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オッズ・
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０７０７３ ３月２６日 雨 重 （２３小倉２）第５日 第１競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

７１３ スパークスフライ 牡３栗 ５６
５３ ▲森 一馬鎌田 博�氏 松永 昌博 新冠 石田牧場 ４４８－１０１：４５．３ １６．３�

１２ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７０－ ８１：４５．５１� ５．７�
８１６ タイトロープ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４７８－ ４１：４５．６� １７２．２�
８１５ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４６２＋ ６ 〃 ハナ ５．７�
５１０ スプリングシーズン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１６ ―１：４５．８１� ２１．５�
１１ マッテマシタ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４８０＋ ６１：４６．２２� １５５．２	
３５ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 上村 洋行小村アセットM
 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：４６．３クビ １４．３�
３６ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ６ 〃 クビ ２．９�
２３ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一バイオ
 梅田 智之 平取 清水牧場 ５００＋ ２ 〃 アタマ １６．９
６１１ フ ロ ッ テ ィ 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ ―１：４６．４クビ ４７．５�
７１４ スズカキーストン 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 ４９０ ―１：４６．６１� ６８．８�
４７ ベルモントエデン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ５７０± ０１：４７．３４ ４５．３�
４８ テ ィ グ レ 牡３鹿 ５６ 田中 健
ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６ ―１：４７．８３ ３４．５�
２４ ス テ ラ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４８２ ―１：４８．０１� ４．６�
５９ ミラクルアイヴァー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗臼井義太郎氏 池上 昌弘 新冠 北星村田牧場 ４４６－１０１：４８．６３� １１１．８�
６１２ インテンション 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋五影 慶則氏 松永 幹夫 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ８１：４９．１３ ２２６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，６０６，４００円 複勝： １２，７２４，６００円 枠連： ４，８５２，７００円

普通馬連： １６，９５０，５００円 馬単： １２，００６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ８，６３２，６００円

３連複： ２８，３３８，８００円 ３連単： ４０，５４１，３００円 計： １３２，６５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ４００円 � ２５０円 � ２，１９０円 枠 連（１－７） ３，６９０円

普通馬連 �� ４，０１０円 馬 単 �� １０，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ２２，３１０円 �� ６，０７０円

３ 連 複 ��� ２４６，０５０円 ３ 連 単 ��� １，３００，８５０円

票 数

単勝票数 計 ８６０６４ 的中 � ４１７４（６番人気）
複勝票数 計 １２７２４６ 的中 � ８４０５（６番人気）� １５６０４（２番人気）� １２９０（１５番人気）
枠連票数 計 ４８５２７ 的中 （１－７） ９７１（１５番人気）
普通馬連票数 計 １６９５０５ 的中 �� ３１２３（１５番人気）
馬単票数 計 １２００６５ 的中 �� ８８０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６３２６ 的中 �� １８４０（１４番人気）�� ９３（９１番人気）�� ３４５（５５番人気）
３連複票数 計 ２８３３８８ 的中 ��� ８５（２８０番人気）
３連単票数 計 ４０５４１３ 的中 ��� ２３（１５６９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．２―４２．９―５５．２―１：０７．３―１：１９．８―１：３２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スパークスフライ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２０１１．２．１９ 京都８着

２００８．４．１８生 牡３栗 母 ツジノローズ 母母 ツジノライン ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キャヴァンクラブ号・マイネトルテ号・マルブツクラウン号
（非抽選馬） ７頭 アストロボーイ号・コスモラミティエ号・スエヒロジュピター号・スナークブラッド号・ニシノペヨン号・

ミラクルレインボー号・レノヴァティオトラ号

０７０７４ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第２競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・右）

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

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１３ グランドシャープ 牝３鹿 ５４
５２ △川須 栄彦�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１２± ０ ５８．８ ３．２�

５７ シゲルソウトク 牡３栗 ５６
５３ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 新ひだか 築紫 洋 ４１６＋ ２ ５９．４３� ３．７�

１１ バンブーマンユー 牡３青鹿 ５６
５５ ☆松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４５８＋ ６ ５９．６１� ５．７�

２２ キングファルコン 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５１０＋ ６ ５９．７� ２１．４�

５８ フルフーテル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４２４＋１０ 〃 クビ ５．９�
３３ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 石橋 脩黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４２－ ８ ５９．８� ２０．８	
３４ グローバルチャージ 牡３芦 ５６

５３ ▲藤懸 貴志�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B４８０－ ４１：００．３３ １３．４

６９ ダイワロック 牡３青 ５６ 大野 拓弥大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８８－ ４１：００．５１� ４６．０�
７１１ ニュージョブ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 浦新 徳司 ３９２－１８ 〃 クビ ７５．１�
６１０ エ ス パ ド ン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗ディアレスト 新開 幸一 浦河 小島牧場 ３６４－ ２１：００．６� １８３．１
４６ ディアガヤルド 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４６＋１０１：００．８１� １０．１�
７１２ ジントニック 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一�大道牧場 保田 一隆 浦河 大道牧場 ５１８ ―１：０１．０１� ９２．７�
４５ ソ ユ ー ズ 牡３鹿 ５６ 千葉 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４８６ ―１：０２．４９ ２２９．８�
８１４ グラスフェアー 牡３栗 ５６ 田中 博康半沢� 境 征勝 日高 ヤナガワ牧場 ４４０－ ２１：０７．５大差 ２１７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７，４３４，０００円 複勝： １２，９０１，７００円 枠連： ６，１７８，０００円

普通馬連： １４，７６２，１００円 馬単： １１，８８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８，３５４，９００円

３連複： ２５，０５３，８００円 ３連単： ４３，１９６，５００円 計： １２９，７６５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－８） ２６０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ７４３４０ 的中 � １８５００（１番人気）
複勝票数 計 １２９０１７ 的中 � ３０８０２（１番人気）� ２５６２２（２番人気）� ２１６８５（３番人気）
枠連票数 計 ６１７８０ 的中 （５－８） １７６６９（１番人気）
普通馬連票数 計 １４７６２１ 的中 �� １８０７３（１番人気）
馬単票数 計 １１８８４６ 的中 �� ８５５５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３５４９ 的中 �� ９１００（１番人気）�� ６７７６（２番人気）�� ５０１１（５番人気）
３連複票数 計 ２５０５３８ 的中 ��� ２３３５８（１番人気）
３連単票数 計 ４３１９６５ 的中 ��� １０４５８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドシャープ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Blushing John デビュー ２０１１．１．２９ 京都７着

２００８．４．３０生 牝３鹿 母 ニシノフォルテ 母母 Sainte Colere ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 グラスフェアー号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 グラスフェアー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスフェアー号は，平成２３年４月２６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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イダテンハル号・カシノドルチェ号・マキノチェアマン号
（非抽選馬） ８頭 アグネススコール号・クリノハルチャンス号・ダイヤモンドアロー号・ダンツソレイユ号・トノニオマカセ号・

ニホンピロルナ号・ネオウーリボー号・メイショウクロシオ号

第２回　小倉競馬　第５日



０７０７５ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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 � アンシャンタン 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC. ４８８＋２４１：４６．５ ９．６�

３５ � 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 ４４８－１０１：４６．６� ８．６�

４７ エアポートメサ 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３２＋ ２１：４６．７� ８．３�

８１５� アウグーリオ 牡３栗 ５６ 伊藤 工真前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４３０± ０ 〃 アタマ １２．８�

５１０� シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ５０８＋１０１：４６．８� ２．２�

３６ � エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 丸山 元気平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Helen Y.
Painter ４７８－１０１：４６．９� ２０．９�

２４ バ ウ ン サ ー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 藤本ファーム ４９０－ ６１：４７．４３ １３．８	
６１１ メイショウコロク 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤英牧場 ４６４ ―１：４８．１４ ８０．７

６１２� アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４４２－ ４１：４８．４１� ４．９�
１２ テイエムカルチェ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６４± ０１：４８．７２ ２０５．９�
４８ シーサイドウーマン 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜岡 浩二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 ４４０＋ ２１：４８．９１� ６４．１
５９ テンヤードスカート 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４００－ ４ 〃 クビ ２０５．５�
７１３ テーオービリーヴ 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 浦河 三枝牧場 ４５０ ―１：５０．４９ ３２５．４�
７１４ マイピースハート 牝３栗 ５４ 田中 健五影 隆則氏 川村 禎彦 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ３１：５０．７２ ６６５．３�
８１６ タイキデュエリスト 牡３青鹿５６ 田中 博康�大樹ファーム 高柳 瑞樹 大樹 大樹ファーム B４７４－ ４１：５０．８クビ ２７１．０�
１１ � アスターエナジー �３芦 ５６ 安藤 光彰加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green

Stable ４７４－ ４１：５８．８大差 ４７６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３１３，４００円 複勝： １７，４５６，０００円 枠連： ６，０２３，７００円

普通馬連： １６，９９５，６００円 馬単： １３，５４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２８１，１００円

３連複： ２６，７５６，２００円 ３連単： ４５，４２５，３００円 計： １４６，８０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３４０円 � ２９０円 � ２３０円 枠 連（２－３） １，５００円

普通馬連 �� ３，６００円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� １，０９０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ８，６２０円 ３ 連 単 ��� ５４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１３１３４ 的中 � ９３３１（５番人気）
複勝票数 計 １７４５６０ 的中 � １２９８５（６番人気）� １５６０４（４番人気）� ２２２７１（３番人気）
枠連票数 計 ６０２３７ 的中 （２－３） ２９７９（８番人気）
普通馬連票数 計 １６９９５６ 的中 �� ３４８７（１５番人気）
馬単票数 計 １３５４９７ 的中 �� １４８８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２８１１ 的中 �� １８４３（１５番人気）�� ２１２０（１４番人気）�� １８４３（１５番人気）
３連複票数 計 ２６７５６２ 的中 ��� ２２９１（３０番人気）
３連単票数 計 ４５４２５３ 的中 ��� ６１３（１８２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１１．８―１３．３―１３．０―１２．３―１２．４―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．４―４３．７―５６．７―１：０９．０―１：２１．４―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�アンシャンタン �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２０１０．９．４ 札幌５着

２００８．４．２２生 牝３栗 母 Celtic Melody 母母 Ballynaugh ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔制裁〕 バウンサー号の騎手石橋脩は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）

エアポートメサ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。（３番への進路
影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターエナジー号は，平成２３年５月２６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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エステーローズ号・クレバーホーク号・シゲルシュカン号・ブレスユー号・ロングコウテイ号
（非抽選馬）１０頭 アドマイヤジャコモ号・エドノフレーザ号・エリモトレジャー号・ダーリブ号・デミチンタ号・ネオファッショ号・

ベルモントスコッチ号・ラヴフェアリー号・ラブサッキー号・ログインデジタル号

０７０７６ ３月２６日 晴 稍重 （２３小倉２）第５日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

５９ アルマリンピア 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：１０．４ ７．３�

４８ タイキガラハッド 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５０８－ ８１：１０．５� ４．４�
２４ テイエムムテキドン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 上村 清志 ４７６－ ４１：１０．８２ ９．３�
１１ シルバートップ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 B４２８－ ６１：１１．０１� ３．４�
８１６ ラガーフォーラム 牡３青 ５６

５５ ☆松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４５２－ ６１：１１．２� ２０．８�
５１０ メイショウマオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４１２－ ２１：１１．４１ １３．１�
３６ ハギノハートフル 牝３黒鹿５４ 中舘 英二日隈 良江氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２２＋ ２ 〃 ハナ １１．２	
７１３ ドンウイング 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 ４２８± ０１：１２．０３� ２１４．６

４７ ナンゴクチョウチョ 牝３芦 ５４ 鮫島 良太渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 塚田 達明 ４１２－ ４１：１２．１� ２４．３�
３５ クリノオーラ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか 小河 豊水 ４０８± ０１：１２．３１� ５５０．４�
８１５ ラララトゥモロー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真��昭牧場 和田正一郎 浦河 高昭牧場 ４００－１２１：１２．４クビ ８９．６
１２ レ モ ス カ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥白井 岳氏 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５２－ ２１：１２．５� １０．６�
６１２ スプリングフェスタ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：１２．７１ ９．８�
７１４ フェブストーリー 牝３栗 ５４ 田中 健釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 神垣 道弘 ４３８－ ４１：１２．８� ２１８．７�
２３ カシノリミテッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一柏木 務氏 境 直行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４１０－２６１：１３．０１� ２２８．０�

６１１ デ リ ー ル 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０－ ４１：１３．３１� １０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，１２６，５００円 複勝： １４，８３６，４００円 枠連： ７，２０８，８００円

普通馬連： １９，６６２，８００円 馬単： １４，１２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３５０，９００円

３連複： ３０，２８８，０００円 ３連単： ５０，６８８，１００円 計： １５７，２８２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ６８０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，７８０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ６，５５０円 ３ 連 単 ��� ３９，３８０円

票 数

単勝票数 計 １０１２６５ 的中 � １１０３３（３番人気）
複勝票数 計 １４８３６４ 的中 � １４９８４（３番人気）� ２４２８５（２番人気）� １４５８２（４番人気）
枠連票数 計 ７２０８８ 的中 （４－５） ７８６３（３番人気）
普通馬連票数 計 １９６６２８ 的中 �� ８９３２（４番人気）
馬単票数 計 １４１２０９ 的中 �� ３００１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３５０９ 的中 �� ３７３９（６番人気）�� １３８２（２３番人気）�� ２９６６（１１番人気）
３連複票数 計 ３０２８８０ 的中 ��� ３４１４（２１番人気）
３連単票数 計 ５０６８８１ 的中 ��� ９５０（１２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１１．８―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマリンピア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００８．３．１１生 牝３鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） ２頭 サンマルフェアー号・ブルースター号
（非抽選馬） ４頭 キセツノオキテ号・メイショウブロガー号・ヤマノアサカゼ号・ラソワ号



０７０７７ ３月２６日 晴 稍重 （２３小倉２）第５日 第５競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２４ シャイニンロミオ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ８１：５１．５ ２．８�

６１１ 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 ４８６－ ２１：５１．８１� ３．２�
８１５ ピースフルアース 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５６－ ８ 〃 クビ １０．６�
６１２ 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 ４３４－ ８ 〃 ハナ ２５．１�
３６ クレバーベスト �３鹿 ５６

５４ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６０＋２０１：５１．９クビ ３１．５	
３５ マルサンアップル 牝３鹿 ５４

５２ △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 ４２６－ ６ 〃 クビ １２．１

２３ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１２－ ４１：５２．０クビ ７．８�
７１４ マイネルリープ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７４－ ４ 〃 クビ ２４．２�
１２ ゴーゴーヒュウガ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４４４± ０１：５２．１クビ ７７．５
４８ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 クビ ４６．９�
４７ ブライダルシャワー 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４１４ ―１：５２．２� ５０．１�
５１０ アースソング 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２ ―１：５２．８３� １３．２�

７１３ シングントップガン 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新ひだか 前川 隆則 ４３４－ ４１：５３．４３� １８０．０�
５９ メイショウミフユ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４７８ ―１：５４．１４ ６５．１�
１１ パンプアップトート 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥苅部康太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか 原口牧場 ４８０ ―１：５４．２� ５５．４�
８１６ ロッキーベイビー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太井山 登氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７４ ―２：００．９大差 ２３７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，４３４，１００円 複勝： １６，４２８，６００円 枠連： ８，１２３，８００円

普通馬連： ２２，３６３，７００円 馬単： １６，２６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，０９６，０００円

３連複： ３２，９８６，５００円 ３連単： ５８，３９５，８００円 計： １７７，０９３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ３００円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ６３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� ５，８２０円

票 数

単勝票数 計 １０４３４１ 的中 � ２９４０９（１番人気）
複勝票数 計 １６４２８６ 的中 � ４３２２３（１番人気）� ３２４６２（２番人気）� １２６２７（５番人気）
枠連票数 計 ８１２３８ 的中 （２－６） ２０３３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２２３６３７ 的中 �� ３４００１（１番人気）
馬単票数 計 １６２６４８ 的中 �� １３０３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２０９６０ 的中 �� １５２１９（１番人気）�� ４３８８（５番人気）�� ３９０５（８番人気）
３連複票数 計 ３２９８６５ 的中 ��� １４６０５（３番人気）
３連単票数 計 ５８３９５８ 的中 ��� ７４１７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．７―４９．７―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．１―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニンロミオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．９．２６ 中山２着

２００８．４．１１生 牡３鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー ５戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロッキーベイビー号は，平成２３年４月２６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クーファセクメト号・シャイニーフェイト号・メジロマリシテン号・メダリオンスター号

０７０７８ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第６競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４５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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ メリュジーヌ 牝５鹿 ５５ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５８－ ６ ５８．３ ３．５�

１１ 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 ４６２＋ ８ ５８．５１� ７．８�

８１３ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 田中 博康トウショウ産業� 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 B４８８± ０ 〃 アタマ ３．２�

７１２ ア ヌ エ ヌ エ 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８０－ ８ ５８．８１� ６．０�
６９ � ラガーキセキ 牝５青鹿５５ 渡辺 薫彦奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４４８＋１０ ５８．９� １５５．７�
４６ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４７８－ ２ ５９．０� ６．２	
２２ キ ュ ー ト 牝４栗 ５５ 長谷川浩大 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４４± ０ ５９．２１� ５９．１

５７ ツーピースルーラー 牝４青鹿５５ 田辺 裕信西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B４６２± ０ ５９．５１� １６．５�
６１０ エーシンオフクロ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 木田牧場 ４３８－１０ ５９．６� １３．５�
３４ � オールエモーション 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真栗本 守氏 田所 秀孝 日高 日高大洋牧場 ４３０± ０１：００．０２� ６６．３
３３ ヤマニンフリアンド 牝４青鹿 ５５

５３ △高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４２－ ６１：００．２１� ２１７．１�
５８ テイエムマイヒメ 牝４栗 ５５ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 土井牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ １７４．３�
４５ � ピエナヴィブレ 牝４鹿 ５５

５３ △川須 栄彦本谷 兼三氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：００．５１� ５６．１�
８１４ チェリーブランデー 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３２＋１８１：００．７１� ２４９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０９８，５００円 複勝： １９，０９４，４００円 枠連： ５，９６７，４００円

普通馬連： ２１，９４５，９００円 馬単： １７，９５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６３９，６００円

３連複： ３２，２１５，２００円 ３連単： ５９，２３０，２００円 計： １７８，１５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，０９０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ６，６６０円

票 数

単勝票数 計 １１０９８５ 的中 � ２５５６６（２番人気）
複勝票数 計 １９０９４４ 的中 � ３５０９３（２番人気）� ２３７５０（４番人気）� ４７１９７（１番人気）
枠連票数 計 ５９６７４ 的中 （１－７） ４０６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ２１９４５９ 的中 �� １３１１３（６番人気）
馬単票数 計 １７９５９８ 的中 �� ５７１５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６３９６ 的中 �� ６２８１（４番人気）�� １３５３３（１番人気）�� ５７２１（６番人気）
３連複票数 計 ３２２１５２ 的中 ��� ２２３５３（２番人気）
３連単票数 計 ５９２３０２ 的中 ��� ６５７２（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリュジーヌ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．８．１７ 札幌４着

２００６．１．２８生 牝５鹿 母 メ ジ ェ ー ル 母母 カスパースカイゴールド １５戦３勝 賞金 ３４，７００，０００円
〔その他〕 ツーピースルーラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ツーピースルーラー号は，平成２３年４月２６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 アルテミス号・テングジョウ号



０７０７９ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第７競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３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 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 ４８０＋ ２１：４５．３ ５．７�

６１２ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７ 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９０－ ４ 〃 クビ ８．３�
５９ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１０－ ２１：４５．５� ２．１�
６１１� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４２６－ ８１：４５．７１ １８９．９�
２３ 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－ ２ 〃 ハナ ７．４�
２４ ホッコーキングオー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １５．７�
３５ 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 ４６６－ ６１：４５．８� ６１．１	
８１５ デステニーアロー 牝５黒鹿５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６－ ８１：４６．２２� ４５４．３

１２ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 田中 博康川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８２＋１６１：４６．３クビ ５．７�
１１ ロトディパーチャー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４６８－ ２ 〃 アタマ １１４．２�
７１３� フジマサボーイ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太藤原 正一氏 菊川 正達 門別 豊田田村牧場 B４８２－ ２ 〃 アタマ ４３０．８
５１０� ブレーヴキャンター 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一前田 榮生氏 和田 正道 大樹 メムブリーディ
ングシステム ５５６± ０１：４６．５１� ２８７．７�

４８ � メイショウヤグラ 牡４鹿 ５７ 田中 健松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 秋場牧場 ４８２－ ６１：４６．６� ２０．０�
４７ � ワンダーバイオー 牡６栗 ５７

５６ ☆松山 弘平山本 信行氏 笹田 和秀 三石 フクダファーム ４５８－１４１：４７．７７ １８８．１�
８１６ アスタークリス 牡５芦 ５７

５４ ▲藤懸 貴志加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４４４＋ ６１：４８．０１� ６３．６�
３６ カシノコロン 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４２８－ ６１：５０．１大差 ４０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，５５０，２００円 複勝： １７，０７１，５００円 枠連： ７，１５４，６００円

普通馬連： ２２，１１５，７００円 馬単： １６，４６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８６０，２００円

３連複： ３１，３１５，８００円 ３連単： ６１，３１９，６００円 計： １７６，８４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（６－７） ２，０４０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，９６０円

票 数

単勝票数 計 １０５５０２ 的中 � １４８００（２番人気）
複勝票数 計 １７０７１５ 的中 � ２７１７８（２番人気）� １８８５７（５番人気）� ５０９４８（１番人気）
枠連票数 計 ７１５４６ 的中 （６－７） ２５９６（９番人気）
普通馬連票数 計 ２２１１５７ 的中 �� ９０３５（５番人気）
馬単票数 計 １６４６１３ 的中 �� ３６４０（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８６０２ 的中 �� ４５０７（５番人気）�� １３６５１（１番人気）�� ８７８９（４番人気）
３連複票数 計 ３１３１５８ 的中 ��� ２０４８７（２番人気）
３連単票数 計 ６１３１９６ 的中 ��� ５０５５（２０番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．５―１１．３―１２．８―１３．１―１３．０―１２．９―１２．６―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．６―２８．９―４１．７―５４．８―１：０７．８―１：２０．７―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアブラスト �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．６．２１ 札幌３着

２００７．５．７生 牡４黒鹿 母 ラ ピ ュ セ ル 母母 アイシーゴーグル １９戦２勝 賞金 ２０，１５０，０００円
〔騎手変更〕 ロトディパーチャー号の騎手西田雄一郎は，負傷のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ホトダー号・マイネルレガーロ号
（非抽選馬） １頭 マドモアゼルノン号

０７０８０ ３月２６日 晴 稍重 （２３小倉２）第５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，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

１２ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６８－１２１：０９．７ １９．８�

１１ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 柴原 央明�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３２－１２ 〃 アタマ ２５９．１�
５９ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 中舘 英二中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ４ 〃 クビ ４．８�
４８ � ファンドリノチカラ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 ４６２＋ ８１：１０．０２ １６．９�
２３ ク ル タ ナ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４２２－ ８１：１０．２１� １２．７�
８１６ アイアンラチェット 牡４黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 クビ ３．２�
６１１ グリューネワルト 牝４青鹿５５ 丸山 元気 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ８１：１０．４１ ７．３	
５１０ ミスターエメラルド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ
アーム ４６０－１２ 〃 ハナ ４８．７


６１２ ダンツミラション 牝４鹿 ５５
５３ △高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 田上 稔 ４２８－ ２１：１０．５� ２０．０�

２４ コスモソルスティス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 利章 日高 富川田中牧場 ４５６－ ４１：１０．６クビ ９．６�
７１３ デートマスター 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B５２０－ ６１：１０．８１� ３５．３
３６ ディフィーター 牡５青鹿５７ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B５０２＋ ８１：１０．９� ５５．４�
８１５ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 古川 吉洋青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５４４＋１２ 〃 アタマ ７．１�
７１４ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３４－ ２１：１１．０� ４３．０�
３５ アンプレヴー 牝５栗 ５５ 丸田 恭介 �キャロットファーム 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：１１．３２ ５２．４�
４７ � デキシースウィング 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信吉田 好雄氏 田中 剛 新冠 村上 雅規 ４５８－ ４ 〃 アタマ ３９６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７７０，４００円 複勝： １６，６４０，４００円 枠連： １０，２１９，７００円

普通馬連： ２６，０６３，２００円 馬単： １８，００６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４６０，９００円

３連複： ４２，１６８，９００円 ３連単： ７１，５７９，６００円 計： ２０９，９０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ４９０円 � ５，２５０円 � ２１０円 枠 連（１－１） ７１，８３０円

普通馬連 �� ７２，５９０円 馬 単 �� １８２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２，２２０円 �� １，２３０円 �� １４，０７０円

３ 連 複 ��� １６５，５４０円 ３ 連 単 ��� １，３９０，１６０円

票 数

単勝票数 計 １１７７０４ 的中 � ４６９１（８番人気）
複勝票数 計 １６６４０４ 的中 � ８５６８（７番人気）� ６７５（１５番人気）� ２６５５８（２番人気）
枠連票数 計 １０２１９７ 的中 （１－１） １０５（３４番人気）
普通馬連票数 計 ２６０６３２ 的中 �� ２６５（８８番人気）
馬単票数 計 １８００６７ 的中 �� ７３（１８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４６０９ 的中 �� １４６（９５番人気）�� ２８１２（１３番人気）�� ２３１（８６番人気）
３連複票数 計 ４２１６８９ 的中 ��� １８８（２８９番人気）
３連単票数 計 ７１５７９６ 的中 ��� ３８（１９４９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアンデューク �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．１２ 福島１着

２００６．３．１７生 牡５芦 母 テンペストケース 母母 ケ ー ス ２０戦３勝 賞金 ５１，４５２，０００円
〔騎手変更〕 デキシースウィング号の騎手西田雄一郎は，負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ビスカヤ号



０７０８１ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第９競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２５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

５１０ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿 ５７
５４ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４９２－ ８１：４４．２ ４．９�

２３ 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 ４６６－ ２１：４４．５１� １８．０�
８１６� 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 B４７６＋ ４ 〃 クビ ４．６�
２４ ダンツブラボー 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７８－２２１：４４．８２ １２．４�
３５ サクラシザーズ 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋�さくらコマース梅田 智之 静内 原 武久 ５０６－ ４１：４５．０� ５１．６�
４７ � カレンベルナルド 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４８０－１０１：４５．１� ４９．６�
５９ � トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５１０± ０１：４５．２� ６７．６	
６１２ ヒ ー ロ ー 牡４栗 ５７ 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６－ ８ 〃 ハナ ２．２

４８ 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 B５３４＋ ４１：４５．６２� １０．６�
８１５ ディアアゲイン 牡６栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５８－ ４１：４５．７� ２９．７�
６１１� シンメトリーアート 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥角家 弘志氏 石毛 善彦 門別 中前 義隆 ４７６－ ８１：４６．１２� １３６．５
１１ � ビービーライズ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩坂東 勝彦氏 高柳 瑞樹 平取 中川 隆 ５３２＋ ４１：４６．２� ２６．０�
７１４� リネンベイビー 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４７６－ ８１：４６．９４ ４５３．６�
３６ � マルタカクリスタル 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗國立 治氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４７８－ ８１：４７．１� ５０９．３�
１２ � ダスティンバローズ 牡５栗 ５７

５５ △高倉 稜猪熊 広次氏 藤沢 則雄 三石 中村 和夫 ４４０－ ６１：４７．５２� １８７．５�
７１３� カシノハクリュウ 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５３０－ ２１：４８．２４ ３４３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６９９，７００円 複勝： ２０，４７７，８００円 枠連： １０，１１０，４００円

普通馬連： ３１，２５２，８００円 馬単： ２３，２２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１４８，７００円

３連複： ４６，８３８，４００円 ３連単： ９２，０８８，５００円 計： ２５３，８４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（２－５） ２，１１０円

普通馬連 �� ４，７３０円 馬 単 �� ８，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ３３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� ３３，７３０円

票 数

単勝票数 計 １３６９９７ 的中 � ２２０３７（３番人気）
複勝票数 計 ２０４７７８ 的中 � ３３４４１（３番人気）� １３０６７（５番人気）� ４１４１９（２番人気）
枠連票数 計 １０１１０４ 的中 （２－５） ３５３９（９番人気）
普通馬連票数 計 ３１２５２８ 的中 �� ４８８２（１４番人気）
馬単票数 計 ２３２２５６ 的中 �� １９１６（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１４８７ 的中 �� ４２８６（９番人気）�� １３５５２（３番人気）�� ３５１５（１１番人気）
３連複票数 計 ４６８３８４ 的中 ��� ７６４５（１３番人気）
３連単票数 計 ９２０８８５ 的中 ��� ２０１５（９２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．５―１１．２―１３．０―１２．９―１２．５―１２．６―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．４―２８．６―４１．６―５４．５―１：０７．０―１：１９．６―１：３１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルアサマヤマ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．２ 京都１５着

２００６．４．１２生 牡５青鹿 母 チャルダッシュ 母母 フ ジ ア ザ ミ １９戦３勝 賞金 ３０，７３０，０００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 メジロフランクリン号

０７０８２ ３月２６日 晴 稍重 （２３小倉２）第５日 第１０競走 ��２，０００�
ま き ぞ の

牧 園 特 別
発走１５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 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３６ ラガーアンバー 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７０－ ４２：０１．５ ５１．０�

２４ サンライズスカイ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 浜本牧場 B４６６＋ ２２：０１．７１� ４．４�
６１２ ロックンロール 牡４黒鹿５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５１８－ ２２：０１．９１� ３．７�
５９ 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 B４５８－ ２ 〃 ハナ ２７．８�
４７ 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 ４４２－ ２２：０２．０� １４．２�
４８ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５０－ ２２：０２．１クビ ６．２�
１１ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４４－ ４２：０２．２� １６．２	
５１０ シャルルヴォア 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介 
サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ５００± ０２：０２．３� １０．９�
１２ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４５２－ ２２：０２．４� ６．３�
８１５� アルティスト 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４７８＋ ６ 〃 クビ １３４．９
６１１ オールターゲット 牡５栗 ５７ 川須 栄彦 
サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４５６－ ８２：０２．６１	 １７．６�
７１４ ビップレジェンド 牡４栗 ５７ 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６２± ０２：０３．２３� １８．２�
８１６ ダッシュアキチャン 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４４６± ０２：０３．４� ３４．７�
７１３ ロイヤルロード 牡５鹿 ５７ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５２２－ ８２：０３．８２� ２３５．９�
２３ � ホワイトヒロイン 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋小野 博郷氏 石栗 龍彦 新ひだか 稲葉牧場 ４３６－ ６２：０４．８６ １９０．４�
３５ � エルキャンディー 牝４黒鹿５５ 高倉 稜三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４１６－１７２：０６．０７ ２５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５３５，８００円 複勝： ３０，２５３，３００円 枠連： １３，４３８，６００円

普通馬連： ５３，００５，２００円 馬単： ２９，８９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，００９，７００円

３連複： ７０，２４１，１００円 ３連単： １２０，９１９，７００円 計： ３５５，２９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１００円 複 勝 � １，０１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ９，７１０円

普通馬連 �� １３，０５０円 馬 単 �� ３３，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９１０円 �� ３，０８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １６，３２０円 ３ 連 単 ��� １６０，８００円

票 数

単勝票数 計 １５５３５８ 的中 � ２４０２（１２番人気）
複勝票数 計 ３０２５３３ 的中 � ５５０４（１２番人気）� ４０４３６（３番人気）� ６９４００（１番人気）
枠連票数 計 １３４３８６ 的中 （２－３） １０２２（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５３００５２ 的中 �� ２９９８（４１番人気）
馬単票数 計 ２９８９１８ 的中 �� ６５５（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２００９７ 的中 �� １７７８（３９番人気）�� １６７６（４１番人気）�� １２３０９（３番人気）
３連複票数 計 ７０２４１１ 的中 ��� ３１７８（５４番人気）
３連単票数 計１２０９１９７ 的中 ��� ５５５（５２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．３―１：００．９―１：１３．４―１：２５．９―１：３７．９―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．６
１
３
９，３，２，８，１（６，１２，１３）４（７，１４）１０－（１５，１１）－（５，１６）
９（３，８）２（１，１２，１３）６（７，１４）（４，１０）１１，１５，１６－５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラガーアンバー �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．７．１１ 札幌１２着

２００７．４．１８生 牡４黒鹿 母 ラガーエレガンス 母母 ラガーシンガー １６戦２勝 賞金 １９，８１７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０２分に変更。
〔騎手変更〕 ロイヤルロード号の騎手西田雄一郎は，負傷のため石橋脩に変更。
※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。
（非抽選馬） ２頭 アナバティック号・テラノパンサー号



０７０８３ ３月２６日 晴 稍重 （２３小倉２）第５日 第１１競走 ��１，２００�
よ し の が り

吉 野 ケ 里 特 別
発走１５時３５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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ ホシシャトル 牡８黒鹿５７ 安藤 光彰永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２８＋２４１：０９．１ ４０．８�

１１ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ １１．６�
６１１ コ ク ト ー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４８２± ０１：０９．２� ２．７�
８１５ リキサンシンオー �５栗 ５７ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ９．７�
１２ シンコープリンス 牡４青鹿５７ 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２－ ２１：０９．３� １１．６�
５１０ 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 ４７６－ ４１：０９．５１� ２０．１	
２３ クレムリンシチー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介 
友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ １９．４�
３６ ステラーホープ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真 
アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ９．２�
７１４	 ジョーリゴラス 牡７栗 ５７ 田中 健上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４６４－ ６ 〃 ハナ ７．３
３５ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５８＋ ２１：０９．９２� ３１．２�
４７ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ ２３．４�
２４ ニホンピログッデン �８鹿 ５７ 石橋 脩小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７８＋ ２１：１０．１１� ２３．５�
７１３	 エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿５７ 川島 信二栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９８＋ ８ 〃 クビ ５２．８�
８１６	 メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５７ 大野 拓弥�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４７６－ ４１：１０．３１� ４１．６�
５９ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４１６－１６１：１０．４クビ １６．２�
４８ シャイニーナイト 牡４栗 ５７ 上村 洋行小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４８４＋１８１：１０．５� ４６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０７２，７００円 複勝： ３１，３５０，４００円 枠連： ２１，１０５，４００円

普通馬連： ７６，５７７，５００円 馬単： ４３，２０４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１０５，０００円

３連複： １２１，８８５，４００円 ３連単： ２１２，２９２，７００円 計： ５５８，５９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０８０円 複 勝 � １，０３０円 � ３５０円 � １６０円 枠 連（１－６） １，１６０円

普通馬連 �� ３７，０６０円 馬 単 �� ７４，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，７９０円 �� ２，９２０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３６，３６０円 ３ 連 単 ��� ４２０，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２０７２７ 的中 � ４２６８（１３番人気）
複勝票数 計 ３１３５０４ 的中 � ６０３９（１３番人気）� ２１２７５（６番人気）� ７４４８０（１番人気）
枠連票数 計 ２１１０５４ 的中 （１－６） １３４７７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６５７７５ 的中 �� １５２５（９２番人気）
馬単票数 計 ４３２０４４ 的中 �� ４２９（１８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１０５０ 的中 �� ７３３（９９番人気）�� ２５０２（３８番人気）�� ８３９９（５番人気）
３連複票数 計１２１８８５４ 的中 ��� ２４７４（１３５番人気）
３連単票数 計２１２２９２７ 的中 ��� ３７３（１３５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．３―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．０―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホシシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００５．９．２５ 阪神５着

２００３．４．７生 牡８黒鹿 母 テイムズシチー 母母 アンジエラシチー ３３戦４勝 賞金 ５１，４９５，０００円
〔騎手変更〕 コクトー号の騎手西田雄一郎は，負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 メイショウサバト号の調教師小島貞博は，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。
※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。
（非抽選馬） ８頭 アルーリングムーン号・ウインキングストン号・シチリアーナ号・シンボリマルセイユ号・スイリンカ号・

バロンダンス号・ヒカルジョディー号・レオプライム号

０７０８４ ３月２６日 晴 重 （２３小倉２）第５日 第１２競走 １，７００�
せ ん だ い

川 内 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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００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 トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２６＋ ６１：４４．８ ６．３�

７１４ 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± ０１：４５．０１� ９．５�
５１０ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 ハナ ３．４�
８１５� タ コ 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 静内 タイヘイ牧場 ５０４＋ ４１：４５．１� ５．５�
８１６ スターサイクル 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８４－ ２１：４５．２� ４５．３�
４８ � イーサンジャンパー 牡５栗 ５７ 赤木高太郎国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ２２．６	
３６ キョウワシャドー 牡４芦 ５７ 太宰 啓介�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ １６４．０

７１３� ディレクシオン 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４７２± ０１：４５．３� ３４．７�
６１２ 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 ５０６－ ４１：４５．４クビ １０．５�
３５ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４８８－ ４ 〃 クビ ３３．７
４７ アサクサミツボシ 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：４５．６１� ６２．９�
５９ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４８４－ ４ 〃 アタマ ５１．８�
２３ ウルスラグナ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４７０± ０１：４６．０２� ３６．４�
２４ フィールドドリーム 牡４栗 ５７ 丸山 元気吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：４６．２１� ４．６�
１２ ペガサスダンディー 牡４栗 ５７ 高倉 稜松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４１：４６．７３ １１０．８�
６１１� アイファーマーチス 牡４黒鹿５７ 安藤 光彰中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５３６＋ ２１：４７．８７ ２６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９７０，３００円 複勝： ３５，２７６，９００円 枠連： １４，９３４，４００円

普通馬連： ５９，４２１，４００円 馬単： ３４，０１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９９３，５００円

３連複： ８１，４９５，５００円 ３連単： １５３，２０９，５００円 計： ４２３，３１３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（１－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ３４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� ２３，８００円

票 数

単勝票数 計 １９９７０３ 的中 � ２４９７９（４番人気）
複勝票数 計 ３５２７６９ 的中 � ４９０６０（４番人気）� ３１３８１（５番人気）� ７５９２６（１番人気）
枠連票数 計 １４９３４４ 的中 （１－７） ３９８０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５９４２１４ 的中 �� １９２４５（１１番人気）
馬単票数 計 ３４０１１８ 的中 �� ４４３６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９９３５ 的中 �� ７００４（１０番人気）�� １９９３０（２番人気）�� ９９６５（４番人気）
３連複票数 計 ８１４９５５ 的中 ��� ２１１７３（６番人気）
３連単票数 計１５３２０９５ 的中 ��� ４７５１（５５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．２―１２．７―１２．９―１２．６―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．２―４１．９―５４．８―１：０７．４―１：１９．９―１：３２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３
４（１１，１２）１５（１，３，１０）９－５（２，１３）－１４，７，１６，８，６・（４，１１）（１２，１５）１（３，１０，５）９（１３，１４）２（７，１６）６，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンヤッテキタ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Marquetry デビュー ２００９．１１．１４ 東京１２着

２００７．３．２３生 牡４栗 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight ２１戦２勝 賞金 ３０，９０１，０００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） １頭 グラスブレイド号
（非抽選馬） ３頭 エドヒガン号・テイケイワイズ号・マイネルプロートス号



（２３小倉２）第５日 ３月２６日（土曜日） 雨後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１６４，３６０，０００円
１，０９０，０００円
８８０，０００円

２，４６０，０００円
１５，５１０，０００円
６２，８５５，０００円
４，８８８，０００円
１，８６１，２００円

勝馬投票券売得金
１５２，６１２，０００円
２４４，５１２，０００円
１１５，３１７，５００円
３８１，１１６，４００円
２５０，５８７，９００円
１７６，９３３，１００円
５６９，５８３，６００円
１，００８，８８６，８００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 ２，８９９，５４９，３００円

総入場人員 ７，０２６名 （有料入場人員 ６，４６８名）


