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０７０２５ ３月５日 晴 重 （２３小倉２）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６６ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４９０＋ ４１：４７．８ ２．８�

１１ スペシャルピース 牝３栗 ５４ 丸山 元気�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５２± ０１：４８．３３ ５．５�
８１０ マルデデルマ 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４３８－ ８１：４８．８３ １２．０�
４４ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ２１：４８．９� ９．４�
５５ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６８－ ８１：４９．３２� ２２．９�
６７ ボンベイダック 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４６４± ０１：５０．１５ ３．６	
７８ セーヌドパリ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４４４－１０ 〃 アタマ ８．０

８１１ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ４９８－１０１：５０．２クビ ４４．２�
３３ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 田中 博康川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４２－ ６ 〃 クビ １４５．７�
７９ マ リ ア 牝３青鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦岡 浩二氏 中竹 和也 新ひだか 今 牧場 ４３４＋１８１：５０．６２� ２１．９
２２ レモンバーベナ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 武市 康男 浦河 斉藤英牧場 ４４８－ ２１：５３．３大差 ２１３．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ８，３００，９００円 複勝： １７，１３２，９００円 枠連： ５，４７２，２００円

普通馬連： １８，１０８，７００円 馬単： １５，９７７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８６８，９００円

３連複： ２９，８８８，５００円 ３連単： ４９，４３４，９００円 計： １５４，１８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３００円 枠 連（１－６） ４１０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６６０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １０，５８０円

票 数

単勝票数 計 ８３００９ 的中 � ２３８６４（１番人気）
複勝票数 計 １７１３２９ 的中 � ４４１２９（１番人気）� ２５７０２（３番人気）� １１３９０（６番人気）
枠連票数 計 ５４７２２ 的中 （１－６） １００６０（１番人気）
普通馬連票数 計 １８１０８７ 的中 �� ２０７９６（２番人気）
馬単票数 計 １５９７７５ 的中 �� ９４０６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８６８９ 的中 �� ８９１４（２番人気）�� ３５９０（１０番人気）�� ２０５４（１４番人気）
３連複票数 計 ２９８８８５ 的中 ��� ７３５３（１０番人気）
３連単票数 計 ４９４３４９ 的中 ��� ３４４９（２８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．７―３０．５―４３．２―５５．８―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４F５２．０―３F３９．３
１
３
１（２，６，７）（８，１０）（３，５）９，４－１１
１，７（２，６）３（８，１０）５，４－９－１１

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

勝馬の
紹 介

ユウキマリアッチ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．８．１ 新潟２着

２００８．５．１８生 牝３鹿 母 ユ ウ キ ビ バ 母母 ユウキビバーチェ １３戦１勝 賞金 １５，１５０，０００円
〔制裁〕 カワキタハーツ号の騎手田中博康は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンバーベナ号は，平成２３年４月５日まで平地競走に出走できない。
※カワキタハーツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０７０２６ ３月５日 晴 重 （２３小倉２）第３日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ ナイトフライト 牝３栗 ５４
５３ ☆松山 弘平橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７８＋ ８ ５８．８ ４．９�

７１１ グランドシャープ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１６－ ４ ５９．５４ １８．７�
８１４ クラウンポインター 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹矢野 悦三氏 菊川 正達 日高 日高大洋牧場 ４６０± ０ ５９．６� ９５．５�
３３ バンブーマンユー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４５２－ ４ ５９．８１� ３３．４�
２２ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４４８－ ４ 〃 アタマ ５．０�
１１ ネバープリンス 牡３鹿 ５６ 田中 克典澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４９２＋１８ ５９．９クビ １６．２�
４６ アグネススコール 牡３栗 ５６ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４９０± ０ 〃 クビ １２７．８	
６９ シゲルトウドリ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３．２

３４ ヴィゴラスブレイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４４４－ ６１：００．０� ３．６�
７１２ ヤマノアサカゼ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム ４２０－ ２１：００．７４ １６３．２�
８１３ シゲルコモン 牡３栗 ５６ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 オリオンファーム ４６８＋ ２１：０１．４４ １３．９
６１０ シルバーエデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 B４２４＋ ２１：０１．９３ ２６１．３�
５８ テイケイパッション 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 むかわ 佐久間 孝司 ５１２＋ ２１：０２．０� ６０．０�
４５ カシノテンザン 牡３栗 ５６ 川島 信二柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 向後 栄治 ４１２± ０１：０２．１� ３６３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，８１１，９００円 複勝： １５，０９７，１００円 枠連： ５，４４６，５００円

普通馬連： １７，８６６，２００円 馬単： １４，４３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６２０，６００円

３連複： ２８，６１３，７００円 ３連単： ４４，１２４，８００円 計： １４５，０１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ４２０円 � １，７７０円 枠 連（５－７） ３，２００円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ７，９６０円 �� １２，１７０円

３ 連 複 ��� ９８，６８０円 ３ 連 単 ��� ３１６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ９８１１９ 的中 � １６０５４（３番人気）
複勝票数 計 １５０９７１ 的中 � ２６３８４（３番人気）� ８９５５（６番人気）� １８０７（１０番人気）
枠連票数 計 ５４４６５ 的中 （５－７） １２５８（１５番人気）
普通馬連票数 計 １７８６６２ 的中 �� ２８８８（１８番人気）
馬単票数 計 １４４３６１ 的中 �� １６２１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６２０６ 的中 �� １８６９（１７番人気）�� ２９３（４５番人気）�� １９１（５５番人気）
３連複票数 計 ２８６１３７ 的中 ��� ２１４（１３９番人気）
３連単票数 計 ４４１２４８ 的中 ��� １０３（５５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．６―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．４―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフライト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Future Storm デビュー ２０１０．１２．１２ 小倉７着

２００８．３．２５生 牝３栗 母 ダウンライトオールライト 母母 Darkest Star ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 シゲルコモン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シゲルコモン号は，発走調教再審査。

第２回　小倉競馬　第３日



０７０２７ ３月５日 晴 重 （２３小倉２）第３日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７０－ ６１：４６．６ ２．７�

２２ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース松永 昌博 千歳 社台ファーム ４８６－１０１：４６．８１� ７．７�
８９ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４７０＋ ６１：４７．５４ １７．５�
６６ エアポートメサ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３０－ ２１：４７．６� ９．６�
７７ ノアパワフル 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ５１０＋１８１：４７．９１� １７．４�
４４ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４５６－ ２１：４８．１１� １６６．３�
８１０ ハクユウサンサン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜伊藤 博文氏 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ ２２．５	
５５ ゼンノルジェロ 牡３青 ５６ 上村 洋行大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：４８．６３ ２．１

７８ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 ４５４＋ ６１：４９．３４ １７１．６�
３３ ボ ウ シ ュ 牡３青 ５６

５３ ▲西村 太一中村 政勝氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４０－ ６１：５２．０大差 １７８．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，２２９，９００円 複勝： １４，３９５，６００円 枠連： ５，６４７，６００円

普通馬連： １６，７８６，９００円 馬単： １６，１２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５６４，８００円

３連複： ２５，１７８，０００円 ３連単： ５５，０４６，７００円 計： １５２，９７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ３１０円 枠 連（１－２） ８４０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４２０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� ８，４９０円

票 数

単勝票数 計 １０２２９９ 的中 � ３０５３７（２番人気）
複勝票数 計 １４３９５６ 的中 � ３５３４１（２番人気）� １６３６０（３番人気）� ９７７７（５番人気）
枠連票数 計 ５６４７６ 的中 （１－２） ５０１４（２番人気）
普通馬連票数 計 １６７８６９ 的中 �� １２６５４（２番人気）
馬単票数 計 １６１２５９ 的中 �� ７８６２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５６４８ 的中 �� ６２９３（３番人気）�� ５７８０（５番人気）�� ２９５７（９番人気）
３連複票数 計 ２５１７８０ 的中 ��� ８５３７（６番人気）
３連単票数 計 ５５０４６７ 的中 ��� ４７８９（２４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１２．０―１２．９―１２．４―１２．２―１２．７―１３．１―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．４―４３．３―５５．７―１：０７．９―１：２０．６―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーチェルシー 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．７．１１ 阪神８着

２００８．２．１１生 牡３青鹿 母 ブ リ ト ン 母母 スイートバンブー １１戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボウシュ号は，平成２３年４月５日まで平地競走に出走できない。

０７０２８ ３月５日 晴 良 （２３小倉２）第３日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５９ ボ サ ノ ヴ ァ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４１０－１６１：５１．０ １７．６�

８１５ エスカナール 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ４１：５１．１� ４．３�
２４ メリーポピンズ 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４４２＋２０１：５１．３１� １８．１�
３５ マルサンアップル 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４３２－ ８ 〃 アタマ １６．４�
４８ ムーンパイロット 牝３青 ５４ 丸山 元気�須野牧場 宮本 博 新ひだか 前田 宗将 ４２２＋ ２１：５１．４クビ ３．０�
６１２ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４ 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４３０－ ４ 〃 ハナ ８．９�
１１ ローズアダージョ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ８．５

２３ ヤマニンアベイユ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ２ 〃 アタマ ６．４�
３６ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 浦河 駿河牧場 ４１８－ ６１：５１．６１ １５４．７
７１４ エイシンピンキー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４２４－１４ 〃 ハナ ３５６．２�
８１６ ボディアピール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４５６＋１４ 〃 クビ ２０．６�
１２ イッツスパーブ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５１．７クビ １６．６�
７１３ ジパングキャンドル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉大野 龍氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 ３９８－ ８１：５２．２３ ６２２．８�
６１１ ファーマペニー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１６ ― 〃 ハナ １９４．７�
４７ キセツノオキテ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 昭和牧場 ４３０－１４１：５２．４１� ６４８．５�
５１０ アキノスプレンダー 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太山中 明広氏 作田 誠二 新ひだか 大塚牧場 ３９４－ ４１：５２．８２� ５０２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９３２，６００円 複勝： １９，５７９，４００円 枠連： ８，３１２，５００円

普通馬連： ２２，７６２，２００円 馬単： １７，３０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７４８，６００円

３連複： ３５，８５１，１００円 ３連単： ５５，７５４，６００円 計： １８３，２４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ５３０円 枠 連（５－８） ２，１００円

普通馬連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ８，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ２，９７０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ２４，１５０円 ３ 連 単 ��� １０３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １１９３２６ 的中 � ５３５６（８番人気）
複勝票数 計 １９５７９４ 的中 � １２０９９（６番人気）� ３０９８５（２番人気）� ８６２３（９番人気）
枠連票数 計 ８３１２５ 的中 （５－８） ２９２８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２２７６２２ 的中 �� ４９３５（１３番人気）
馬単票数 計 １７３０６８ 的中 �� １４７４（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７４８６ 的中 �� ２１３４（１９番人気）�� ９６３（４０番人気）�� １２０６（３７番人気）
３連複票数 計 ３５８５１１ 的中 ��� １０９６（９３番人気）
３連単票数 計 ５５７５４６ 的中 ��� ３９８（４３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１３．３―１３．６―１１．７―１１．９―１２．１―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．６―５１．２―１：０２．９―１：１４．８―１：２６．９―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ボ サ ノ ヴ ァ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．１２．４ 阪神５着

２００８．４．３生 牝３栗 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 メジロマリシテン号
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０７０２９ ３月５日 晴 良 （２３小倉２）第３日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１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

３６ スーサングレート 牡３栗 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４８８－ ６２：０３．３ １．９�

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± ０２：０３．４� １８．７�
７１３ 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＋ ２２：０３．７１� ９．０�
６１１ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０８－ ６２：０３．９１� １１９．３�
５１０ 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 ４５４－１６ 〃 アタマ ７．８�
３５ ユウターチェイサー 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４３４－１２２：０４．０� ２４．８�
７１４ ディープロミオ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気深見 敏男氏 北出 成人 浦河 辻 牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ ８．４	
４７ マイネルハミルトン 牡３青鹿５６ 川島 信二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 パカパカ
ファーム B４６６－ ２２：０４．１クビ １４５．０�

６１２ ジュエリーキッス 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６０－ ６２：０４．３１� １１３．８�
８１５ パンドラクラウン 牝３黒鹿５４ 真島 正徳栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４１６－ ６２：０４．６１� ３７．６

（佐賀）

４８ ローレルアリエス 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎 
ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ４７．８�
１１ ホリノアラシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太堀川 義雄氏 菅原 泰夫 浦河 �原 敏明 ４２８＋ ６２：０４．８１� ４７０．１�
１２ アカネカブリ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新冠 村田牧場 ４１８－１０２：０４．９� １０１．５�
５９ アドマイヤスコール 牡３鹿 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０５．０� ５．５�
２３ トップルビー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４４８－１０２：０５．３１� ９０．２�
２４ ス コ ー ピ オ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４３４＋１０２：０５．４� １５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５７３，３００円 複勝： １７，３５６，１００円 枠連： ８，８６７，４００円

普通馬連： ２２，５８２，５００円 馬単： １７，０５５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２１８，１００円

３連複： ３２，０３６，２００円 ３連単： ５４，０３１，８００円 計： １７４，７２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ４２０円 � ２００円 枠 連（３－８） １，２５０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ３５０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ２３，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１５７３３ 的中 � ４８４８３（１番人気）
複勝票数 計 １７３５６１ 的中 � ５７６２６（１番人気）� ７２４５（７番人気）� ２０３６５（３番人気）
枠連票数 計 ８８６７４ 的中 （３－８） ５２４８（４番人気）
普通馬連票数 計 ２２５８２５ 的中 �� ８０９１（８番人気）
馬単票数 計 １７０５５１ 的中 �� ４８７２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２１８１ 的中 �� ３３２４（７番人気）�� ８９４２（２番人気）�� １６８０（１８番人気）
３連複票数 計 ３２０３６２ 的中 ��� ４９７３（１３番人気）
３連単票数 計 ５４０３１８ 的中 ��� １７０９（６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１３．３―１３．１―１２．５―１２．５―１２．２―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．８―４９．１―１：０２．２―１：１４．７―１：２７．２―１：３９．４―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

スーサングレート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２８ 札幌７着

２００８．４．１９生 牡３栗 母 ヴ ァ レ リ ー 母母 シ ー ク イ ン ８戦１勝 賞金 １１，６００，０００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 メマンチンタ号
（非抽選馬） １頭 セルリアンディンゴ号
※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。

０７０３０ ３月５日 晴 稍重 （２３小倉２）第３日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，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

７１２ ストレンジラブ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気鈴木 義孝氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４６６－１０１：４５．８ ６．５�

２２ スナークヒロイン 牝４芦 ５５
５３ △高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２－ ６１：４６．１１� １０．５�

８１４ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ５２２± ０ 〃 ハナ １．８�
４６ � トップバゴチャン 牝４青鹿５５ 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４７０＋ ２１：４６．６３ ９６．５�
８１３ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１０－１８１：４７．０２� １２．４�
４５ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７８－１０１：４７．２１� ３５．４�
１１ 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 B４５４＋ ２ 〃 クビ ４１６．１	
５８ ストロングジョイス 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４２＋ ２１：４７．４１� ７８．０

７１１ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４７２＋ ８１：４７．５� ５０．８�
３３ ウメノカイウン 牝７鹿 ５５ 嘉藤 貴行楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B５１４－ ４１：４７．７１ ３４２．２�
３４ メイケイソフィア 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平名古屋競馬 田中 章博 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６１：４８．０２ １４７．７�
６１０ プリンセスメイク 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５０± ０１：４８．６３� １２．７�

６９ リ ー テ ィ ラ 牝５鹿 ５５
５２ ▲川須 栄彦吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９８－ ４１：４８．９１� ３１．４�

５７ シーキングフェイム 牝４鹿 ５５ 柴原 央明 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４５６－ ８１：５０．１７ ６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４６１，５００円 複勝： ２０，１９１，３００円 枠連： ７，０４８，１００円

普通馬連： ２０，３６４，８００円 馬単： １９，９３４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９８，１００円

３連複： ３２，３７６，０００円 ３連単： ５７，７５９，３００円 計： １８２，５３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １１０円 枠 連（２－７） ４，３１０円

普通馬連 �� ４，４８０円 馬 単 �� ７，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ３００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� ３２，１００円

票 数

単勝票数 計 １２４６１５ 的中 � １５１７４（３番人気）
複勝票数 計 ２０１９１３ 的中 � ２８９５９（２番人気）� １１５５３（６番人気）� ７６６７４（１番人気）
枠連票数 計 ７０４８１ 的中 （２－７） １２０９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ２０３６４８ 的中 �� ３３６０（１６番人気）
馬単票数 計 １９９３４３ 的中 �� ２０１３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３９８１ 的中 �� ２００９（１６番人気）�� １１６０９（２番人気）�� ５７２７（５番人気）
３連複票数 計 ３２３７６０ 的中 ��� ７３４８（８番人気）
３連単票数 計 ５７７５９３ 的中 ��� １３２８（９５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．２―１３．０―１２．５―１２．３―１２．５―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．２―４３．２―５５．７―１：０８．０―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４F５０．１―３F３７．８
１
３
２，１４（１，７）１２（９，１０）（３，４，１１）６，１３（５，８）・（２，１４）７（１，１２）（３，６）１０（４，１１）５（９，１３）８

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

勝馬の
紹 介

ストレンジラブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．８．２３ 札幌３着

２００７．５．１生 牝４鹿 母 フェアリークイーン 母母 ネヴァーエクスプレイン １０戦２勝 賞金 １８，９１０，０００円



０７０３１ ３月５日 晴 稍重 （２３小倉２）第３日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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 キョウエイカルラ 牝４栗 ５５ 荻野 琢真田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４６４－ ４ ５８．５ ５．０�

８１４ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７
５４ ▲川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５０２－ ８ ５８．８１� ５．１�
５８ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４０－ ２ 〃 ハナ ４．２�
４５ トウカイシグナル 牡７鹿 ５７ 中舘 英二内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４８６－１０ ５９．１１� ４．０�
８１３� グリッターアイス 牝５鹿 ５５ 川島 信二グリーンフィールズ� 鶴留 明雄 米 Emilio

Viscomi ４８２± ０ 〃 クビ ６．９�
１１ � レッドキャタピラー 牡７黒鹿５７ 勝浦 正樹小田 吉男氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. ５３０＋ ４ ５９．２	 ９．８�
３４ キングスウィープ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４６８＋１６ 〃 アタマ ６８．２	
４６ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 西田雄一郎桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ３９８－ ４ ５９．３	 ４３０．９

３３ ブルーライトニング 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム B５１２－ ６ ５９．５１ ３２．９�
２２ パワーウェーブ 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４７０＋ ４ ５９．７１
 ４９．８
５７ メジロライダー 牡５黒鹿５７ 真島 正徳�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 B４６２± ０ ５９．９１	 ４２．０�

（佐賀）

６９ � ジェイケイミラクル 牝４鹿 ５５ 丸山 元気小谷野次郎氏 坂本 勝美 新ひだか 藤川フアーム ４６４＋ ４１：００．０	 ４２．６�
６１０� ウォーターリズム 牝４鹿 ５５ 和田 竜二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４６４± ０１：００．２１
 ２７１．９�
７１１� クレバーヒロイン 牝５黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 B４７４－ ２１：００．４１
 １３９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２４７，２００円 複勝： １９，６０８，７００円 枠連： ８，０３９，８００円

普通馬連： ２１，７１７，８００円 馬単： １７，８８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６８５，８００円

３連複： ３４，１１６，８００円 ３連単： ５６，８４６，３００円 計： １８２，１４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（７－８） ６９０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� １１，８９０円

票 数

単勝票数 計 １２２４７２ 的中 � １９３３９（３番人気）
複勝票数 計 １９６０８７ 的中 � ２８３８７（３番人気）� ４２４２７（２番人気）� ４３６４９（１番人気）
枠連票数 計 ８０３９８ 的中 （７－８） ８６７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１７１７８ 的中 �� １０４５２（６番人気）
馬単票数 計 １７８８５４ 的中 �� ４８１４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６８５８ 的中 �� ４９６４（７番人気）�� １１７５０（１番人気）�� ５８９４（４番人気）
３連複票数 計 ３４１１６８ 的中 ��� １２９６６（３番人気）
３連単票数 計 ５６８４６３ 的中 ��� ３５３０（１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．８―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカルラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１．２４ 京都２着

２００７．４．２９生 牝４栗 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー ９戦２勝 賞金 ２０，０００，０００円
〔発走状況〕 トウカイシグナル号は，枠内駐立不良〔突進〕。

メジロライダー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔その他〕 クレバーヒロイン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クレバーヒロイン号は，平成２３年４月５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ツーピースルーラー号
※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。

０７０３２ ３月５日 晴 稍重 （２３小倉２）第３日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０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

３４ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５７
５５ △高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：４６．２ ４．７�

５８ 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 ４８４－ ４１：４６．９４ ２．０�
４７ ユキノクイーン 牝５鹿 ５５ 中舘 英二井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ７．４�
１１ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７８－ ４１：４７．０クビ ６．１�
８１５� アイファージャンボ 牡５青鹿５７ 和田 竜二中島 稔氏 鮫島 一歩 新冠 川上 悦夫 ５３２＋ ４１：４７．５３ ６７．３�
６１０ シルキーレオン 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク作田 誠二 静内 神垣 道弘 ４９０± ０１：４７．７１� ３３．２�
３５ マイネルレガーロ 牡４黒鹿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 ５３８＋ ２１：４７．８� ８０．３

２２ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５７ 太宰 啓介土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １５．８�
５９ � リリーザサン 牡６栗 ５７ 伊藤 工真栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 谷川牧場 ５２２－ ４１：４８．０１� １３９．７�
２３ � ネオシーサー 牡４青 ５７

５４ ▲小野寺祐太佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 B４４４± ０１：４８．３１� ４９．０
６１１� テイケイワイズ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新ひだか ヒサイファーム ４８０± ０１：４８．４� ３５．５�
７１３ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：４８．５� ２１．９�
８１４� アグネスセブン 牡５青 ５７ 藤岡 康太渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４９０＋ ６１：４９．３５ ７７．１�
７１２ ヒットヒットヒット 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３６＋ ８１：４９．４� ２７７．０�
４６ メイショウボルト 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 日田牧場 ４５４－ ４１：４９．６� ８１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５８０，８００円 複勝： ２１，７８８，０００円 枠連： ８，６９１，１００円

普通馬連： ２４，４００，９００円 馬単： ２０，８７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８５０，９００円

３連複： ３８，７９０，６００円 ３連単： ７１，３７９，５００円 計： ２１２，３５８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（３－５） ４２０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ５５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １２５８０８ 的中 � ２１２８３（２番人気）
複勝票数 計 ２１７８８０ 的中 � ３０５６３（２番人気）� ７３２２６（１番人気）� ２６１６６（３番人気）
枠連票数 計 ８６９１１ 的中 （３－５） １５３０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４４００９ 的中 �� ３３７４９（１番人気）
馬単票数 計 ２０８７６３ 的中 �� １０７３５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８５０９ 的中 �� １９２１３（１番人気）�� ５３１０（６番人気）�� １１５４１（２番人気）
３連複票数 計 ３８７９０６ 的中 ��� ２５６５２（１番人気）
３連単票数 計 ７１３７９５ 的中 ��� ７４９８（７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３１．１―４４．９―５７．８―１：０９．９―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

トーセンアドミラル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．５ 京都４着

２００７．５．２生 牡４鹿 母 サンデーピクニック 母母 ア ト ー ル ６戦２勝 賞金 １４，２００，０００円



０７０３３ ３月５日 晴 良 （２３小倉２）第３日 第９競走 ��２，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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

２３ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２２：４１．０ １６．５�

３６ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４４＋ ２２：４１．２１� ４．７�
３５ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－ ４２：４１．４１� ４．８�
１２ シゲルタカカゲ 牡４鹿 ５６

５３ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４５６－１２２：４１．５� ３６．２�
６１１ ベルウッドゼウス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ５１０＋１４２：４１．６� ５２．１�
４８ ロ グ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介石瀬 浩三氏 須貝 尚介 日高 大平ファーム ５０６＋２０２：４１．７� ２２．３�
４７ トミケンプライム 牡６栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１２－ ４ 〃 クビ ８．０�
７１４ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７４－１０２：４１．８クビ １８．６	
１１ ディビデンド 牡６栗 ５７

５５ △高倉 稜加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 梅田牧場 ５２０＋ ２ 〃 アタマ ２３．８

８１６ キャプテンハッチ 牡４鹿 ５６ 渡辺 薫彦田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９２－１０２：４２．０１� ３０．０�
８１５ メジロジョン 牡４栗 ５６ 中舘 英二�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１６－ ２２：４２．１� ４．９
６１２� スマートキングダム 	４青 ５６ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４３６－１０２：４２．２クビ ７０．３�
５９ ロックフルマーク 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４０８－１０２：４２．９４ １６．１�
７１３ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８０± ０２：４３．３２� ５３．３�
５１０ 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 ４６６－ ２２：４３．６２ ７．７�
２４ � アスカノラムセス 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４７８＋ ２２：４４．１３ １８７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，１０５，２００円 複勝： ２４，１４１，７００円 枠連： １４，１２６，１００円

普通馬連： ３３，７１９，４００円 馬単： ２３，７４９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９０，３００円

３連複： ５７，０９２，１００円 ３連単： ９５，５９６，０００円 計： ２７８，０２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ４７０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（２－３） ２，２９０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ９，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� １，５４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ７，８９０円 ３ 連 単 ��� ５９，９５０円

票 数

単勝票数 計 １２１０５２ 的中 � ５７８６（７番人気）
複勝票数 計 ２４１４１７ 的中 � １１０９７（９番人気）� ３６３３４（２番人気）� ３３９９３（３番人気）
枠連票数 計 １４１２６１ 的中 （２－３） ４５６７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３３７１９４ 的中 �� ５９４１（１７番人気）
馬単票数 計 ２３７４９９ 的中 �� １８３６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９０３ 的中 �� ２９８８（１２番人気）�� ２６７８（１８番人気）�� ９８３７（１番人気）
３連複票数 計 ５７０９２１ 的中 ��� ５３４３（２１番人気）
３連単票数 計 ９５５９６０ 的中 ��� １１７７（１５５番人気）

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

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�
１２．７―２４．７―３７．８―５１．０―１：０３．２―１：１６．１―１：２９．０―１：４１．７―１：５３．８―２：０５．６―２：１７．５―２：２９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アクアブルースカイ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１４着

２００６．３．１４生 牡５鹿 母 シャトルフジ 母母 オオミーアキノ １８戦２勝 賞金 ２０，４１９，０００円

０７０３４ ３月５日 晴 良 （２３小倉２）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�あ ざ み 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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ 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 ４８２± ０１：０８．７ １．８�

５１０ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５００－ ６１：０８．９１� ８．６�
８１５ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４５８－１０１：０９．２２ ６．２�
４７ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ３６．１�
２３ マンテンリューマ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４８－ ２１：０９．３� ９５．９�
６１２ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 大野 拓弥馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ６２．４�
７１３ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５６ 水口 優也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４０± ０１：０９．８３ ５４．３	
７１４ セキサンキセキ 牝３青鹿５４ 中舘 英二
関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 B４３２－２２ 〃 ハナ ２８．０�
８１６ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６－１０ 〃 クビ １６．９�
３６ 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 ４４８± ０ 〃 ハナ １１．６
４８ ダイメイジャパン 牝３青 ５４ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４４６－１０１：１０．０１� ２６６．２�
６１１ パ テ ィ オ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４１２－１１ 〃 ハナ １６３．９�
１１ オースミドライバー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真�オースミ 武田 博 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１０．２� １４．５�
１２ アポロジェニー 牝３青鹿５４ 小野寺祐太アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 田中 裕之 ４４８－ ４１：１０．３� ２６．１�
３５ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５４ 高倉 稜神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４４６－ ２１：１０．４� ２５．５�
２４ 	 ラヴクエスト 牝３鹿 ５４ 真島 正徳池上 典大氏 真島 元徳 日高 長谷部牧場 ４９０＋ ５１：１１．２５ ２３７．９�

（佐賀） （佐賀）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７１０，４００円 複勝： ３１，９９９，６００円 枠連： １５，３０６，４００円

普通馬連： ４４，９６３，３００円 馬単： ３２，６７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４３２，５００円

３連複： ６８，２２８，８００円 ３連単： １２８，２８１，７００円 計： ３６２，５９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（５－５） ８９０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２８０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ５，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８７１０４ 的中 � ８４６０４（１番人気）
複勝票数 計 ３１９９９６ 的中 � １２０６６８（１番人気）� ２５１５４（４番人気）� ４２１５１（２番人気）
枠連票数 計 １５３０６４ 的中 （５－５） １２８０８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４９６３３ 的中 �� ４１７７９（２番人気）
馬単票数 計 ３２６７５２ 的中 �� ２２２２６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４３２５ 的中 �� １８１０６（３番人気）�� ２１７２４（１番人気）�� ５３４９（９番人気）
３連複票数 計 ６８２２８８ 的中 ��� ３３５６６（２番人気）
３連単票数 計１２８２８１７ 的中 ��� １５９８５（４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．０―１１．６―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．２―４４．８―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジエムジェイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１１．１３ 京都６着

２００８．３．１８生 牡３鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ ６戦２勝 賞金 ２３，２７２，０００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 エーシンプリーマ号・カシノアクセル号・ミスターマスタード号
※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。



０７０３５ ３月５日 晴 稍重 （２３小倉２）第３日 第１１競走 ��
��１，７００�中京スポーツ杯

発走１５時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．３．６以降２３．２．２７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

東京スポーツ新聞社賞（１着）
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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００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 タガノジョーカー 牝４栗 ５１ 川須 栄彦八木 良司氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 ４５６－１０１：４４．７ ４１．５�

７１４ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５５ 太宰 啓介木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４３６－ ２ 〃 クビ ７．０�

１１ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５５ 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７６－ ４１：４４．８� １１．４�
２３ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５４ 和田 竜二大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４± ０１：４４．９� ９．５�
５１０ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５４ 丸山 元気福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４６６－ ２１：４５．１１ １５．５�
６１１� エーシンマダムジー 牝５栗 ５４ 勝浦 正樹�栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-

ter Farm ４６８－ ４１：４５．３１ ３．２�
４７ パルクエスト 牝５鹿 ５１ 川島 信二木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５１２－ ６１：４５．５１� ６６．７	
８１６ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５４ 柴原 央明小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋１４１：４５．６� ９１．４

２４ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５５ 荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４６６± ０１：４５．８１ ４．８�
３５ レッドサーパス 牡５鹿 ５６ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：４６．１２ ２３．１�
６１２	 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 ４７４－ ４ 〃 クビ ３８．８
４８ メイショウタカチホ 牡５栗 ５１ 田中 克典松本 和子氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４７６－ ６１：４６．２� １６８．９�
５９ ツヨイキモチ 牝４鹿 ５１ 丸田 恭介宮城 寛也氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ７．８�
８１５ ステキナシャチョウ 牡４鹿 ５５ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ８１：４６．５１� １５．９�
７１３ カンファーネオ 牡４鹿 ５４ 長谷川浩大楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４６８± ０ 〃 ハナ ８５．４�
３６ ゼンノモナルカ 牡７黒鹿５３ 松山 弘平大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４６２－ ６１：４７．５６ １８４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３０４，６００円 複勝： ４３，１７４，１００円 枠連： ３２，６８３，７００円

普通馬連： １１４，７４２，６００円 馬単： ６７，５０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８４１，２００円

３連複： １６５，４７１，２００円 ３連単： ３０３，８９８，１００円 計： ７９３，６１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１５０円 複 勝 � １，０３０円 � ２８０円 � ３５０円 枠 連（１－７） ３，３７０円

普通馬連 �� １６，６６０円 馬 単 �� ４０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７７０円 �� ３，８９０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４７，９１０円 ３ 連 単 ��� ４７９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２５３０４６ 的中 � ４８１５（１１番人気）
複勝票数 計 ４３１７４１ 的中 � ９６１６（１１番人気）� ４６３９２（３番人気）� ３４１６３（５番人気）
枠連票数 計 ３２６８３７ 的中 （１－７） ７１６０（１６番人気）
普通馬連票数 計１１４７４２６ 的中 �� ５０８４（４７番人気）
馬単票数 計 ６７５０３１ 的中 �� １２３６（１０６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８４１２ 的中 �� ２０７７（５１番人気）�� ２５６２（４３番人気）�� ７３５１（１８番人気）
３連複票数 計１６５４７１２ 的中 ��� ２５４９（１３４番人気）
３連単票数 計３０３８９８１ 的中 ��� ４６８（１０６６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１１．６―１２．５―１２．２―１２．１―１２．４―１２．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．５―３０．１―４２．６―５４．８―１：０６．９―１：１９．３―１：３２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タガノジョーカー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Rubiano デビュー ２００９．８．２３ 小倉１着

２００７．４．２９生 牝４栗 母 リ ベ ラ ノ 母母 Skillful Joy ９戦３勝 賞金 ２９，９９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タマモワルツ号・ビッグローズ号
（非抽選馬） ６頭 エーシンアルカウス号・シゲルタダカツ号・スーサンストリーム号・ニシノミーチャン号・パープルスター号・

レオキュート号

０７０３６ ３月５日 晴 良 （２３小倉２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�

お お む た

大 牟 田 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ セルリアンレッド 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８０＋ ２１：０８．６ ５５．６�

６１２ 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 ４７０＋ ４ 〃 アタマ ３９．６�
８１６ 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 ４４８－１０１：０８．７� １８．３�
３６ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 太宰 啓介�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８－１２ 〃 クビ ５．２�
１２ ユキノラムセス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋１２１：０８．８� １０．０�
２４ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８２－ ４１：０８．９� ２．５	
８１５	 シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４７２± ０１：０９．０クビ ７．０

１１ ソルプリマベラ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２０－ ６１：０９．１� １１．４�
３５ フレイムヴェイン 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：０９．４１� ２２．４
５１０ メジロイングリッド 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ ７３．１�
４８ 	 カラフルパレット 牝５鹿 ５５ 小野寺祐太井上 久光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４１：０９．５� ２１．９�
２３ 	 オタカラムスメ 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗菅藤 宗一氏 新開 幸一 浦河 野表 俊一 ４３２± ０１：０９．６� ２４８．０�
６１１ トロピカルマドンナ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９０－ ８ 〃 クビ ５５．９�
４７ ラルティスタ 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３４± ０１：０９．８１ ７９．６�
７１３ ワ シ リ ー サ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 ４５６＋ ２１：１０．２２� ２１６．１�
７１４ コスモドロス 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６１：１０．７３ １１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９９８，０００円 複勝： ３８，２２８，３００円 枠連： ２１，１９９，８００円

普通馬連： ６２，１７９，２００円 馬単： ３９，４３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３１４，７００円

３連複： ９７，３２６，５００円 ３連単： １７０，７８６，６００円 計： ４８１，４６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５６０円 複 勝 � １，３２０円 � １，２２０円 � ６４０円 枠 連（５－６） １０，６５０円

普通馬連 �� ６９，７４０円 馬 単 �� １６２，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，０４０円 �� ６，６１０円 �� ９，５７０円

３ 連 複 ��� ２８６，１７０円 ３ 連 単 ��� ２，８６４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２２９９８０ 的中 � ３２６３（１１番人気）
複勝票数 計 ３８２２８３ 的中 � ７４５１（１２番人気）� ８１３１（１０番人気）� １６５２４（８番人気）
枠連票数 計 ２１１９９８ 的中 （５－６） １４７０（３０番人気）
普通馬連票数 計 ６２１７９２ 的中 �� ６５８（９３番人気）
馬単票数 計 ３９４３３６ 的中 �� １７９（１９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３１４７ 的中 �� ４２２（９３番人気）�� １０９６（６０番人気）�� ７５４（７５番人気）
３連複票数 計 ９７３２６５ 的中 ��� ２５１（３６２番人気）
３連単票数 計１７０７８６６ 的中 ��� ４４（２５２７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１０．８―１１．５―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．０―３２．８―４４．３―５６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セルリアンレッド �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．１１．２９ 京都１０着

２００７．５．６生 牡４黒鹿 母 セルリアンアルル 母母 セルリアンサチ １０戦２勝 賞金 １６，９４１，０００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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 キュートシルフ号・ショウナンアトム号・スナークチェリー号・ダンツミラション号



（２３小倉２）第３日 ３月５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６３，０９０，０００円
６，６２０，０００円
１，７１０，０００円
１５，３８０，０００円
５７，９５６，５００円
４，５２４，０００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
１６８，２５６，３００円
２８２，６９２，８００円
１４０，８４１，２００円
４２０，１９４，５００円
３０２，９５９，２００円
２００，０３４，５００円
６４４，９６９，５００円
１，１４２，９４０，３００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 ３，３０２，８８８，３００円

総入場人員 ６，１７４名 （有料入場人員 ５，５００名）


