単 ��� ３５，６７０円

票 数

単勝票数 計 １９４０８４ 的中 � ７００１９（１番人気）
複勝票数 計 ３０００４１ 的中 � ９６７３８（１番人気）� ３３１０９（３番人気）� ４６３２（１１番人気）
枠連票数 計 １５７３４５ 的中 （６－８） １８４７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５９２０４ 的中 �� ５６８９６（２番人気）
馬単票数 計 ３８６７９９ 的中 �� ２６６１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２１３１ 的中 �� １８２２７（２番人気）�� ２２０７（２８番人気）�� ９９２（４５番人気）
３連複票数 計 ８３４５０８ 的中 ��� ４９２２（３８番人気）
３連単票数 計１６８８２５９ 的中 ��� ３４９３（８８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．２―１１．６―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．７―４５．３―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．９
３ ・（５，１７）１８（１３，１６）（４，１５，１２）（３，６，７，１０）（１１，１４）（１，９，２）８ ４ ・（５，１７）（１８，１６）（１３，１２）（４，１５，１０）（３，６，７，１４）（１，１１，２，８）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーサンデー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．８ 札幌８着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 カガミサンデー 母母 カ ガ ミ ジ シ １４戦２勝 賞金 ３２，６３９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アイファーハイカラ号・オーナーズアイ号・クレムリンシチー号・コスモピアチューレ号・タフネスデジタル号・

ピンクジャスミン号



０２０２３ １月２３日 曇 良 （２３小倉１）第２日 第１１競走 ��２，０００�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走１５時２５分 （芝・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 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２２ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２－ ４１：５９．９ ２．０�

６６ メイショウカンパク 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８６＋１４ 〃 クビ ５．６�
８１１� スカイリュウホー 牡７鹿 ５７ 浜中 俊小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ８２：００．１１� １４．１�
１１ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４４４－ ２２：００．３１� ６．４�
６７ ニュービギニング 牡７鹿 ５７ 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ６２：００．４� ５５．９�
４４ ノボリデューク 牡６青 ５７ 石橋 守原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４８４－ ８２：００．５� ３３．９	
８１０ ミキノバンジョー 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５０４－ ４２：００．８１� ５．９

５５ ワンダームシャ 牡６鹿 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６８－ ８２：００．９� ２０．０�
７９ マルティンスターク 牝６鹿 ５５ 松山 弘平 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４５６＋１６ 〃 ハナ ６１．３�
３３ メトロシュタイン 牡７青鹿５７ 中舘 英二太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２４＋１４２：０１．２２ １３４．３
７８ ナリタトルネード 牡６栗 ５７ 古川 吉洋�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ２０．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，２１８，１００円 複勝： ４３，７０７，５００円 枠連： ２４，５１５，８００円

普通馬連： １１９，４８４，３００円 馬単： ７７，５５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０７２，７００円

３連複： １４２，７１４，９００円 ３連単： ３６３，１４４，２００円 計： ８３８，４１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ５７０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５５０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ５，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３１２１８１ 的中 � １２８００９（１番人気）
複勝票数 計 ４３７０７５ 的中 � １５４６０６（１番人気）� ６１４９４（３番人気）� ２７２５９（５番人気）
枠連票数 計 ２４５１５８ 的中 （２－６） ３１８６６（２番人気）
普通馬連票数 計１１９４８４３ 的中 �� １５９００８（１番人気）
馬単票数 計 ７７５５８５ 的中 �� ６５６７８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０７２７ 的中 �� ３９２３５（２番人気）�� １５４２４（６番人気）�� ９８４６（１０番人気）
３連複票数 計１４２７１４９ 的中 ��� ５６３６９（４番人気）
３連単票数 計３６３１４４２ 的中 ��� ５１４７０（８番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．３―１２．０―１２．８―１２．１―１２．１―１１．８―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１１．９―２３．２―３５．２―４８．０―１：００．１―１：１２．２―１：２４．０―１：３５．８―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフォルジュルネ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー ２０１０．１．５ 京都３着

２００７．１．１３生 牝４鹿 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope １０戦４勝 賞金 ５６，７７０，０００円
〔制裁〕 ラフォルジュルネ号の騎手田辺裕信は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金１００，０００円。

０２０２４ １月２３日 晴 良 （２３小倉１）第２日 第１２競走 ��１，７００�
は や と も

早 鞆 特 別
発走１６時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．２３以降２３．１．１６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５１０� アークビスティー 牡５鹿 ５６ 丸山 元気備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown
and Lendy Brown ５３８－ ６１：４６．４ ４．５�

１２ � コスモナダル 牡５黒鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪
Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６０± ０ 〃 ハナ １０．４�
８１５ ニシノミーチャン 牝５鹿 ５１ 川須 栄彦西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７２＋ ２１：４６．６１� ２８．２�
５９ クリスマスキング 牡５鹿 ５４ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２１：４７．１３ １４．０�
４７ オウケンマジック 牡５鹿 ５４ 高倉 稜福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２５．６�
６１１� トーホウボガード 牡６鹿 ５３ 藤岡 康太東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４７８＋１２１：４７．３１� ２０．０	
１１ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５５ 赤木高太郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４８０＋ ６ 〃 クビ ３．５

８１６ チュウワブロッサム 牝４鹿 ５１ 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６６－ ６ 〃 ハナ ４２．２�
７１４ ユジェニックブルー 牡４黒鹿５４ 田中 健 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３４＋ ６１：４７．４クビ ６．７�
６１２ タガノガルーダ 牝４栗 ５２ 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 ４５２＋ ４１：４７．７２ ７．９
４８ アグネスヨジゲン 牡８鹿 ５４ 北村 友一渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９６＋１４１：４８．０１� ６３．１�
２４ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５１ 伊藤 工真土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４３０± ０１：４８．１クビ １１６．２�
７１３ メイショウヤワラ 牝６栗 ５２ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５４０－ ８１：４８．３１� １１．１�
３６ � ベ ロ ー チ ェ 牡８鹿 ５３ 二本柳 壮モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６２＋ ２１：４９．２５ ６２．６�
２３ � トミケントラスト 牡７鹿 ５２ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５４６＋１４１：４９．４１� １１４．９�
３５ クリノサンデーママ 牝５栗 ５１ 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４４２＋ ２１：５０．９９ ５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３２，１００円 複勝： ３４，３８２，５００円 枠連： ２６，７９８，１００円

普通馬連： ７７，４０２，９００円 馬単： ４６，９５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３０３，６００円

３連複： １２１，００９，４００円 ３連単： ２３３，０２６，４００円 計： ５９３，１０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２１０円 � ３３０円 � ７６０円 枠 連（１－５） ５７０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ２，２６０円 �� ３，７１０円

３ 連 複 ��� １９，９７０円 ３ 連 単 ��� ８４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３２１ 的中 � ３８９６１（２番人気）
複勝票数 計 ３４３８２５ 的中 � ５２８８８（２番人気）� ２７３３０（５番人気）� １００１４（１０番人気）
枠連票数 計 ２６７９８１ 的中 （１－５） ３５０３２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７４０２９ 的中 �� ２５６５８（６番人気）
馬単票数 計 ４６９５３１ 的中 �� ８９７７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３０３６ 的中 �� ７８７３（１２番人気）�� ３３８５（２６番人気）�� ２０３２（４５番人気）
３連複票数 計１２１００９４ 的中 ��� ４４７３（６１番人気）
３連単票数 計２３３０２６４ 的中 ��� ２０３８（２４８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．２―１７．６―２９．０―４１．８―５４．７―１：０７．５―１：２０．５―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アークビスティー �
�
父 Street Cry �

�
母父 Sky Classic デビュー ２００８．１２．７ 阪神４着

２００６．５．１１生 牡５鹿 母 Celestic 母母 Phydilla １５戦４勝 賞金 ４９，５７１，０００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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タガノジョーカー号・ミコノス号
（非抽選馬） ３頭 エリモアラルマ号・オースミレジスタ号・トシザコジーン号



（２３小倉１）第２日 １月２３日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

１８４，２９０，０００円
３，２２０，０００円
６，９００，０００円
１，７６０，０００円
１７，４１０，０００円
５６，８１６，５００円
４，４７２，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
１８７，６５４，１００円
３１４，３６３，７００円
１４５，３３０，１００円
４７７，１７５，２００円
３４８，８２０，１００円
２０６，４４８，６００円
６８５，２７９，２００円

１，３７８，６１１，３００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 ３，７４３，６８２，３００円

総入場人員 ８，０９５名 （有料入場人員 ７，４１７名）


