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０７１３３ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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

６１２ マルデデルマ 牝３栗 ５４
５２ △川須 栄彦吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：４８．０ ７．７�

７１４ クリアザウェイ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４７６＋ ４１：４８．３１� １４．４�
８１６ マイネマグノリア 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ４１：４８．６１� ５．７�
５９ アプレレクール 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４８．７� ３．９�
４８ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０± ０１：４９．０１� ３．１�
７１３ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４４４＋ ４１：４９．２１ １２９．９	
４７ タマモコメット 牝３芦 ５４ 芹沢 純一タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４３２－ ４１：４９．７３ １１．４

３５ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ２１：５０．４４ １４．６�
２４ カ ル テ ッ ト 牝３青鹿５４ 幸 英明阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４５２＋１０ 〃 ハナ ２８．４�
３６ チョウイケイケ 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 中地 康弘 ４７４＋ ６１：５０．７２ ２６．４

６１１ フェリスヴァーズ 牝３黒鹿 ５４
５２ △高倉 稜�佐藤牧場 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ４５８－ ８１：５０．９１� ８０．２�

（法６３４）

８１５ エクセレントブルー 牝３鹿 ５４ 丸山 元気 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４５６± ０１：５１．３２� ４５．５�
１１ アカシサフィア 牝３青鹿５４ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４４４－ ４１：５１．５１� ５８．７�
１２ セッカチクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４３４± ０１：５１．９２� １２２．２�
５１０ マイフラワー 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一ディアレスト 宗像 義忠 新冠 ハクツ牧場 ４３２－ ８１：５２．１１� ３６６．９�
２３ ル シ ェ ロ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 ４５０－１０ （競走中止） １５１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６１４，１００円 複勝： ２２，７６２，４００円 枠連： ６，９９７，１００円

普通馬連： ２５，４３６，６００円 馬単： １７，０２７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５６４，１００円

３連複： ４２，２８２，０００円 ３連単： ６１，１４９，２００円 計： １９９，８３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２８０円 � ４２０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ４，４３０円

普通馬連 �� ４，６１０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５９０円 �� ７００円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ９，０２０円 ３ 連 単 ��� ６２，２５０円

票 数

単勝票数 計 １０６１４１ 的中 � １０９２１（４番人気）
複勝票数 計 ２２７６２４ 的中 � ２１５５０（４番人気）� １３０６３（６番人気）� ２９７９０（３番人気）
枠連票数 計 ６９９７１ 的中 （６－７） １１６８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ２５４３６６ 的中 �� ４０７９（１９番人気）
馬単票数 計 １７０２７６ 的中 �� １３４４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５６４１ 的中 �� ２０６０（２１番人気）�� ４９８４（６番人気）�� ２１４７（２０番人気）
３連複票数 計 ４２２８２０ 的中 ��� ３４６３（２７番人気）
３連単票数 計 ６１１４９２ 的中 ��� ７２５（１８９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．８―４４．７―５７．９―１：１０．７―１：２３．３―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

マルデデルマ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．４ 札幌６着

２００８．５．５生 牝３栗 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク ８戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 ９時５１分に変更。
〔競走中止〕 ルシェロ号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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。
（非抽選馬） １頭 クリノワンチャンス号

０７１３４ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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

５７ キングファルコン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１０± ０１：００．２ ５．５�

３４ ラルガヴィータ 牝３鹿 ５４
５１ ▲西村 太一ディアレスト 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４３６－ ４１：００．３� ９．１�

４６ ハ ロ ー タ マ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信ニットー商事� 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 ４４６＋ ４１：００．４クビ ４．８�
８１３ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４２－１８１：００．５� １３．２�
１１ ウィズイングレース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６２± ０１：００．８１� １５２．４�
４５ クールオーシャン 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 ４９０－ ９ 〃 アタマ ４．７�
７１２ マヤリッシュ 牝３黒鹿５４ 上村 洋行	まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４１２ ― 〃 クビ ５１．５

２２ トノニオマカセ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介村田 哲朗氏 坂本 勝美 白老 習志野牧場 B４８８－ ８１：０１．０１ １１６．８�
５８ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 武 英智今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６０－ ４１：０１．２１ ２１．５�
６１０ コスモソルフェリノ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 	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 ４３８－１０１：０１．８３� ２．９
７１１ マルヴァジア 牝３栗 ５４ 柴原 央明	下河辺牧場 田中 章博 日高 下河辺牧場 ４４４－ ８ 〃 アタマ ６１．１�
３３ ニホンピロルナ 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４１０＋ ２１：０２．０１� １９９．５�
６９ トウカイカンナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ４３０－１４１：０２．１� ９４．２�
８１４ キョウワジャスミン 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦	協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ３９８－１０１：０２．５２� ９９．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，４７８，５００円 複勝： １５，５８９，５００円 枠連： ７，２７７，７００円

普通馬連： ２３，０２７，８００円 馬単： １７，４４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１８８，４００円

３連複： ３５，２９３，４００円 ３連単： ５５，４９５，１００円 計： １７６，７９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（３－５） １，４５０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ５３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １５，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０４７８５ 的中 � １５１５４（４番人気）
複勝票数 計 １５５８９５ 的中 � ２０９１７（４番人気）� １８７８９（５番人気）� ２６３２６（３番人気）
枠連票数 計 ７２７７７ 的中 （３－５） ３７１２（７番人気）
普通馬連票数 計 ２３０２７８ 的中 �� １０２１３（８番人気）
馬単票数 計 １７４４７２ 的中 �� ４２８５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１８８４ 的中 �� ５２２４（８番人気）�� ５７８５（６番人気）�� ４９５６（９番人気）
３連複票数 計 ３５２９３４ 的中 ��� １０９４３（８番人気）
３連単票数 計 ５５４９５１ 的中 ��� ２７１５（４９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングファルコン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．７．２５ 函館１２着

２００８．４．１９生 牡３鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー ７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サウンドマンボ号・ジンライムシュガー号・フォージドアストロ号・ブルボンノキセキ号
（非抽選馬） ２頭 ダハシュール号・ハテナキユメ号

第２回　小倉競馬　第１２日



０７１３５ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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

６１１ ロングメダル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム ５０８ ―１：４７．８ ６２．５�

５１０ コスモコナン 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新ひだか 上野 正恵 ４６６－ ７１：４８．４３� ２４．８�
２３ � ヒシマキシム 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe ４９０－ ２１：４８．７２ ５．９�

２４ レイフザラッキー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 新ひだか 酒井 秀紀 ４６８－ ８ 〃 クビ ６．９�
５９ � カネトシイナーシャ 牡３黒鹿 ５６

５４ △川須 栄彦兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC ４７８ ―１：４８．８クビ １６．８�

７１３ エミリアビスティー 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４－１６１：４９．５４ ２２．１�

４８ トラファルガー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行内藤 好江氏 中島 敏文 茨城 内藤牧場 ４６２－ ２１：４９．７１ ２３．２	
４７ ラインゴーワイルド 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 平取 二風谷ファーム ４４８－ ６１：４９．８� ３３．５

３５ スマートスピリット 牡３鹿 ５６ 丸山 元気大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ―１：４９．９� ４０．３�
３６ スマイルフォンテン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４８２＋ ２１：５０．９６ ２９１．１�
６１２ ホッコーキングダム 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４７４－ ２１：５１．６４ ３８９．９
８１６ ローズオブメイ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 谷口牧場 ４３２－１４１：５１．９２ ２３８．９�
１２ � リッシュビスティー 牡３栗 ５６ 中舘 英二備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Mine Excava-

tion Syndicate ４５４＋ ６１：５２．１１� １．６�
８１５ パープルテンリュ 牡３栗 ５６ 酒井 学中野 銀十氏 境 直行 新ひだか 竹内 良一 ４６２＋ ２１：５２．４２ １９．９�
１１ モ チ ヅ キ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４７４－ ２１：５２．５クビ ３２５．３�
７１４ タイホウルーナ 牝３芦 ５４ 田中 博康 M・K・Kクラブ組合 保田 一隆 青森 山内牧場 ４２８－ ６１：５６．５大差 ６９２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７０３，３００円 複勝： ３４，７６６，０００円 枠連： ９，２４１，０００円

普通馬連： ２６，２４４，２００円 馬単： ２２，７６０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１５９，１００円

３連複： ３９，１８７，６００円 ３連単： ７０，２１８，５００円 計： ２２９，２８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，２５０円 複 勝 � ２，２８０円 � ９６０円 � ３５０円 枠 連（５－６） １０，９７０円

普通馬連 �� ３７，１８０円 馬 単 �� ９９，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，５００円 �� ３，４５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ６８，５４０円 ３ 連 単 ��� ５８８，８８０円

票 数

単勝票数 計 １３７０３３ 的中 � １７３０（１１番人気）
複勝票数 計 ３４７６６０ 的中 � ３６６９（１１番人気）� ９１８４（６番人気）� ３００４５（２番人気）
枠連票数 計 ９２４１０ 的中 （５－６） ６２２（２０番人気）
普通馬連票数 計 ２６２４４２ 的中 �� ５２１（５３番人気）
馬単票数 計 ２２７６０６ 的中 �� １６８（１１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１５９１ 的中 �� ４８５（４９番人気）�� ９２２（３２番人気）�� ３６７９（９番人気）
３連複票数 計 ３９１８７６ 的中 ��� ４２２（１３０番人気）
３連単票数 計 ７０２１８５ 的中 ��� ８８（８５９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．３―４１．８―５４．７―１：０８．１―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４F５３．１―３F３９．７
１
３

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

２
４

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

ロングメダル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２００８．３．９生 牡３鹿 母 ロングカイソウ 母母 ロングマサユメ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 スマイルフォンテン号の調教師石毛善彦は，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。

ホッコーキングダム号の騎手水口優也は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番への進路影
響）

〔その他〕 リッシュビスティー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
タイホウルーナ号は，４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。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キルデビルヒルズ号・スプリングルシオ号・ダイコウヒョウ号・トシキャプテン号・マンマルコ号

０７１３６ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第４競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

７１２ ラディアーレ 牡３鹿 ５６ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５４－１２ ５９．２ ３．３�

６９ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４
５１ ▲西村 太一深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ６１：００．４７ １２．６�

４５ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３８－ ２１：００．５クビ ６．６�
６１０ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ３９８－ ４１：００．９２� １５５．９�
４６ シャドーボール 牡３青鹿５６ 藤岡 康太金井 順一氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ５６．８�
３４ メイショウクロシオ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 鶴留 明雄 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ４１：０１．０� ２４．０�
７１１ タイセイブーケ 牝３芦 ５４ 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 前川 正美 ４４０－ ４１：０１．２１� ６６．８�
５７ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４７０－１６１：０１．４１� ２．４	
８１３ コーンビスティー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 アタマ ８．８

８１４ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 黛 弘人小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４４８－ ４１：０１．５クビ ２９．４�
３３ アドマイヤシェマカ 牝３栗 ５４ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４１８－１０ 〃 クビ １０８．９�
２２ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B４６８± ０１：０２．０３ ４２．０�

５８ マックススパイス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ２１：０２．３１� ３２．５�
１１ オリオンザゴールド 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４５４－ ６１：０２．４クビ ３４８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１４２，６００円 複勝： ２１，８８４，３００円 枠連： ８，４５０，１００円

普通馬連： ２７，４４３，８００円 馬単： ２１，０７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２９５，０００円

３連複： ４２，５９３，７００円 ３連単： ６９，４１４，９００円 計： ２１９，３０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，３３０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ４８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １５，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４１４２６ 的中 � ３４１０２（２番人気）
複勝票数 計 ２１８８４３ 的中 � ４０３３５（２番人気）� ２０８１２（５番人気）� ３１１２６（３番人気）
枠連票数 計 ８４５０１ 的中 （６－７） ４６９４（６番人気）
普通馬連票数 計 ２７４４３８ 的中 �� １２５３４（７番人気）
馬単票数 計 ２１０７８３ 的中 �� ５６２２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２９５０ 的中 �� ５５８６（７番人気）�� ７７３９（４番人気）�� ４８２３（８番人気）
３連複票数 計 ４２５９３７ 的中 ��� １１１５１（８番人気）
３連単票数 計 ６９４１４９ 的中 ��� ３３５３（３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．９―４６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラディアーレ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．１１．２８ 京都６着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 レイオブライト 母母 リアルドラマ ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アイムヒアー号・エスケイノーブル号・クリノエンドレス号・シルダリア号・ダンツソレイユ号・テオブロマ号・

トウショウレグルス号・ブライティアアース号・ミヤビアザーレ号・メイショウカーネル号・リンガスゲート号・
ワンダーゴヴェルノ号

（非抽選馬） ４頭 アグネススコール号・カシノエベレスト号・スバルオーロラ号・ミケランジェロ号



０７１３７ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

１２ プリンスヴィル 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４８０－ ６２：００．９ ４．０�

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 ４２２± ０２：０１．１１� １７．１�
５９ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０２：０１．２� ８．８�
８１６ タガノキズナ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５１０－ ２２：０１．５１� ６．４�

２４ イイデトウキョウ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 小泉 学 ４８２＋ ２２：０１．６クビ １４．５�
７１３ デットシーピサ 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３４＋ ２ 〃 アタマ ３．３	
６１２ ア プ ジ ヒ ト 牡３栗 ５６ 丸田 恭介伊藤 信之氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４７２－１０２：０１．８１� ３５．１

４７ ミライポケット 牝３黒鹿５４ 丸山 元気 �ロードホースクラブ 北出 成人 新ひだか ケイアイファーム ４３２－ ２ 〃 クビ ９．９�
３６ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４５６－ ４２：０２．０１ １６．５�
１１ カフェドフレール 牝３黒鹿５４ 幸 英明吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６２－ ６２：０２．１� １１０．５
２３ コラボレーション 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真臼倉 勲氏 斎藤 誠 新ひだか 池田牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ８３．７�
３５ ボ ル ト 牝３青鹿５４ 鮫島 良太中村 浩章氏 友道 康夫 様似 清水スタッド ４１６ ―２：０２．２� １４２．３�
８１５ アルジェンタム 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７６ ―２：０２．６２� １４．７�
５１０ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４３４＋ ８２：０２．７� ６９．７�
６１１ リトルギムレット 牝３黒鹿５４ 中舘 英二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４０２－ ２２：０３．４４ １６０．８�
４８ ローレルガイア 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４８４ ―２：０４．７８ ２１７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７６５，６００円 複勝： ２８，５０６，８００円 枠連： １０，２１９，１００円

普通馬連： ３４，９９０，３００円 馬単： ２３，１９０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３７１，４００円

３連複： ５４，５１７，５００円 ３連単： ８３，７１４，４００円 計： ２６９，２７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ３６０円 � ３９０円 枠 連（１－７） ４７０円

普通馬連 �� ３，６００円 馬 単 �� ４，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� １，２１０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� １２，９７０円 ３ 連 単 ��� ６３，９６０円

票 数

単勝票数 計 １６７６５６ 的中 � ３３２６７（２番人気）
複勝票数 計 ２８５０６８ 的中 � ４８４２９（２番人気）� １９０５２（６番人気）� １７３３５（７番人気）
枠連票数 計 １０２１９１ 的中 （１－７） １６２６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４９９０３ 的中 �� ７１８２（１４番人気）
馬単票数 計 ２３１９０９ 的中 �� ３６４９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３７１４ 的中 �� ３２１４（１６番人気）�� ３５８４（１４番人気）�� １６６６（３０番人気）
３連複票数 計 ５４５１７５ 的中 ��� ３１０４（４４番人気）
３連単票数 計 ８３７１４４ 的中 ��� ９６６（１９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．５―４８．１―１：００．５―１：１２．８―１：２５．１―１：３７．０―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
３

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

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

プリンスヴィル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．５ 札幌３着

２００８．５．１生 牡３黒鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 クーファセクメト号・セルリアンディンゴ号・フェアープライド号

０７１３８ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
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

１１ スマートルシファー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５０６＋ ４１：４５．７ １．８�

１２ � マリブスター 牡３栗 ５６ 丸山 元気吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC ５０８－ ４１：４６．４４ ６．５�

６１１ コスモイーチタイム 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ４１：４６．５� ８．７�
５９ タガノエテルネル �３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７６－ ８１：４６．７１� ５７．６�

８１５ リリーファイアー 牡３鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋ ２１：４６．８� １２．７�
４８ ハギノダルタニアン 牡３栗 ５６ 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４１：４７．１２ ３６．９�
８１６� アンシャンタン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信	ノースヒルズ 中竹 和也 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC. ４８０－ ８１：４７．３１ ３４．３

２３ マイネルティンラン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 	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 ４４０＋ ６１：４７．７２� ９４．４�
２４ キングオブフェイス 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ １１．０�
３５ マイネルガネーシャ 牡３栗 ５６ 酒井 学 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４７０－ ２１：４８．５５ ３３．９
７１３ カネトシマーシャル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６＋ ６１：４９．３５ ５６．８�
３６ 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－ ４１：４９．７２� ４８．８�
６１２ リバーロイヤル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４５６－１６１：４９．８クビ １４５．０�
７１４ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５４ 幸 英明岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４７６＋ ６１：５０．１２ １２．３�
４７ ニシノペヨン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４４６－ ２１：５０．２� ２９６．１�
５１０ ク エ ル ク ス 牝３黒鹿５４ 上村 洋行 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋ ２１：５２．１大差 ８８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７４４，５００円 複勝： ２８，０２５，７００円 枠連： １０，９４８，５００円

普通馬連： ３４，２４０，５００円 馬単： ２３，７６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０４１，３００円

３連複： ４６，８８９，６００円 ３連単： ７８，７３７，９００円 計： ２５９，３９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－１） ７３０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ４，１１０円

票 数

単勝票数 計 １８７４４５ 的中 � ８４５９９（１番人気）
複勝票数 計 ２８０２５７ 的中 � ８９８６７（１番人気）� ３８３６６（２番人気）� ３１２８２（３番人気）
枠連票数 計 １０９４８５ 的中 （１－１） １１２０５（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４２４０５ 的中 �� ３８７９６（２番人気）
馬単票数 計 ２３７６９３ 的中 �� １７２７１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０４１３ 的中 �� １８５６６（１番人気）�� １５９９１（２番人気）�� ６８２１（５番人気）
３連複票数 計 ４６８８９６ 的中 ��� ２５６１８（１番人気）
３連単票数 計 ７８７３７９ 的中 ��� １４１６９（１番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１２．０―１３．４―１２．４―１２．４―１２．６―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．６―２９．６―４３．０―５５．４―１：０７．８―１：２０．４―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．９
１
３
１，１５，１４（２，９，１３，１６）１０（５，８）１２（１１，６）－７，４－３
１－（２，１５）１４（１１，１６）（９，１０）（１３，１２，６）（８，４）（５，７，３）

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

勝馬の
紹 介

スマートルシファー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１１．２０ 東京１０着

２００８．３．１５生 牡３黒鹿 母 ペ ル ヴ ィ ア 母母 Valthea ４戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クエルクス号は，平成２３年５月１０日まで平地競走に出走できない。



０７１３９ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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，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

３３ サスティナブル 牡４鹿 ５７ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５２８＋ ２ ５８．４ ６．９�

８１３ 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 ５１４＋ ６ ５９．０３� １４．２�
４６ � ナイトアンジェロ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ４８８－ ８ 〃 ハナ ５．９�
８１４ サマーソング 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０ 〃 クビ ５．５�
２２ エーシンハダル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９６＋ ２ ５９．１クビ １０．０�
７１１� フローズンタイム 牡５栗 ５７

５５ △川須 栄彦広尾レース� 加藤 征弘 英 Redmyre, Silfield
and Rathmore ４９８－ ６ 〃 ハナ ２．９�

６９ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 中舘 英二松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ
ナル牧場 ４７８－ ４ ５９．５２� ８．５	

３４ ポリティカルパワー 牡４青 ５７ 小林 淳一加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ５９．２

１１ � テーオーマグナム 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎小笹 公也氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ ５９．６� ２３．１�
５８ カネコメリッチ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人�岡 義雄氏 作田 誠二 日高 野口牧場 ４７２－３２ ５９．７クビ １６３．４�
７１２ ゴーゴーシュンスケ 牡４栗 ５７ 鮫島 良太藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５６± ０１：００．０１� ７０．３
５７ � カシノカルミア 牝４栗 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４４８－ ４１：００．８５ １４３．５�
６１０� メイショウレックス 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己松本 好�氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ５１８＋１２１：０１．１１� ７７．４�
４５ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５８－ ８ （競走中止） ３７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４７０，６００円 複勝： ２５，２４３，４００円 枠連： ９，０９９，９００円

普通馬連： ３０，１３７，０００円 馬単： ２２，８８０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５６０，９００円

３連複： ４３，４６７，３００円 ３連単： ７７，６８９，９００円 計： ２３７，５４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２９０円 � ３８０円 � ２３０円 枠 連（３－８） １，２９０円

普通馬連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ７４０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １０，４００円 ３ 連 単 ��� ６３，２９０円

票 数

単勝票数 計 １３４７０６ 的中 � １５４４９（４番人気）
複勝票数 計 ２５２４３４ 的中 � ２３４２４（５番人気）� １５９３９（７番人気）� ３２２４１（２番人気）
枠連票数 計 ９０９９９ 的中 （３－８） ５２１２（６番人気）
普通馬連票数 計 ３０１３７０ 的中 �� ４９２９（１８番人気）
馬単票数 計 ２２８８０９ 的中 �� ２２９８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５６０９ 的中 �� ２６７７（１９番人気）�� ５３８０（７番人気）�� ２８３９（１７番人気）
３連複票数 計 ４３４６７３ 的中 ��� ３０８５（３６番人気）
３連単票数 計 ７７６８９９ 的中 ��� ９０６（２００番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．２―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．８―３４．０―４５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サスティナブル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２００９．１０．１０ 東京５着

２００７．４．１５生 牡４鹿 母 パールブライダル 母母 リフアインガール ８戦２勝 賞金 １９，０００，０００円
〔競走中止〕 テングジョウ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔その他〕 メイショウレックス号は，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〕 メイショウレックス号は，平成２３年６月１０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムカルメン号・ラブチャーミー号

０７１４０ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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）

５００万円以下；負担重量は，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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６１１ ウォーボネット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７６－ ８２：００．９ ２４．５�

１１ 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 ４６０＋ ２２：０１．０� ４．２�
３４ � サクラボールド 牡４栗 ５７ 田中 博康�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ２６．４�
２２ 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 ４５０－ ４２：０１．１クビ １０．１�
２３ トレノユーボウ �４黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ９．７�
４６ セイカカリンバ �６黒鹿５７ 太宰 啓介久米 大氏 小野 次郎 静内 タイヘイ牧場 B４６６＋ ８２：０１．４２ ７．８�
７１３ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ５０８± ０ 〃 クビ ４．８	
３５ バトルキクヒメ 牝４芦 ５５ 藤岡 康太宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４５２－ ４２：０１．５� １５．２

８１５ スプリングアルタ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４４４＋ ２２：０１．８１� ６．５�
６１０� ミシュランシチー 牡５鹿 ５７

５５ △高倉 稜 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４７２－ ４２：０１．９� １１３．５�
８１４ トップミノル 牡４青鹿５７ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ６２：０２．１� ３２．２
５８ リッツィースター �４鹿 ５７ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８４＋ ６２：０２．３１� １４．３�
５９ ヴ ィ ジ レ 牡６青 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２２：０２．５１� ２６．０�
７１２ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５５ 宮崎 北斗土井 肇氏 新開 幸一 新冠 錦岡牧場 ４３６－ ４２：０２．８２ ２８０．６�
４７ ナンヨーストロング �４鹿 ５７ 中舘 英二中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４２：０４．０７ ３０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８５３，８００円 複勝： ２２，５６９，５００円 枠連： １０，８３８，７００円

普通馬連： ３４，６３１，０００円 馬単： ２２，２８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４２６，３００円

３連複： ５１，８６３，９００円 ３連単： ８０，３９１，６００円 計： ２５１，８６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４５０円 複 勝 � ４７０円 � １９０円 � １，０２０円 枠 連（１－６） ４，７６０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� １１，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� １１，５１０円 �� ３，２６０円

３ 連 複 ��� ６１，６４０円 ３ 連 単 ��� ４７８，４６０円

票 数

単勝票数 計 １２８５３８ 的中 � ４１３５（９番人気）
複勝票数 計 ２２５６９５ 的中 � １１７１６（８番人気）� ３９２１９（１番人気）� ４８２３（１３番人気）
枠連票数 計 １０８３８７ 的中 （１－６） １６８１（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３４６３１０ 的中 �� ５６６９（１６番人気）
馬単票数 計 ２２２８６６ 的中 �� １３７７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４２６３ 的中 �� ２８７０（１５番人気）�� ３４４（７８番人気）�� １２３７（４４番人気）
３連複票数 計 ５１８６３９ 的中 ��� ６２１（１８２番人気）
３連単票数 計 ８０３９１６ 的中 ��� １２４（１１８９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．６―１２．６―１２．４―１２．３―１１．９―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．５―１：００．１―１：１２．５―１：２４．８―１：３６．７―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォーボネット �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．２４ 函館１１着

２００５．３．２１生 牡６鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ ４０戦２勝 賞金 ４３，７８８，０００円
〔その他〕 ナンヨーストロング号・ヤマニンミュゼット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナンヨーストロング号・ヤマニンミュゼット号は，平成２３年５月１０日まで出走できない。



０７１４１ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２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，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

７１４� モエレジュンキン 牡４鹿 ５７
５５ △川須 栄彦鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５８＋ ４１：４４．０ ４．６�

６１２ バックトゥジエース 牡４栗 ５７ 酒井 学吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５３２＋ ４１：４４．４２� ６．３�
２４ � タ コ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ４９４－１０１：４５．５７ ３．７�
３５ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１６＋ ２１：４５．６� ２３．７�
１１ カロルバンダム 牡４黒鹿５７ 丸山 元気山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ ９．０�
２３ ル ロ ワ 牡４青鹿５７ 石橋 脩栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４６４－１４１：４５．８１ １６．４�
１２ メイショウシャイン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７０＋１２ 〃 アタマ ４７．５�
４８ ナンヨースラッガー 牡４芦 ５７

５５ △高倉 稜中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５００± ０１：４６．３３ ２１．９	
８１６ ミラクルセッション 牡５栗 ５７ 藤岡 康太吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４６．６１� １３．４

３６ � モエレジンダイコ 牡６栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７８＋ ２１：４６．８１� ７．９�
６１１� キングサーベル 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４３８－１２１：４６．９� １２８．４�
５９ � ヤマニンワーシップ 牡７鹿 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６２－１０１：４７．２１� １９９．５
８１５ ラ グ ナ ロ ク �５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 B４８８－ ４１：４７．３� １２７．２�
７１３ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 伊藤 工真西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７２＋ ６１：４７．４� １３．８�
４７ スズカジェネラル 牡４栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４７０＋ ８１：４８．５７ ３００．９�
５１０ キングアレキサンダ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介岸田 勝宏氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ５０２＋１２１：４９．６７ ３０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０１９，６００円 複勝： ３９，６００，８００円 枠連： １４，７７１，２００円

普通馬連： ５３，５７８，９００円 馬単： ３１，１８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２２１，５００円

３連複： ７８，０３８，０００円 ３連単： １２４，３６５，６００円 計： ３８４，７８２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，０８０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １２，１１０円

票 数

単勝票数 計 １８０１９６ 的中 � ３１４８３（２番人気）
複勝票数 計 ３９６００８ 的中 � ５８３３４（２番人気）� ４４９４７（４番人気）� ８７７８３（１番人気）
枠連票数 計 １４７７１２ 的中 （６－７） １０１６８（４番人気）
普通馬連票数 計 ５３５７８９ 的中 �� ２６９７３（４番人気）
馬単票数 計 ３１１８６９ 的中 �� ８７４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２２１５ 的中 �� ９９９９（５番人気）�� １６７９６（１番人気）�� １０９９６（４番人気）
３連複票数 計 ７８０３８０ 的中 ��� ２８０２９（２番人気）
３連単票数 計１２４３６５６ 的中 ��� ７５８１（１０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．６―４２．１―５４．６―１：０７．０―１：１９．４―１：３１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
１
３
４，１４（１，３，１５，１６）（６，８，１０）５（２，１２，１３）７（９，１１）・（４，１４）１５（１，３，１６）（２，６，８）１２（９，５）（７，１１，１３，１０）

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

勝馬の
紹 介

�モエレジュンキン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ヒシアリダー

２００７．４．２５生 牡４鹿 母 シャンハイファスト 母母 アステリファスト １４戦１勝 賞金 ２１，０５０，０００円
地方デビュー ２００９．５．２８ 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングアレキサンダ号は，平成２３年５月１０日まで平地競走に出走できない。

０７１４２ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第１０競走 ��１，２００�
あ り あ け

有 明 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ アグネスヨジゲン 牡８鹿 ５７ 田辺 裕信渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ５０４＋ ２１：０８．７ ２５．９�

３５ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４５８－１４１：０９．３３� ３．６�
５１０ ウインキングストン 牡６栗 ５７ 幸 英明�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４９０－ ８１：０９．５１ ６．６�
７１３ メイショウバレーヌ 牝７栗 ５５ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６２－１０ 〃 クビ ４８．５�
７１４� エイシンダヴィンチ 牡５青鹿５７ 太宰 啓介平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４７０＋ ６１：０９．６� １２．３�
６１２ バロンダンス 牡６栗 ５７ 田中 博康市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２＋ ４ 〃 ハナ ２０．３�
５９ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １４．５	
２３ � メイショウフレアー 牡５青鹿５７ 酒井 学松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ７．８

６１１ キタサンスズラン 牝４黒鹿５５ 中舘 英二�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７８± ０１：０９．８１� ７．７�
１２ � アイスカービング 牝７黒鹿５５ 大野 拓弥下河行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １７．９�
８１５ ミッシングナンバー 牡５栗 ５７ 松田 大作石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ８２．９�
４８ スーパーウーマン 牝６栗 ５５ 丸田 恭介 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４６６－ ４ 〃 アタマ １１９．８�
１１ アルーリングムーン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ６１：１０．０１� ６．１�
８１６ ブルーホリゾン 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７２－１２ 〃 ハナ ２０４．０�
４７ ミッキーデジタル 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ８ 〃 ハナ １９．３�
３６ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５５ 水口 優也三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４０８－ ６１：１０．５３ ５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１６５，６００円 複勝： ４０，９４０，６００円 枠連： ２０，７９０，４００円

普通馬連： ８０，０１６，９００円 馬単： ４８，７１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１８９，５００円

３連複： １１５，５３９，９００円 ３連単： １９３，７８４，４００円 計： ５５５，１４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５９０円 複 勝 � ６４０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（２－３） １，３２０円

普通馬連 �� ４，０８０円 馬 単 �� １１，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ２，１５０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １０，５００円 ３ 連 単 ��� ９６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２３１６５６ 的中 � ７０６５（１１番人気）
複勝票数 計 ４０９４０６ 的中 � １３４８８（１０番人気）� ７４２２３（１番人気）� ４２００８（４番人気）
枠連票数 計 ２０７９０４ 的中 （２－３） １１６８２（６番人気）
普通馬連票数 計 ８００１６９ 的中 �� １４５０８（１８番人気）
馬単票数 計 ４８７１６３ 的中 �� ３０７６（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１８９５ 的中 �� ５６５９（１８番人気）�� ３５４８（３２番人気）�� １４４９１（２番人気）
３連複票数 計１１５５３９９ 的中 ��� ８１２８（３６番人気）
３連単票数 計１９３７８４４ 的中 ��� １４８３（３１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１１．４―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４５．９―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスヨジゲン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００５．８．２０ 札幌３着

２００３．４．１９生 牡８鹿 母 サイコーキララ 母母 サイコーロマン ５９戦４勝 賞金 ８３，０２４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 エナジーハート号・コンプリートラン号・サンゴシック号・シチリアーナ号・シルクナデシコ号・タイキブルース号・

タバルナ号・トップアテンション号・ナイアード号・ヒカルジョディー号・ミッドタウンレディ号・メルシーヨーク号・
レオプライム号



０７１４３ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第１１競走 ��２，０００�
は か た

博多ステークス
発走１５時３０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，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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ マイネルゴルト 牡４黒鹿５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４６２＋１２１：５８．４ ３．３�

６１２ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０８＋ ８１：５８．５� ３．５�
２３ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－ ２１：５８．６� １３．１�
１２ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５７ 高倉 稜西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５２－ ２１：５８．９２ ２８．６�
４７ ドリームゴスペル 牡４鹿 ５７ 酒井 学セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５４２＋１２１：５９．０� ５．６�
２４ � ウィズディクタット 牡７青鹿５７ 中舘 英二加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

５０２－ ２１：５９．２１� ６７．４�
３６ 	 ゴールディーロック 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ ２３．２	
７１３ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋１４１：５９．４１� ２４．６

５９ マイネルグート 牡４鹿 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 ビッグレッドファーム ４９６－ ２１：５９．６１� ９．４�
６１１ アグネススターチ 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：５９．８１� ３１．７�
８１５ ベストクルーズ 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６± ０１：５９．９� １９．７
８１６ マッシヴエンペラー 牡６栗 ５７ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８８－ ８２：００．２１� ３０．５�
７１４ アグネスミヌエット 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２８－ ４２：００．９４ ４０．０�
５１０ ノットアローン 牡６青 ５７ 上村 洋行金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４２：０２．４９ ６１．２�
３５ 	 トーセンインプレス 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B５２６＋１８２：０２．７１� ２２４．２�
４８ タイセイファイター 牡７鹿 ５７ 太宰 啓介田中 成奉氏 新川 恵 様似 富田 恭司 ５３２－１０２：０４．０８ １５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１１２，４００円 複勝： ４１，２５５，７００円 枠連： ２８，８５４，８００円

普通馬連： １２２，２９５，５００円 馬単： ６６，８０１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，００９，９００円

３連複： １６８，９７９，９００円 ３連単： ３０３，９１５，７００円 計： ８００，２２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（１－６） ５２０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ７６０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２７１１２４ 的中 � ６６１１６（１番人気）
複勝票数 計 ４１２５５７ 的中 � ９１１２３（１番人気）� ８２７０６（２番人気）� ２２３１１（６番人気）
枠連票数 計 ２８８５４８ 的中 （１－６） ４１１０２（１番人気）
普通馬連票数 計１２２２９５５ 的中 �� １４８４３６（１番人気）
馬単票数 計 ６６８０１０ 的中 �� ３９８３８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１００９９ 的中 �� ３９６１２（１番人気）�� １２６４４（６番人気）�� ８６０３（１０番人気）
３連複票数 計１６８９７９９ 的中 ��� ３８７８９（５番人気）
３連単票数 計３０３９１５７ 的中 ��� １７５４３（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．０―１１．９―１１．６―１２．２―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�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．４―５８．３―１：０９．９―１：２２．１―１：３４．４―１：４６．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルゴルト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００９．７．１９ 新潟４着

２００７．５．１２生 牡４黒鹿 母 ダンケベルグ 母母 ダイナラベンダー １８戦４勝 賞金 ７２，８３３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイファイター号は，平成２３年５月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エスピナアスール号・ジャングルハヤテ号・ラフィナール号

０７１４４ ４月１０日 晴 良 （２３小倉２）第１２日 第１２競走 ��１，７００�
に っ ぽ う

日 豊 特 別
発走１６時１０分 （ダート・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，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 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１６ シルクエステート 牡５青 ５７ 中舘 英二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４４８＋ ２１：４５．７ １３．９�

３６ スマイルタイム 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ４．５�
６１１ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５７ 上村 洋行 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：４５．８� ６．４�
７１３� モルフェキング 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦並河賢一郎氏 武 宏平 平取 高橋 幸男 ４７６＋ ４１：４６．０１� ２９．７�
１２ ブレイブフェイス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 原 フアーム ４８２＋ ２１：４６．１クビ ２．８�
２４ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 村田 一誠加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５００－ ２１：４６．５２� ３６．５�
３５ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４７８－１２１：４６．６� １４．４	
１１ サダムトウコン 牡４黒鹿５７ 酒井 学大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４８４＋ ４１：４６．７クビ １９．４

４７ シゲルダイセン 牡５鹿 ５７ 高倉 稜森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７２－ ４１：４６．８� １２４．０�
２３ アキノグローブ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４６４± ０１：４７．０１� ６．０�
５９ ウィアーザスター 牡５鹿 ５７ 幸 英明小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４４６－ ４１：４７．１� ６７．７
６１２ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４６８－ ４１：４７．３１� １９．３�
５１０ ミ ゲ ー ル 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４７２－ ６１：４７．６２ １６３．８�
７１４ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 丹内 祐次井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 ４９０－ ８１：４７．８１� ２６９．５�
８１５� メイショウオルフェ 牡４黒鹿５７ 松田 大作松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４８６＋ １ 〃 ハナ ６３．３�
４８ �� フィールザタレント 牝４鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 新開 幸一 米 T. Sakurai ４７８－ ８１：４８．０１� ２３２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７６６，８００円 複勝： ４８，７０３，３００円 枠連： ２５，７１６，８００円

普通馬連： １１７，１５２，０００円 馬単： ６０，２９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，５７４，１００円

３連複： １４７，７７４，２００円 ３連単： ２９３，４４９，６００円 計： ７６０，４３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３４０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（３－８） １，８９０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ８，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� １，４２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� ５２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２７７６６８ 的中 � １５８２２（５番人気）
複勝票数 計 ４８７０３３ 的中 � ３２４３８（６番人気）� ７４４００（２番人気）� ６５４３７（４番人気）
枠連票数 計 ２５７１６８ 的中 （３－８） １００５０（８番人気）
普通馬連票数 計１１７１５２０ 的中 �� ２７１４２（１３番人気）
馬単票数 計 ６０２９８８ 的中 �� ５０６８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９５７４１ 的中 �� ８４１５（１０番人気）�� ６７０３（１８番人気）�� １６０６１（７番人気）
３連複票数 計１４７７７４２ 的中 ��� １７０６４（１７番人気）
３連単票数 計２９３４４９６ 的中 ��� ４１５１（１５１番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．５―１２．７―１２．９―１２．７―１２．５―１２．７―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．３―４２．０―５４．９―１：０７．６―１：２０．１―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３

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

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

シルクエステート �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．２．１ 京都８着

２００６．３．９生 牡５青 母 ロ ス ケ イ 母母 Mount Holyoke １８戦３勝 賞金 ３７，２８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マンテンテイオー号
（非抽選馬） １頭 ヴァルナ号



（２３小倉２）第１２日 ４月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

１７７，６６０，０００円
３，２２０，０００円
１７，３２０，０００円
２，０４０，０００円
１６，７７０，０００円
６３，３５８，０００円
４，８１０，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
２０６，８３７，４００円
３６９，８４８，０００円
１６３，２０５，３００円
６０９，１９４，５００円
３７７，４４４，４００円
２５８，６０１，５００円
８６６，４２７，０００円
１，４９２，３２６，８００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 ４，３４３，８８４，９００円

総入場人員 １１，９９６名 （有料入場人員 １１，３４４名）



平成２３年度 第２回小倉競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，２０３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

２，０７６，７３０，０００円
２７，９４０，０００円
９９，８８０，０００円
２３，８２０，０００円
１９６，０１０，０００円

１４５，０００円
１４５，０００円

７４３，１２８，７５０円
５７，４９８，０００円
２１，８０９，７００円

勝馬投票券売得金
２，１２０，５０６，７００円
３，６２２，１６８，２００円
１，７１８，４３１，５００円
５，７５８，９１６，９００円
３，８１５，０６５，０００円
２，６４０，０１５，７００円
８，７５９，１１１，４００円
１５，３０５，０３９，４００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 ４３，７３９，２５４，８００円

総入場延人員 １００，２９７名 （有料入場延人員 ７３，６２５名）


