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０７０８５ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４３８＋ ６ ５９．４ ８．７�

５７ エーシンパナギア 牝３青 ５４ 中舘 英二�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５０４± ０ ５９．６１� １．９�
８１４ クールグラン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ２ ５９．７� ８．３�
７１２ ミスチフキッツ 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦 �荻伏服部牧場 服部 利之 浦河 荻伏服部牧場 B４３０－ ９１：００．０１� １３．７�
３３ ミ ズ ー ラ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 阿部 新生 浦河 鮫川牧場 ４６０－ ２１：００．２１� ６９．１�
８１３ アンジェラバローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか タイヘイ牧場 ４２４－ ２１：００．５１� １４７．７	
３４ ヒカルマイガール 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真�橋 京子氏 栗田 博憲 むかわ 宇南山牧場 ４５６－１２ 〃 アタマ ３．２

１１ プリンセスモトヒメ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４２２－ ６１：００．７１ ５８．６�
６９ カシノモンブラン 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４２８＋１８１：００．８クビ ３０９．９�
４５ ミキノカフェテリア 牝３鹿 ５４ 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 ４８０－１２１：０１．９７ １００．２
６１０ ヒロガーデン 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜守内 満氏 藤沢 則雄 新ひだか 田湯牧場 ４５８－１０１：０２．３２� １３２．６�
２２ オ セ ロ 牝３芦 ５４ 丸田 恭介飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４３６ ―１：０２．６２ ４２．２�
４６ タンクトップドータ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４３０－１６１：０３．２３� ４８３．２�
５８ アイリスシチー 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 出羽牧場 ３７４ ―１：０３．６２� １２７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７，２３４，３００円 複勝： １７，３７３，２００円 枠連： ４，６６１，５００円

普通馬連： １６，８５７，７００円 馬単： １６，３６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８，６７９，８００円

３連複： ２８，１８７，８００円 ３連単： ５８，２５１，７００円 計： １５７，６０８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－７） ４９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ７，４００円

票 数

単勝票数 計 ７２３４３ 的中 � ６５６７（４番人気）
複勝票数 計 １７３７３２ 的中 � １３２４１（４番人気）� １０４０１３（１番人気）� １６４３１（３番人気）
枠連票数 計 ４６６１５ 的中 （５－７） ７０３２（２番人気）
普通馬連票数 計 １６８５７７ 的中 �� １６３７０（３番人気）
馬単票数 計 １６３６２４ 的中 �� ６３０３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６７９８ 的中 �� ８９６０（３番人気）�� ４０９５（７番人気）�� ９０９３（２番人気）
３連複票数 計 ２８１８７８ 的中 ��� ２２２５２（３番人気）
３連単票数 計 ５８２５１７ 的中 ��� ５８１３（２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイカガヤキ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．６ 京都１０着

２００８．２．８生 牝３黒鹿 母 トウケイチェリー 母母 シュバルヴォラント ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 ９時５１分に変更。
〔騎手変更〕 タンクトップドータ号の騎手西田雄一郎は，負傷のため宮崎北斗に変更。
〔発走状況〕 ヒロガーデン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイリスシチー号は，平成２３年４月２７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スナオニアイシテ号

０７０８６ ３月２７日 曇 稍重 （２３小倉２）第６日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５１０ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６
５４ △高倉 稜中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６０－ ６１：４７．５ １．２�

７１３ セントヴァリー 牡３鹿 ５６
５４ △川須 栄彦加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４４６－ ８１：４８．４５ １０．４�

３６ 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 ４７６＋ ８１：４８．５� ２０．４�
８１５ チョウイケイケ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹丸山 隆雄氏 清水 久詞 新冠 中地 康弘 ４６８－ ６１：４８．８１� ７９．６�
５９ スズカゴーゴー 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １５６．５�
３５ カイアナイト 牝３青鹿５４ 酒井 学 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム ４５０＋１６１：４８．９クビ １６．１�
６１２ ツルミアクセル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉�鶴見ホース 柴田 光陽 日高 田端牧場 B４５４－ ８１：４９．４３ ４７３．７	
６１１ エクスプライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４７０＋ ８ 〃 クビ ２３．０

２３ ナリタフラッシュ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦�オースミ 中尾 秀正 日高 白井牧場 ４８０ ―１：５０．０３� ４０．８�
７１４ メイショウタイタン 牡３鹿 ５６ 北村 友一松本 好雄氏 坂口 正則 安平 橋本 善太 ４５６－２０ 〃 アタマ １８７．０
４７ ルージュマジック 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ８１：５０．２１� １４．６�
１１ メイショウソフィー 牝３栗 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ４２０－１８１：５０．７３ １７１．０�
２４ ピュアーマイスター 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１８－１２１：５０．９１� ３０６．１�
４８ アスカノタップ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 門別牧場 B４７０－１８１：５５．７大差 ３８８．６�
１２ メイショウウイルド 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５０６ ―２：５８．５大差 ９１．３�
８１６ タカノコウモン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 白井牧場 ４３８－ ４ （競走中止） １５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６２３，６００円 複勝： ２９，４３３，１００円 枠連： ５，６６２，５００円

普通馬連： １８，１７１，６００円 馬単： １７，９６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９９３，０００円

３連複： ２９，５４３，２００円 ３連単： ６２，４４３，０００円 計： １８５，８３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ３４０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３９０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ４，４９０円

票 数

単勝票数 計 １２６２３６ 的中 � ８６４３４（１番人気）
複勝票数 計 ２９４３３１ 的中 � ２０９６９５（１番人気）� ２３８８３（２番人気）� ７５０９（５番人気）
枠連票数 計 ５６６２５ 的中 （５－７） １２４３０（１番人気）
普通馬連票数 計 １８１７１６ 的中 �� ３６６１２（１番人気）
馬単票数 計 １７９６６０ 的中 �� ２８４０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９９３０ 的中 �� １５６２０（１番人気）�� ５９９４（５番人気）�� １５４３（１５番人気）
３連複票数 計 ２９５４３２ 的中 ��� １１７６８（６番人気）
３連単票数 計 ６２４４３０ 的中 ��� １０２７６（８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．２―１３．４―１３．３―１２．８―１２．９―１２．６―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．３―３０．５―４３．９―５７．２―１：１０．０―１：２２．９―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．５
１
３

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

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

サワヤカユウタ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２０ 京都３着

２００８．４．７生 牡３栗 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ ７戦１勝 賞金 １２，７２５，０００円
〔競走中止〕 タカノコウモン号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウウイルド号・タカノコウモン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 メイショウウイルド号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスカノタップ号は，平成２３年４月２７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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コニコニ号・トーホウベスト号・フォンテーヌブロー号
（非抽選馬） ６頭 アラビアンザサン号・カガタイキ号・タイホウルーナ号・ターフェアイト号・ネオザウイナー号・

ホクザンヴィリル号

第２回　小倉競馬　第６日



０７０８７ ３月２７日 曇 良 （２３小倉２）第６日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９６＋ ２１：１０．０ ２．８�

４７ クリノトルネード 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７０± ０１：１０．１� ４．２�
６１２� ケイアイアテナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro
Kameda ４００－ ６ 〃 ハナ ５４．７�

２３ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４１６± ０１：１０．２クビ ７．４�
１２ � コスモアバンティ 牝３芦 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４１６± ０ 〃 クビ ２３．１�
５９ アースエンブレム 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３８＋ ２１：１０．５１� ２０．９	
３５ ヒシサッチモ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４９０＋１０ 〃 クビ ８６．０

３６ ラベンダーラッシー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦吉田 和美氏 須貝 尚介 日高 白井牧場 ４３８＋１０１：１０．８１� １１．３�
４８ キングウェリナ 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 B４６６＋１０１：１１．１２ １３．２�
５１０� アテーナーズブレス 牝３鹿 ５４ 北村 友一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm ４６６ ― 〃 ハナ １７１．５
８１６ タガノアルメール 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６ ― 〃 クビ １３６．０�
１１ アートギャラリー 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：１１．３１� ３２．１�
７１３ トウカイギアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １３．７�
６１１ アイアンセラヴィ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７４－１２１：１１．６１� ９．２�
８１５ ケンエピソード 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４２４－１０１：１２．０２	 ２４２．７�

２４ バトルパープル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４１４＋１０１：１２．８５ ４９７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，８９９，４００円 複勝： １５，６７２，５００円 枠連： ６，８８８，０００円

普通馬連： ２１，８６７，４００円 馬単： １５，６８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５１１，１００円

３連複： ３５，０５９，８００円 ３連単： ５６，７６５，９００円 計： １７１，３５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ７００円 枠 連（４－７） ４１０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２，１１０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ２４，９１０円

票 数

単勝票数 計 ８８９９４ 的中 � ２５９２５（１番人気）
複勝票数 計 １５６７２５ 的中 � ３９１８７（１番人気）� ３７６７８（２番人気）� ３４４３（１０番人気）
枠連票数 計 ６８８８０ 的中 （４－７） １２６９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１８６７４ 的中 �� ３１９７４（１番人気）
馬単票数 計 １５６８６５ 的中 �� １１７５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５１１１ 的中 �� １１７５１（１番人気）�� １１０１（２８番人気）�� １１６９（２７番人気）
３連複票数 計 ３５０５９８ 的中 ��� ３４６７（２５番人気）
３連単票数 計 ５６７６５９ 的中 ��� １６８２（６４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．７―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスウイッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神２着

２００８．５．１１生 牡３黒鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ピエナクリスタル号・マイネエレーナ号

０７０８８ ３月２７日 曇 良 （２３小倉２）第６日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

４８ ゴ ー ズ オ ン 牡３鹿 ５６
５４ △川須 栄彦前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５００± ０２：０３．０ ４．５�

６１２ 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 ４８０－ ２２：０３．２１� ６０．４�
６１１ 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± ０２：０３．３� ６．９�
３６ ダノンハロー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４２：０３．４クビ ９．４�
５９ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５８－ ４ 〃 クビ ６７．０�

７１３ ウインルキア 牝３青鹿５４ 鮫島 良太�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４１８－ ６２：０３．６１� ９．１	
１２ マイネルリシェス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ３５．２


２３ バーガンディミック 牡３栗 ５６ 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４３４＋１６２：０３．８１� ７５．０�
５１０ ジョウノライアン 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６± ０２：０３．９� ５５．７�
１１ デーヴァローカ 牡３栗 ５６ 柴原 央明吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５１２－ ２ 〃 クビ ３．７
４７ カネトシグレース 牝３栗 ５４ 丸田 恭介兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４６４＋ ６２：０４．２１� ２００．４�
３５ ブライティアターフ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４４６ ― 〃 アタマ １２．３�
２４ ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 石橋 脩�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５２４± ０２：０４．３クビ ５．４�
８１５ スズカルーセント 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６ ―２：０４．６１� ５３．４�
７１４ レ オ ノ ー レ 牝３黒鹿５４ 酒井 学田口 廣氏 加藤 敬二 安平 田口 廣 ４５０－ ８ 〃 クビ ２３７．３�
８１６ シルクゴーオン 牡３青鹿５６ 長谷川浩大有限会社シルク西浦 勝一 新冠 秋田牧場 ４９０＋ ４２：０６．３大差 ５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６３５，６００円 複勝： １５，５７３，２００円 枠連： ６，６２８，５００円

普通馬連： ２１，７９６，６００円 馬単： １５，７３６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１８７，６００円

３連複： ３４，９６７，６００円 ３連単： ５６，０５９，８００円 計： １７１，５８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １，０８０円 � ２００円 枠 連（４－６） １，１６０円

普通馬連 �� １１，３１０円 馬 単 �� ２０，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１６０円 �� ４７０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� １８，４５０円 ３ 連 単 ��� １０７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ９６３５６ 的中 � １７０８６（２番人気）
複勝票数 計 １５５７３２ 的中 � ３０２０５（２番人気）� ２７２４（９番人気）� ２２１８１（３番人気）
枠連票数 計 ６６２８５ 的中 （４－６） ４２１８（６番人気）
普通馬連票数 計 ２１７９６６ 的中 �� １４２３（２６番人気）
馬単票数 計 １５７３６８ 的中 �� ５７１（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１８７６ 的中 �� ８２８（３０番人気）�� ６４５８（４番人気）�� ８１２（３１番人気）
３連複票数 計 ３４９６７６ 的中 ��� １３９９（５２番人気）
３連単票数 計 ５６０５９８ 的中 ��� ３８４（３０３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．０―１２．７―１２．７―１２．６―１２．３―１２．５―１２．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．４―３５．４―４８．１―１：００．８―１：１３．４―１：２５．７―１：３８．２―１：５０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴ ー ズ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 With Approval デビュー ２０１０．９．２６ 阪神７着

２００８．２．２８生 牡３鹿 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミッキークリスタル号
（非抽選馬）１３頭 アーセナルゴール号・ウインラグセイル号・エリモロッソ号・クレバーステージ号・ゴットラウディー号・

ジャスミンシチー号・シルクグラサージュ号・セルリアンディンゴ号・ダイワジョンクック号・トーセンルクリア号・
パープルテンリュ号・マイネルヴィーゼ号・メマンチンタ号



０７０８９ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時１０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

５９ ワンダースル 牝５青鹿５５ 太宰 啓介山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４４２－ ２１：４６．４ ８５．９�

８１５ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 丸山 元気�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４５４± ０１：４６．６１ １．８�
３５ � ホワイトジュエル 牝４芦 ５５ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ６ 〃 ハナ １６．５�
７１４� トップバゴチャン 牝４青鹿 ５５

５３ △高倉 稜�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４７０± ０１：４６．８１� ２５．３�
６１１ マイネルナロッサ 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ６１：４７．０１ ９０．０�
２３ ヴィーヴァレジーナ 牝５栗 ５５ 北村 友一芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４２０－１２ 〃 クビ １１．８	
５１０� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 鮫島 良太永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６２＋ ８１：４７．１クビ ２６０．７

４７ ディアコトミ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ １２９．８�
８１６ ヤマニンギモーヴ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４７８－１０ 〃 クビ ５．４�
４８ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６６－ ４１：４７．２� １０．４
１２ 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± ０１：４７．３� １８．５�
７１３� オ ウ ハ 牝５芦 ５５

５３ △川須 栄彦�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４４０－ ８１：４８．０４ ８．５�
３６ � スイングサンデー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４３８－１０１：４８．３１� ３２８．６�
１１ アルファアンジュ 牝４芦 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ５０６＋ ８１：４８．４クビ ９７．３�
６１２� タケカエルダ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４１４－ ６１：４８．７１� ３０８．８�
２４ ルナドリーム 牝４栗 ５５ 酒井 学北駿競走馬組合 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５６－ ４１：４８．９１ ９４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，６７４，７００円 複勝： ２１，３２０，１００円 枠連： ９，０３６，４００円

普通馬連： ２５，２７２，９００円 馬単： ２２，１９６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４６４，０００円

３連複： ４３，４３７，８００円 ３連単： ７７，８９１，１００円 計： ２２５，２９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，５９０円 複 勝 � １，２６０円 � １２０円 � ３５０円 枠 連（５－８） ２，９６０円

普通馬連 �� ６，９６０円 馬 単 �� ２０，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ７，９００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １６，９３０円 ３ 連 単 ��� １９１，６２０円

票 数

単勝票数 計 １１６７４７ 的中 � １０７１（９番人気）
複勝票数 計 ２１３２０１ 的中 � ２６６７（９番人気）� ８５４４４（１番人気）� １１５０４（６番人気）
枠連票数 計 ９０３６４ 的中 （５－８） ２２６０（８番人気）
普通馬連票数 計 ２５２７２９ 的中 �� ２６８２（２１番人気）
馬単票数 計 ２２１９６１ 的中 �� ７９１（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４６４０ 的中 �� ２４７９（１６番人気）�� ４２３（４８番人気）�� ７１８３（４番人気）
３連複票数 計 ４３４３７８ 的中 ��� １８９４（５３番人気）
３連単票数 計 ７７８９１１ 的中 ��� ３００（４３１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．４―４２．７―５５．０―１：０７．４―１：２０．３―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３
１（４，１６）８－１５（７，１３）１４（２，１１）９－（３，１０）－６（５，１２）・（１，１６，１３）９，１５（８，１４）７（２，１１）（４，１０）（３，５）＝６，１２

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

勝馬の
紹 介

ワンダースル �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００９．３．１ 小倉２着

２００６．３．２４生 牝５青鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン ２９戦２勝 賞金 ２３，７１０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 スイングサンデー号の騎手西田雄一郎は，負傷のため宮崎北斗に変更。
※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 ラブソネット号

０７０９０ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

７１１� セトノジャーニー 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５１０＋ ６ ５８．６ ６５．５�

５７ ミッキーシュタルク 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８ ５８．８１� ７．２�
５８ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５６－ ２ ５９．０１� １６．９�
８１４ ルナエクリプス 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 静内 岡田スタツド ４５６＋ ６ 〃 アタマ ２６７．８�
１１ ネイルダウン 牡４黒鹿５７ 酒井 学前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ４ 〃 クビ ９１．０�
７１２ リバーサルブロー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４８６＋ ２ ５９．１	 １６．９�
３３ オーミレイライン 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５０６－ ８ 〃 クビ １００．８�
３４ ファーストメジャー 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６８－ ２ ５９．３１� ５．６	
２２ プリサイストップ 牡４鹿 ５７

５５ △高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４８０＋ ８ ５９．５１ ２．５

４６ テイエムデスカイ 牡６鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 平取 北島牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ５３．０�
４５ � デュークワンダー 牡５栗 ５７ 中舘 英二伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４９８＋１２ ５９．６	 ４．５�
８１３ コスモセレクト 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 日高 若林 武雄 ４９８± ０ 〃 ハナ ２７．６
６１０ ハナノシンノスケ 牡４鹿 ５７

５５ △川須 栄彦池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋ ８ ５９．９１	 １２．０�
６９ ユ ド ロ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 橋本牧場 ４５０－１２１：００．４３ ４６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，１１２，１００円 複勝： １８，６９１，７００円 枠連： ６，１９５，１００円

普通馬連： ２３，５３１，９００円 馬単： １８，９２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４３５，５００円

３連複： ３７，７５１，６００円 ３連単： ６８，５８９，５００円 計： １９７，２３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５５０円 複 勝 � １，４６０円 � ３５０円 � ４９０円 枠 連（５－７） ２，８３０円

普通馬連 �� １８，５４０円 馬 単 �� ４３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，５３０円 �� ８，８５０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １０９，２６０円 ３ 連 単 ��� ８０３，４８０円

票 数

単勝票数 計 １１１１２１ 的中 � １３３７（１１番人気）
複勝票数 計 １８６９１７ 的中 � ３０４０（１０番人気）� １５４３７（４番人気）� １０３３３（７番人気）
枠連票数 計 ６１９５１ 的中 （５－７） １６１７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２３５３１９ 的中 �� ９３７（３８番人気）
馬単票数 計 １８９２３８ 的中 �� ３２２（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４３５５ 的中 �� ５５０（４２番人気）�� ３４２（５１番人気）�� １４９１（２４番人気）
３連複票数 計 ３７７５１６ 的中 ��� ２５５（１６０番人気）
３連単票数 計 ６８５８９５ 的中 ��� ６３（１００３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セトノジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fasliyev

２００７．５．７生 牡４鹿 母 セトノグラマー 母母 Lady Twain １２戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 オーミレイライン号の騎手畑端省吾は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・１０番への進路影
響）

※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 カポデテュティカピ号・キングスウィープ号・シルバーフェザント号・マックスリオ号



０７０９１ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

６１２ スペシャルイモン 牡４鹿 ５６
５４ △川須 栄彦井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８６＋ ６２：３３．０ ６．２�

６１１ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５６ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ４．２�
３６ オウシュウベスト 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４４２± ０２：３３．５３ ６．７�
２３ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７２－ ８２：３３．８１� １１．５�
１１ テ ラ ボ ル ト �４鹿 ５６ 武 幸四郎青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４８０－ ２２：３３．９クビ １３．０�
５１０ スマートファントム 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太大川 徹氏 高野 友和 早来 ノーザンファーム ４９８－２２２：３４．２１� １２．２�
７１４	 マルヘイサッカー 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７８－ １２：３４．９４ ３９．７�
４８ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿５６ 田中 博康林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２－ ４２：３５．３２
 ４７．３	
３５ � アポロヴァンドーム 牡４芦 ５６ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC B５０８－ ６２：３５．５１
 ４７．１

８１５ エルブールズ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ６２：３６．４５ １９．６�
２４ ブラボージャングル 牝４栗 ５４ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０２：３６．６１
 ７．０
５９ シルクマッドネス �４黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４５６± ０２：３６．７
 ６．６�
４７ � ペガサスフォート �６栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人広尾レース� 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry
Throughbreds ５１６－ ８２：３６．９１� ３３．２�

７１３	 ジェイケイミラクル 牝４鹿 ５４ 丸山 元気小谷野次郎氏 坂本 勝美 新ひだか 藤川フアーム B４６２－ ２２：３９．６大差 ８４．９�
１２ ポルタノーヴァ 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４８０－１０２：４３．５大差 ８６．３�

（１５頭）
８１６ カシノストライカー 牡４鹿 ５６ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ５１８＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，２２６，８００円 複勝： １７，０３４，１００円 枠連： ９，４２５，３００円

普通馬連： ２４，８４１，４００円 馬単： １７，４６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５９８，９００円

３連複： ４２，１８２，８００円 ３連単： ６６，１７０，５００円 計： ２０１，９４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（６－６） １，４２０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� １４，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 １１２２６８（返還計 ３９５） 的中 � １４３５２（２番人気）
複勝票数 差引計 １７０３４１（返還計 ６０１） 的中 � １７１５０（５番人気）� ３１０３５（１番人気）� ２１２１７（３番人気）
枠連票数 差引計 ９４２５３（返還計 １１９） 的中 （６－６） ４８９９（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ２４８４１４（返還計 ２３６７） 的中 �� １４３５０（３番人気）
馬単票数 差引計 １７４６４８（返還計 １５４５） 的中 �� ４４６８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３５９８９（返還計 １５６５） 的中 �� ７２２６（３番人気）�� ５０９１（５番人気）�� ８２２２（１番人気）
３連複票数 差引計 ４２１８２８（返還計 ５８１２） 的中 ��� １３３７６（２番人気）
３連単票数 差引計 ６６１７０５（返還計 ９７０９） 的中 ��� ３３４９（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．５―３７．４―５０．３―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．５―１：４２．２―１：５５．０―２：０７．６―２：２０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
�
２（４，５）１５（１３，１４）１１，８，１２－（３，１，６）－９－（７，１０）・（５，１１，１２）－（４，６）（１４，１５）（３，１）８，１０－１３，９，７＝２

２
�

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

勝馬の
紹 介

スペシャルイモン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．８．２ 小倉８着

２００７．４．２１生 牡４鹿 母 アイティレディー 母母 シーズアウーマン １９戦２勝 賞金 １６，０００，０００円
〔騎手変更〕 ジュヌドラゴン号の騎手西田雄一郎は，負傷のため田中博康に変更。
〔競走除外・発走状況〕 カシノストライカー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため

競走除外。発走時刻３分遅延。
ブラボージャングル号・スマートファントム号は，枠入り不良。発走時刻５分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシノストライカー号は，平成２３年３月２８日から平成２３年４月２６日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 ブラボージャングル号・スマートファントム号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイケイミラクル号・ポルタノーヴァ号は，平成２３年４月２７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 アラメダキング号・マスターオブゲーム号・リアライズトロイカ号・ロイヤルダリア号

０７０９２ ３月２７日 晴 良 （２３小倉２）第６日 第８競走 ��１，８００�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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２２ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ６１：５０．７ ６．０�

３４ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 石橋 脩松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４２＋１２１：５０．９１� ２．５�
４７ タガノパルムドール 牝４栗 ５５ 武 幸四郎八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８０＋１０１：５１．２１� １８．２�
７１３ シャイニーブレーヴ 牡４栗 ５７

５５ △高倉 稜小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６２＋ ６ 〃 クビ １６．９�
６１０ 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 ５１２－１２ 〃 ハナ ６５．８�
４６ ゴールドケー 牝５青鹿５５ 田辺 裕信馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５６－ ４１：５１．３� ８．５�
１１ ゴシップガール 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介小川 勲氏 藤岡 健一 新ひだか 平野牧場 ４３０＋１０１：５１．４� ４４．６�
３５ ピンクジャスミン 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗名古屋友豊	 作田 誠二 日高 白井牧場 ４６２＋１４１：５１．５� １９５．３

８１４ チャーリーポイント 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７２－１２ 〃 クビ ５．９�
５９ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿５５ 北村 友一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５２＋１８１：５１．６� ４６．９�
２３ � メイショウホオズキ 牝５栗 ５５ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ２１３．３
５８ ランダムトーク 牝４鹿 ５５ 津村 明秀吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４＋１６１：５２．０２� ２１．４�
７１２ ロスペトリュス 牡６栗 ５７ 丸山 元気山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９８－ ２１：５２．１� ６．７�
８１５ ミッキーボンボン 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４８６＋１２１：５２．４１� ６７．１�
６１１ リズミックビート 牡４栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊	 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２０＋１４１：５５．１大差 ８４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１７５，０００円 複勝： １７，９２２，８００円 枠連： ９，３２１，３００円

普通馬連： ２６，４２１，３００円 馬単： １９，８０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９７４，７００円

３連複： ４０，５２２，６００円 ３連単： ７３，２３８，０００円 計： ２１１，３７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（２－３） ８１０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，４４０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� ２４，４３０円

票 数

単勝票数 計 １１１７５０ 的中 � １４７１６（３番人気）
複勝票数 計 １７９２２８ 的中 � ２５６３４（３番人気）� ４２９１３（１番人気）� ９２７２（７番人気）
枠連票数 計 ９３２１３ 的中 （２－３） ８５０１（４番人気）
普通馬連票数 計 ２６４２１３ 的中 �� ２４５２５（３番人気）
馬単票数 計 １９８０２０ 的中 �� ６５００（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９７４７ 的中 �� ９３２５（３番人気）�� ２０８２（１７番人気）�� ３３３２（１２番人気）
３連複票数 計 ４０５２２６ 的中 ��� ６５８６（１５番人気）
３連単票数 計 ７３２３８０ 的中 ��� ２２１３（６９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．０―１３．０―１２．９―１２．６―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．５―５０．５―１：０３．４―１：１６．０―１：２７．６―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ト シ ザ マ キ �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．７．５ 阪神２着

２００７．４．７生 牝４栗 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー １６戦２勝 賞金 ２５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リズミックビート号は，平成２３年４月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 インプレッシヴデイ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ミヤコトップガン号



０７０９３ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６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

２４ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７
５４ ▲花田 大昂鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８４－ ６１：４５．７ ６．１�

４８ オースミマリオン 牡４栗 ５７ 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４７８＋１８ 〃 クビ １０．９�
３６ 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 B５１４－１２１：４５．８� １０．６�
６１２ アッシュール 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４６６－１０ 〃 ハナ ５．７�
１１ 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 ４９０－ ８１：４６．０１ ５．０�
５１０ ヒゼンリバイバル 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５２４－ ２ 〃 クビ ９．８	
１２ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６０－ ２１：４６．１� ４２．４

７１３ アテンボーイ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４７８－ ８１：４６．６３ ７．５�
５９ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７

５５ △川須 栄彦山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８８＋１０ 〃 ハナ ２３．２�
７１４ メイショウリバー 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５２－１４１：４６．７� ２０．７
２３ ウエスタンウェイブ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４８０＋ ２１：４６．９１ １２．９�
６１１ ラッキーフラワー 牝５青 ５５

５３ △高倉 稜西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４２４－ ９１：４７．１１ １２５．９�
８１６ サクラシリアス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６８＋ ２１：４７．４２ ２６．８�
８１５ サントワマミー 牝４栗 ５５ 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４５０± ０１：４７．６１ ４２．２�
４７ キングオバマ 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ １２４．９�
３５ アポロパステル 牝４栗 ５５ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６４± ０１：４８．０２� ３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８６９，２００円 複勝： ２１，９４０，４００円 枠連： １２，８０４，１００円

普通馬連： ３６，５９５，５００円 馬単： ２４，７８５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１５２，５００円

３連複： ６１，６７８，７００円 ３連単： １０２，７０６，１００円 計： ２９０，５３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � ４２０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ２，３９０円

普通馬連 �� ３，９８０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ８６０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� １１，９００円 ３ 連 単 ��� ６２，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１８６９２ 的中 � １５５５８（３番人気）
複勝票数 計 ２１９４０４ 的中 � ３９８３１（１番人気）� １１８９９（８番人気）� １６９９４（６番人気）
枠連票数 計 １２８０４１ 的中 （２－４） ３９５９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３６５９５５ 的中 �� ６８００（１８番人気）
馬単票数 計 ２４７８５３ 的中 �� ２９３７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１５２５ 的中 �� ２８５６（１９番人気）�� ５４１０（４番人気）�� １７２２（３１番人気）
３連複票数 計 ６１６７８７ 的中 ��� ３８２６（３６番人気）
３連単票数 計１０２７０６１ 的中 ��� １２１６（１９６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．６―４２．１―５４．８―１：０７．７―１：２０．６―１：３３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
８（１０，１５）（１，１１）－（２，５，９）７（３，１２）４（１６，６）１３－１４・（８，１０）（１，１５）（６，１４）（２，９）（１１，１２）（７，１６）（３，５，１３，４）

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

勝馬の
紹 介

ツルマルシルバー �
�
父 Silver Charm �

�
母父 Cozzene デビュー ２００７．３．４ 阪神７着

２００４．３．１９生 牡７芦 母 ラ イ リ ス ト 母母 La Llave ３４戦３勝 賞金 ４６，５１０，０００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） ２頭 ジャストルーラー号・マキシムトパーズ号
（非抽選馬） １頭 ヤマニンフリスキー号

０７０９４ ３月２７日 晴 良 （２３小倉２）第６日 第１０競走 ��
��１，８００�フ リ ー ジ ア 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 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５１０ サウンドバスター 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 ４８０＋ ４１：４８．６ ４１．０�

８１５ エーシンミズーリ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４５２－ ８ 〃 クビ ３．３�
２３ アイルトンバローズ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 中竹 和也 平取 坂東牧場 ４７６－１６１：４９．０２� ８．８�
４８ リリーファイアー 牡３鹿 ５６ 酒井 学土井 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 ４８２－ ８１：４９．３１� １４．６�
２４ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ８．０�
７１４ マイネルヴァルム 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５８＋ ４１：４９．５１� ２３．３	
７１３ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５０８± ０１：４９．８１� ７．１

１１ チ ェ リ オ ス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ５０６－１０ 〃 ハナ ３１．９�
６１２ ヤマニンアーマー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ４１：５０．０１� ４２．０�
４７ 	 スクウェルチャー 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

５００＋ ６ 〃 クビ ３１．１
１２ バンスタンウォルツ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：５０．１クビ １６．７�
３６ アドマイヤコリン 牡３青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４１０－１２ 〃 アタマ ５．０�
３５ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 的場 勇人永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ３０．２�
５９ シルクフラッシュ 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４３６－ ４１：５０．２� ２４．９�
６１１ セイユウハート 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦松岡 正二氏 梅内 忍 日高 前川 義則 ４４４± ０１：５０．８３� ６９．２�
８１６ ゴールデンジャガー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９８－ ６１：５１．７５ １４０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５４５，８００円 複勝： ３３，８３９，３００円 枠連： １７，９８３，５００円

普通馬連： ５７，６１０，４００円 馬単： ３７，１４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８１９，８００円

３連複： ９２，１２６，２００円 ３連単： １６１，７２１，５００円 計： ４４６，７９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１００円 複 勝 � １，１３０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ２，２６０円

普通馬連 �� ９，８３０円 馬 単 �� １９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２００円 �� ５，０４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２７，９５０円 ３ 連 単 ��� ２２４，７７０円

票 数

単勝票数 計 １９５４５８ 的中 � ３７６２（１３番人気）
複勝票数 計 ３３８３９３ 的中 � ５９５６（１４番人気）� ７４４２３（１番人気）� ２６７１３（５番人気）
枠連票数 計 １７９８３５ 的中 （５－８） ５８９６（８番人気）
普通馬連票数 計 ５７６１０４ 的中 �� ４３２８（３６番人気）
馬単票数 計 ３７１４４３ 的中 �� １４２５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８１９８ 的中 �� ２０２７（４０番人気）�� １２７５（５６番人気）�� ７８７６（６番人気）
３連複票数 計 ９２１２６２ 的中 ��� ２４３３（９３番人気）
３連単票数 計１６１７２１５ 的中 ��� ５３１（７０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．２―１２．４―１２．５―１２．６―１１．９―１２．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．９―１：２４．８―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウンドバスター �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．８ 京都２着

２００８．３．２３生 牡３鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア ４戦２勝 賞金 １７，１２５，０００円
〔騎手変更〕 スリーケインズ号の騎手西田雄一郎は，負傷のため的場勇人に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 クリノエンドレス号



０７０９５ ３月２７日 晴 稍重 （２３小倉２）第６日 第１１競走
九州新幹線全線開業記念

��
��１，７００�

みなみきゅうしゅう

南 九 州 特 別
発走１５時３０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５７ 高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４４．５ ７．２�

４７ タガノアッシュ 牡７鹿 ５７ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６６－ ６１：４４．９２� ２８．２�

５１０ ゴーアップドラゴン 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７８－ ２ 〃 ハナ １３．３�
７１４ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 上村 洋行鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６－１２ 〃 クビ ４．６�
２３ � アドベンティスト 牡６芦 ５７ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ５００－ ４１：４５．１１	 ４．０�
８１６ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦タマモ	 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８６－ ６１：４５．２クビ １１７．９

４８ ファイナルパンチ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 ４７６＋ ２１：４５．４１� ６５．１�
１２ トップコマチ 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４４８－１６ 〃 ハナ ３４．５�
２４ スナークツバサ 牡５芦 ５７ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野中 賢二 様似 清水スタッド ４９０± ０１：４５．５� １０１．７
６１１
 ワールドブルー 牡５鹿 ５７ 田中 博康 	ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４９２－１６１：４５．６� ７０．８�
８１５ ダノンハラショー 牡４栗 ５７ 鮫島 良太	ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４５４＋１０１：４５．９１� ６６．５�
３６ パ ミ ー ナ 牝４栗 ５５ 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４４６－１２１：４６．１１� ２３．８�
７１３ ウインドミネーター 牡４鹿 ５７ 丸山 元気	ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９０－ ４ 〃 アタマ ３．０�
１１ オースミカイエン 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介	オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５１０＋１０１：４６．７３� ７１．２�
３５ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 中舘 英二島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：４７．５５ ３３．５�
６１２ タマモアルプス 牡４黒鹿５７ 津村 明秀タマモ	 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 B５２４＋ ６１：４７．８１� ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２９９，９００円 複勝： ３０，１９４，９００円 枠連： ２３，９２２，９００円

普通馬連： ８０，４８７，６００円 馬単： ５３，０４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９８０，０００円

３連複： １２７，１９５，５００円 ３連単： ２４６，０５２，６００円 計： ６１２，１７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２７０円 � ５８０円 � ３７０円 枠 連（４－５） ３，７００円

普通馬連 �� １０，７８０円 馬 単 �� １９，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ９４０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� ３４，３９０円 ３ 連 単 ��� ２０７，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２１２９９９ 的中 � ２３６１９（４番人気）
複勝票数 計 ３０１９４９ 的中 � ３２４１１（４番人気）� １２５２９（６番人気）� ２１５５８（５番人気）
枠連票数 計 ２３９２２９ 的中 （４－５） ４７８０（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８０４８７６ 的中 �� ５５１５（３１番人気）
馬単票数 計 ５３０４１９ 的中 �� １９８７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９８００ 的中 �� ２９３６（２８番人気）�� ８１５６（７番人気）�� ２９３４（２９番人気）
３連複票数 計１２７１９５５ 的中 ��� ２７３０（９９番人気）
３連単票数 計２４６０５２６ 的中 ��� ８７５（５３８番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１０．９―１２．６―１２．９―１２．７―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．７―２８．６―４１．２―５４．１―１：０６．８―１：１９．４―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．７
１
３

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

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 ７戦３勝 賞金 ２８，４０４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 トウカイインパクト号・パープルスター号・メイクアダッシュ号・レオキュート号
（非抽選馬）１７頭 アグネスラナップ号・アプローズヒーロー号・エアキリヤン号・エアペイシェンス号・エバーモア号・

カンファーネオ号・ジョーメテオ号・ダノントレビアン号・トウショウロジック号・ナミダガキラリ号・
パールグレイピアス号・フェイドレスシーン号・フロムジオリエント号・マイネルプリマス号・マッドマックス号・
ヨクバリ号・ラヴィンライフ号

０７０９６ ３月２７日 晴 良 （２３小倉２）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

く ま も と じ ょ う

熊 本 城 特 別
発走１６時１０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 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３５ � 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 ４７８－ ８１：０９．５ ５．４�

７１３ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５０－ ４１：１０．１３� ３．６�
６１２� ミ ル ト ス 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ４５．９�
３６ トウカイフィット 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ １４．３�
１１ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６４＋２８１：１０．３１	 １１７．５�
４８ 
 フレデフォート 牡４鹿 ５６ 武 幸四郎 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４４－ ２ 〃 ハナ ７．４	
２４ アイビーフォールド 牡４鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５２＋ ２１：１０．４� ５．２

８１５ 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 ４５２＋ ４１：１０．５� ９．６�
５９ � ライブリリュウショ 牡５黒鹿５７ 高倉 稜加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５５６＋ ２１：１０．６クビ ２６．２�
７１４ カワキタラブポップ 牝５鹿 ５５ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム B４８０－ ８ 〃 アタマ ３８．８
５１０ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４４６－ ２１：１０．７クビ １１．３�
８１６ マスターセイレーン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩�服部牧場 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 ４５２± ０１：１０．８� １１５．３�
２３ � トーセンレベッカ 牝４鹿 ５５ 難波 剛健島川 �哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム ４５８－２２１：１１．０１� １１１．３�
４７ サクラティアモ 牝４青 ５５ 鮫島 良太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４１８＋ ４１：１１．２１� １３．８�
６１１� モエレスターレット 牝４青 ５５ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 中村 和夫 ４３４－ ４１：１１．３クビ ２４３．７�
１２ デンコウワン 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４１６－ ２ 〃 クビ ６７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５９２，１００円 複勝： ３３，４８２，５００円 枠連： １９，１４８，２００円

普通馬連： ７０，７１８，６００円 馬単： ４４，６７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２２９，３００円

３連複： １１２，４９０，４００円 ３連単： ２２６，５４７，６００円 計： ５６０，８８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １，１１０円 枠 連（３－７） ８００円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２，０３０円 �� ３，７００円

３ 連 複 ��� ２５，３８０円 ３ 連 単 ��� １１７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３５９２１ 的中 � ３４５９６（３番人気）
複勝票数 計 ３３４８２５ 的中 � ４６１０９（３番人気）� ６７７５３（１番人気）� ５６６３（１１番人気）
枠連票数 計 １９１４８２ 的中 （３－７） １７８１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０７１８６ 的中 �� ４０３０５（２番人気）
馬単票数 計 ４４６７８２ 的中 �� １１２６２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２２９３ 的中 �� １６４７２（２番人気）�� ３５３７（２９番人気）�� １９０４（３８番人気）
３連複票数 計１１２４９０４ 的中 ��� ３２７１（７６番人気）
３連単票数 計２２６５４７６ 的中 ��� １４２２（３６６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．１―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウフレアー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Naevus

２００６．２．２６生 牡５青鹿 母 マリアキャロッタ 母母 Carlotta Maria １９戦１勝 賞金 ２４，４１９，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ミルトス号の騎手西田雄一郎は，負傷のため荻野琢真に変更。
〔制裁〕 デンコウワン号の騎手赤木高太郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（４番・１０番への進路影響）
※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 ショウナンアトム号・メイショウバーモス号
（非抽選馬） ４頭 サマーソング号・フェリスホイール号・プリンセスパトラ号・モスキャンピオン号



（２３小倉２）第６日 ３月２７日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

１６６，９４０，０００円
１，０９０，０００円
１５，７７０，０００円
２，３００，０００円
１５，７４０，０００円
６３，７３７，５００円
４，８３６，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
１５９，８８８，５００円
２７２，４７７，８００円
１３１，６７７，３００円
４２４，１７２，９００円
３０３，７８８，１００円
１９９，０２６，２００円
６８５，１４４，０００円
１，２５６，４３７，３００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 ３，４３２，６１２，１００円

総入場人員 １１，８１８名 （有料入場人員 １１，１８０名）


