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０７０６１ ３月２０日 小雨 良 （２３小倉２）第８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）

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

２４ ラフアウェイ 牝３青 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ６１：４９．４ ６．１�

１２ ホワイトアルバム 牝３芦 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０± ０１：４９．５� ３．７�
５９ マルデデルマ 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：４９．７１� １１．４�
３６ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６６－ ２１：４９．９１� ７４．９�
１１ ニットウミューズ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介�日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４８６－１２１：５０．０� ２９．６�
８１５ エ ア ガ ガ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム B４３８－ ６１：５０．１クビ １７．９	
４８ ヤマニンパンケーキ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４９４＋ ４１：５０．３１ １０．７

６１１ スペシャルピース 牝３栗 ５４ 福永 祐一�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５２± ０１：５０．５１� ２．７�
６１２ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 ４３０－ ８１：５０．６クビ １３．０�
３５ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ２１：５０．７� ６９．５
７１３ プレシャスマリン 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４６６＋ ２１：５１．２３ ４９．１�
７１４ ライトアップゲラン 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４３０－１２１：５１．３� ２３９．３�
２３ メイショウブリッジ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二松本 好雄氏 武 宏平 安平 �橋本牧場 ４８４－ ８１：５２．３６ ２９．５�
４７ フレンチサマー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３０± ０１：５２．８３ ２０９．８�
５１０ プリティスカイ 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４４６－ ２１：５２．９クビ １４０．０�
８１６ タマモシャーベット 牝３栗 ５４ 北村 友一タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B４４６＋ ４１：５３．３２� ９９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６，６７９，９００円 複勝： １２，９３９，７００円 枠連： ５，１８５，７００円

普通馬連： １６，０１０，３００円 馬単： １２，２５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４０１，１００円

３連複： ３０，７５３，２００円 ３連単： ４６，１２０，１００円 計： １３９，３４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（１－２） １，１３０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １，３２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，８６０円 ３ 連 単 ��� ２１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ６６７９９ 的中 � ８６８９（３番人気）
複勝票数 計 １２９３９７ 的中 � １４９８４（３番人気）� ２７４１９（２番人気）� １２４１５（４番人気）
枠連票数 計 ５１８５７ 的中 （１－２） ３４０７（５番人気）
普通馬連票数 計 １６０１０３ 的中 �� ８２２２（５番人気）
馬単票数 計 １２２５６１ 的中 �� ３２３２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４０１１ 的中 �� ３５４９（６番人気）�� １６９２（１３番人気）�� ３４５２（７番人気）
３連複票数 計 ３０７５３２ 的中 ��� ４６７２（１５番人気）
３連単票数 計 ４６１２０１ 的中 ��� １５８７（４９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１９．０―３１．４―４４．９―５７．６―１：１０．１―１：２２．８―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ラフアウェイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 King of Kings デビュー ２０１１．２．１２ 京都６着

２００８．４．２６生 牝３青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid ２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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ダーリブ号・マーレーヒル号・メイショウポピー号・モカビーン号・ラヴフェアリー号・ラブサッキー号
（非抽選馬） ２頭 クィーンシバ号・トシザティアラ号

０７０６２ ３月２０日 小雨 良 （２３小倉２）第８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

６１０ カプリースレディー 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２＋ ８ ５９．７ １２．１�

３３ リネンムード 牝３青 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４８２± ０ ５９．８� ４．７�
１１ ニューユニヴァース 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平本間 茂氏 池添 兼雄 日高 いとう牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ６．０�
４５ エムオースマイル 牡３芦 ５６ 竹之下智昭大浅 貢氏 高柳 瑞樹 むかわ 貞広 賢治 ５２０－ ４１：００．４３� １３．８�
７１２ 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± ０１：００．５� ４．４�
８１３ メジロクロビシ 牝３青 ５４ 赤木高太郎�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０± ０１：００．６クビ １１１．５�
４６ スズカラッシュ 牡３黒鹿 ５６

５４ △川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４５４＋ ６１：００．７� ５．９	
７１１ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ８１：００．８� ３３．５

５７ クハディラン �３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか 岡田牧場 ４８８－ ２１：０１．１２ ４０．１�
５８ スーパーカフェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一福島 実氏 嶋田 功 新冠 片倉 拓司 ４９６± ０１：０１．２クビ ２５２．８�
３４ マイティーパワー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大小川 勲氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ ８．８
２２ サ ッ チ ャ ー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４３０－ ２１：０１．３クビ ３３．６�
８１４ アキノランラン 牝３芦 ５４

５２ △高倉 稜穐吉 正孝氏 牧田 和弥 新冠 競優牧場 ４３０－ ２１：０２．３６ ８．７�

（１３頭）
６９ タイセイブーケ 牝３芦 ５４ 酒井 学田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 前川 正美 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７，２８０，８００円 複勝： １３，４１９，３００円 枠連： ５，４５７，２００円

普通馬連： １６，８８８，１００円 馬単： １１，６３４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８，１５４，４００円

３連複： ２８，２６５，１００円 ３連単： ４３，５５８，３００円 計： １３４，６５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，１２０円

普通馬連 �� ２，４００円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ８７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ３１，７７０円

票 数

単勝票数 計 ７２８０８ 的中 � ４７６２（７番人気）
複勝票数 計 １３４１９３ 的中 � １３３８１（６番人気）� ２２８１９（１番人気）� １９６１４（３番人気）
枠連票数 計 ５４５７２ 的中 （３－６） １９０２（１１番人気）
普通馬連票数 計 １６８８８１ 的中 �� ５１９８（１１番人気）
馬単票数 計 １１６３４６ 的中 �� １６１２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１５４４ 的中 �� ２８００（１１番人気）�� ２２３１（１２番人気）�� ４９２８（１番人気）
３連複票数 計 ２８２６５１ 的中 ��� ５７９７（１１番人気）
３連単票数 計 ４３５５８３ 的中 ��� １０１２（９６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．５―４６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カプリースレディー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１０．１２．１１ 中山９着

２００８．４．２７生 牝３鹿 母 フェアリージェム 母母 Cajo ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 タイセイブーケ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 エムオースマイル号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため竹之下智昭に変更。
〔その他〕 サッチャー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サッチャー号は，平成２３年４月２０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） １頭 ダイヤモンドアロー号
（非抽選馬） １頭 カシノマイラヴ号

第２回　小倉競馬　第８日



０７０６３ ３月２０日 小雨 良 （２３小倉２）第８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

３６ アントウェルペン 牡３鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４８２－１０１：４８．０ ９．６�

７１３ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６
５４ △高倉 稜中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６± ０１：４８．１� ４．２�

２４ ミッキーオーラ 牡３青鹿５６ 中舘 英二野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム ４８４－１４１：４８．６３ ４．４�
４７ デルマインドラ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５３８± ０１：４８．７� ７．５�
４８ タガノプリンス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５８－ ８１：４９．４４ ３．５�
６１１ ファンタズミック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：４９．８２� １５．６�
６１２ ウインテイクオフ 牡３黒鹿５６ 北村 友一�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B４７２－ ４１：４９．９クビ ５３．９	
８１５ アウガルテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ５０６＋１２１：５０．０� ３５７．４

３５ キーメーカー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 高瀬 敦 ４８４＋ ４１：５０．２１� ５０．３�
１２ ノアパワフル 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ５００－１０１：５０．３� ２２．１�
１１ シルクジェネラーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４３８－ ６１：５０．４� ４９．８
５９ ナリタサジタリウス 牡３栗 ５６ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５０－ ４１：５０．５� ３３．５�
５１０ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４６２－ ２ 〃 ハナ ３５．９�
７１４ ショウサンガイナ 牡３鹿 ５６

５４ △川須 栄彦鈴木 昭和氏 加藤 敬二 新ひだか 谷岡 正次 ５１６± ０１：５０．６クビ ２３．９�
８１６ ゲンパチボロン 牡３栗 ５６ 津村 明秀平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム ４９２＋１０１：５１．０２� ３２０．０�
２３ スポーティンライフ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩山本 茂氏 松永 昌博 新ひだか 元道牧場 ４７０ ―１：５２．３８ ２６９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，７０４，２００円 複勝： １９，５０８，０００円 枠連： ７，３５０，２００円

普通馬連： ２０，０９８，０００円 馬単： １４，６６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，０７９，５００円

３連複： ３４，３３３，０００円 ３連単： ５０，１２１，１００円 計： １６６，８５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（３－７） ２，３６０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ８５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ３４，０７０円

票 数

単勝票数 計 ９７０４２ 的中 � ７９７５（５番人気）
複勝票数 計 １９５０８０ 的中 � １７３７６（５番人気）� ３１８０１（３番人気）� ３５０４０（１番人気）
枠連票数 計 ７３５０２ 的中 （３－７） ２３０６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２００９８０ 的中 �� ４１６５（１２番人気）
馬単票数 計 １４６６２８ 的中 �� １４３０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１０７９５ 的中 �� ２０４０（１５番人気）�� ３１７３（７番人気）�� ６１４２（５番人気）
３連複票数 計 ３４３３３０ 的中 ��� ５８８２（８番人気）
３連単票数 計 ５０１２１１ 的中 ��� １０８６（８８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３０．８―４４．４―５７．３―１：０９．８―１：２２．５―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アントウェルペン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１０．９．５ 新潟５着

２００８．４．３０生 牡３鹿 母 サンディシフター 母母 Tide ５戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走状況〕 ファンタズミック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エドノフレーザ号・ケイオーワールド号・ミラクルレインボー号

０７０６４ ３月２０日 曇 良 （２３小倉２）第８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

７１３ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２４－ ４１：０９．１ ４９．９�

６１０ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 佐久間寛志小林 昌志氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 博志 ４６６± ０ 〃 クビ ２．１�
１１ ショウナンマイケル 牡３青 ５６ 福永 祐一国本 哲秀氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８± ０１：０９．６３ ７．０�
２２ 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± ０１：０９．７� ４．６�
４６ アースエンブレム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３６± ０１：１０．１２� ４５．８�
５９ アースワンラシアン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 鎮一 ４３６＋ ８ 〃 アタマ １３．６�
５８ フェアギャンブラー 牡３栗 ５６ 北村 友一�ターフ・スポート坂口 正則 新ひだか 藤井 益美 B４２４＋ ４１：１０．３１� １０３．８	
６１１ ジョープラチネラ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３２－１０ 〃 アタマ ５２．３

８１４ デンコウヨットイデ 牡３芦 ５６ 赤木高太郎田中 康弘氏 鶴留 明雄 新ひだか 千代田牧場 ５５６＋３６１：１０．７２� ７８．８�
７１２ シーエリアル 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４１０－ ６１：１０．８� ５６６．２�
８１５ クリノマキバオー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩栗本 博晴氏 作田 誠二 熊本 有限会社

宮村牧場 B４７０－ ６１：１１．０１ １５１．２
３４ ソ ー ニ 牝３青鹿５４ 上村 洋行平井 裕氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５２＋１２１：１１．４２� １０．３�
２３ エーシンジャイヴ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 ４６４－１４１：１２．１４ ７．０�
４７ リンカーンドリーム 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭�口 正蔵氏 千田 輝彦 日高 長谷川牧場 ４５２－ １１：１２．２� ４９２．８�
３５ クラウンティアラ 牝３黒鹿５４ 加藤士津八矢野 悦三氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット ３９６－１０１：１３．２６ ５６６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，１２９，６００円 複勝： １８，１１２，４００円 枠連： ６，０７１，６００円

普通馬連： １９，０４６，１００円 馬単： １６，４４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，７４４，９００円

３連複： ３２，５３７，６００円 ３連単： ５７，０８４，１００円 計： １６９，１６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９９０円 複 勝 � ６３０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（６－７） ３，８９０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� １１，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ３，２９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６，３４０円 ３ 連 単 ��� ９３，０００円

票 数

単勝票数 計 １０１２９６ 的中 � １６０２（８番人気）
複勝票数 計 １８１１２４ 的中 � ４３００（８番人気）� ６７９１８（１番人気）� ２４２６９（３番人気）
枠連票数 計 ６０７１６ 的中 （６－７） １１５４（１３番人気）
普通馬連票数 計 １９０４６１ 的中 �� ４２５６（１２番人気）
馬単票数 計 １６４４３４ 的中 �� １０３７（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７４４９ 的中 �� ２２５２（１３番人気）�� ６６０（３０番人気）�� ８４０５（２番人気）
３連複票数 計 ３２５３７６ 的中 ��� ３７８９（１９番人気）
３連単票数 計 ５７０８４１ 的中 ��� ４５３（２２５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．０―１１．８―１１．８―１２．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．０
３ ８，１３－（３，４，１０）（１，２）－１４（５，１１，１５）（９，６）１２－７ ４ ８（１３，１０）－（４，２）３，１，１１（９，１４）（５，６）１５，１２－７

勝馬の
紹 介

ビューティバラード �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉６着

２００８．３．２３生 牝３栗 母 クールリーヴ 母母 クールアライヴァル ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 クラウンティアラ号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため加藤士津八に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンカーンドリーム号・クラウンティアラ号は，平成２３年４月２０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マイネルメガロス号（疾病〔疝痛〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ラガーフォーラム号
（非抽選馬） ２頭 テイエムムテキドン号・ブルースター号



０７０６５ ３月２０日 雨 良 （２３小倉２）第８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

７１４ カリスマミッキー 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４６０± ０１：４８．６ １０．８�

３５ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ １．９�
８１５ セレブリティ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５８＋ ６１：４８．９１� ２７．４�
２３ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６０± ０１：４９．２２ ３６．９�
４８ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ 北村 友一ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８２－ ６１：４９．４１� ４．４�
５９ モ エ ロ ッ ク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８８＋１０１：４９．５� ７．４�
３６ アズマユニヴァース 牡３栗 ５６ 津村 明秀東 哲次氏 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ４８４ ― 〃 ハナ ２０７．３	
８１６ ヒカルマイデビュー 牡３黒鹿５６ 武 豊�橋 京子氏 岡田 稲男 登別 登別上水牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ １９．９

２４ メリーポピンズ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 下屋敷牧場 ４４８＋ ６１：４９．７１ ３０．５�
１１ アーバンアスリート 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４６± ０１：４９．８クビ ２３．４�
６１２ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４５４± ０１：５０．０１� ３９．８
７１３ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０＋ ２１：５０．３２ ３５．２�
１２ フォースワン 牡３青 ５６

５４ △高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム ４６２ ― 〃 ハナ ２３１．３�
４７ メイショウイッシン 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０４－ ２１：５０．８３ ２０４．０�
５１０ ユキノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 ４７２＋３０１：５０．９� ３２６．１�
６１１ マヤノチェラブ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０ ―１：５２．５１０ １３０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６４７，０００円 複勝： ２８，２２４，７００円 枠連： ８，００１，６００円

普通馬連： ２９，９５３，４００円 馬単： ２４，０６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９８７，１００円

３連複： ４７，０１３，６００円 ３連単： ８５，１９２，０００円 計： ２５３，０８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２４０円 � １１０円 � ６５０円 枠 連（３－７） ５８０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ３，０５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ７，０４０円 ３ 連 単 ��� ５０，４６０円

票 数

単勝票数 計 １４６４７０ 的中 � １０７３３（４番人気）
複勝票数 計 ２８２２４７ 的中 � ２１７４３（３番人気）� １３０６８５（１番人気）� ６１７４（１０番人気）
枠連票数 計 ８００１６ 的中 （３－７） １０２９０（２番人気）
普通馬連票数 計 ２９９５３４ 的中 �� ２２６０８（３番人気）
馬単票数 計 ２４０６２５ 的中 �� ５４７１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９８７１ 的中 �� １１５６５（３番人気）�� １１８６（３６番人気）�� ３９５７（１０番人気）
３連複票数 計 ４７０１３６ 的中 ��� ４９３２（２５番人気）
３連単票数 計 ８５１９２０ 的中 ��� １２４６（１４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３６．６―４８．８―１：００．９―１：１３．０―１：２４．８―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カリスマミッキー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１１ 阪神７着

２００８．４．２６生 牡３栗 母 ジュピターガール 母母 ダイナシヨール ９戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔騎手変更〕 ユキノヴィーナス号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ウインラグセイル号・オービーキング号・ダノンハロー号・プレミアムリーチ号・ロッセ号

０７０６６ ３月２０日 雨 良 （２３小倉２）第８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

７１２ コ ロ ナ 牝５栗 ５５
５２ ▲西村 太一下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４６４＋１４ ５９．２ ２７．１�

８１３ マストバイアイテム 牝４黒鹿５５ 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４６２－ ８ ５９．４１� ６．１�
２２ キクノアルバ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４７２＋ ６ ５９．５� ２．８�
６１０ マンダリンレイ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４３０－ ３ ５９．６� ６０．５�
７１１ リーヴタイム 牝６芦 ５５

５３ △川須 栄彦林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５８＋ ６ ５９．８１ ８．６�
３３ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２４＋１０１：００．０１� ４５．９�
４５ サマーコード 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 	渡 信義 ４１４－ ６１：００．１� ８．１

１１ メイショウスズラン 牝４栗 ５５

５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８０± ０１：００．２� ５．５�
５８ ケイアイカミーリア 牝４鹿 ５５ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４７２－ ８ 〃 ハナ ５．６
８１４ パ シ ャ 牝４鹿 ５５ 伊藤 工真�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４０２＋ ４１：００．４１� １３５．５�
４６ ケージーカンザクラ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５６－１２ 〃 ハナ ３６．２�
６９ � アンピトリーテ 牝４芦 ５５ 田嶋 翔�イクタ 小島 貞博 新冠 越湖ファーム ４５０＋ ４１：００．５� １９２．２�
５７ ショウナンカガリビ 牝４栗 ５５ 酒井 学国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２１：００．６� １３２．０�
３４ � ソングスパロウ 牝４鹿 ５５

５３ △高倉 稜藤田 在子氏 天間 昭一 浦河 ミルファーム ４３８＋１４１：０１．９８ ８５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，５３５，４００円 複勝： １７，６８８，３００円 枠連： ６，０７２，６００円

普通馬連： ２１，０５７，２００円 馬単： １６，６５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８６７，０００円

３連複： ３５，０００，０００円 ３連単： ５８，４２２，６００円 計： １７６，２９７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ５２０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（７－８） １，９９０円

普通馬連 �� ７，２３０円 馬 単 �� １７，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� １，３５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ５，９５０円 ３ 連 単 ��� ６５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １０５３５４ 的中 � ３０７４（７番人気）
複勝票数 計 １７６８８３ 的中 � ６５４７（７番人気）� ２１６２４（３番人気）� ４２８３５（１番人気）
枠連票数 計 ６０７２６ 的中 （７－８） ２２５８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２１０５７２ 的中 �� ２１５２（１９番人気）
馬単票数 計 １６６５４５ 的中 �� ７１６（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８６７０ 的中 �� １１６９（２２番人気）�� １９１８（１８番人気）�� ６７６１（５番人気）
３連複票数 計 ３５００００ 的中 ��� ４３４５（２１番人気）
３連単票数 計 ５８４２２６ 的中 ��� ６５６（１９７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ロ ナ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Affirmed デビュー ２００８．８．３１ 小倉９着

２００６．３．２８生 牝５栗 母 サンワッシュ 母母 End of Night １５戦２勝 賞金 １８，６２０，０００円
〔騎手変更〕 ソングスパロウ号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため高倉稜に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６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
（非抽選馬） ５頭 アヌエヌエ号・アルテミス号・テイエムカルメン号・デステニーアロー号・フィールマイハート号



０７０６７ ３月２０日 雨 良 （２３小倉２）第８日 第７競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５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

４７ ブラーニーストーン 牡４芦 ５７ 石橋 脩吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４７２＋ ２１：０８．４ ７．０�

６１２ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５６－ ２１：０８．６１� ７．０�
１２ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６－ ４１：０８．７� ８．０�
４８ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎坪野谷和平氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８０－ ８１：０８．９１� ６２．４�
７１３ ケイツーノース 牝４栗 ５５ 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２６．３�
３６ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：０９．１１� ４．７�
７１４ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４７８＋１０１：０９．２� ６．５	
５９ メジロガストン 牡６青鹿５７ 中舘 英二
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２１：０９．３� ４．５�
１１ リキサンキャロル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信 
ハイパワー商事 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４２８－ ４１：０９．７２� １３２．２�
５１０ アラビアータ 牝４鹿 ５５

５３ △高倉 稜吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４２２－１０ 〃 ハナ ３８．０
２４ スナークチェリー 牝４栗 ５５ 荻野 琢真杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４３２－ ８ 〃 クビ １７．８�
８１５ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮ちきり組合 菊沢 隆徳 新ひだか クドウファーム ４３０＋ ４１：０９．８クビ ７１．８�
２３ � ランウェイスナップ 牝６栗 ５５ 宮崎 北斗下河辺隆行氏 松永 康利 門別 下河辺牧場 ４５２＋ ８１：０９．９� １９４．７�
６１１ ニホンピロエリナ 牝４芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３４－ ２１：１０．１１� ２１．０�
８１６ ニューホープ 牡６黒鹿 ５７

５５ △川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４６０＋１６１：１０．２� ２２．１�
３５ メイケイファルコン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋競馬� 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４８＋ ４１：１０．３� １９７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，４８６，４００円 複勝： ２１，１９１，６００円 枠連： ７，０７１，５００円

普通馬連： ２５，０４８，０００円 馬単： １７，４６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３５０，０００円

３連複： ４２，８９１，９００円 ３連単： ６６，９０９，３００円 計： ２０６，４１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � ２３０円 � ２４０円 枠 連（４－６） １，７２０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，２３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ７，１３０円 ３ 連 単 ��� ３５，７６０円

票 数

単勝票数 計 １１４８６４ 的中 � １２９６０（５番人気）
複勝票数 計 ２１１９１６ 的中 � ２１５１４（６番人気）� ２５７６６（３番人気）� ２３６６３（４番人気）
枠連票数 計 ７０７１５ 的中 （４－６） ３０３７（９番人気）
普通馬連票数 計 ２５０４８０ 的中 �� ８４４３（１０番人気）
馬単票数 計 １７４６９０ 的中 �� ３１６５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３５００ 的中 �� ４７５８（８番人気）�� ２８２１（１３番人気）�� ４１７６（１１番人気）
３連複票数 計 ４２８９１９ 的中 ��� ４４４４（１９番人気）
３連単票数 計 ６６９０９３ 的中 ��� １３８１（１００番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．８―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．２―４４．８―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．２
３ ３（４，９）１０（２，７，１１，１６）１２，８（１３，１４，１５）６，５，１ ４ ３（４，９）２，７（８，１２，１０）（１３，１１）（１４，１６，１５）６（５，１）

勝馬の
紹 介

ブラーニーストーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Irish River デビュー ２０１０．３．２１ 阪神５着

２００７．１．２８生 牡４芦 母 フ ェ ル モ イ 母母 Victoress ９戦２勝 賞金 １６，７２６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ショウナンアトム号・ダンツミラション号・ビスカヤ号・ロイヤルロード号

０７０６８ ３月２０日 雨 良 （２３小倉２）第８日 第８競走 ２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

５１０ オ ブ コ ー ス 牡６栗 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 飯田 雄三 早来 ノーザンファーム ４２０－１２２：００．４ ７．９�

８１６ 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 ４５２± ０２：００．５� １２．７�
１２ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム ４７０－ ４２：００．７１� １４．５�
１１ ウインディーリング 牝４青鹿５５ 津村 明秀細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４２－ ４２：００．８� ２６．７�
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 B４６０± ０２：０１．０１� ８．９�
７１４ ロイヤルダリア 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２２＋ ２２：０１．１クビ ３．７�
２４ アルファメガハート 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４４８－ ８ 〃 ハナ １３８．９	
３６ ドナフュージョン 牝６黒鹿 ５５

５３ △高倉 稜山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４５８－ ２２：０１．３１� ９７．７

６１１ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４６± ０２：０１．４� ３．６�
２３ ファートゥム �７栗 ５７ 田辺 裕信田上 雅春氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４４４＋ ６２：０１．６１� １３７．９�
４７ � キ イ レ 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４６０＋ ４２：０１．８１ ２０．８
４８ � クラレットジュエル 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４６０－１２ 〃 クビ ４８．７�
６１２ メジロワーロック 牡５栗 ５７ 大野 拓弥�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－ ２２：０２．０１ ４５．９�
３５ サウスエンピリカル 牝６青鹿５５ 宮崎 北斗南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 節雄 ４４８－ ３ 〃 ハナ ９３．２�
７１３ フェアリーレイ 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６－１２２：０２．１� １５．１�
８１５ シングルショット 牡６青 ５７

５５ △川須 栄彦深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，３３３，７００円 複勝： １９，４９３，３００円 枠連： １１，０４９，８００円

普通馬連： ２９，１１１，０００円 馬単： １８，９５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６３６，７００円

３連複： ４４，９４２，８００円 ３連単： ７２，４６２，４００円 計： ２２１，９８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � ５１０円 枠 連（５－８） １，０５０円

普通馬連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，７６０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� １８，０８０円 ３ 連 単 ��� ９４，４９０円

票 数

単勝票数 計 １１３３３７ 的中 � １１４３８（３番人気）
複勝票数 計 １９４９３３ 的中 � ２２３０２（３番人気）� １３３６６（５番人気）� ９３６７（７番人気）
枠連票数 計 １１０４９８ 的中 （５－８） ７７７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ２９１１１０ 的中 �� ５６３４（１７番人気）
馬単票数 計 １８９５０６ 的中 �� ２４３６（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６３６７ 的中 �� ３６４８（１０番人気）�� ２０４６（２０番人気）�� １２３８（３４番人気）
３連複票数 計 ４４９４２８ 的中 ��� １８３５（６３番人気）
３連単票数 計 ７２４６２４ 的中 ��� ５６６（３１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．６―１：００．７―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．２―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
１
３
９，１６（２，１５）５，１４（１，３）（４，７）１１，１０，１２，８（６，１３）・（９，１６）１５，２（５，１４）（１，１３）３（４，７）（１０，１１）（６，１２）８

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

勝馬の
紹 介

オ ブ コ ー ス �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１２．８ 中京５着

２００５．３．８生 牡６栗 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー ２０戦３勝 賞金 ３２，５５０，０００円
〔騎手変更〕 ファートゥム号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 テイケイプリオール号・トップミノル号・ドリームネイチヤー号・トレノユーボウ号



０７０６９ ３月２０日 雨 稍重 （２３小倉２）第８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

１２ ナムラブレット 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４５０－１２１：４５．３ ４．０�

７１４� モエレジュンキン 牡４鹿 ５７
５５ △川須 栄彦鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４５４－ ６１：４５．７２� １６．８�

１１ � ボタニカルアート 牡６鹿 ５７
５５ △高倉 稜 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６２－ ４１：４５．８� ３．８�
４８ バックトゥジエース 牡４栗 ５７ 長谷川浩大吉岡 泰治氏 須貝 尚介 日高 庄野牧場 ５２８－ ４１：４６．８６ ７．２�
３６ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 武 豊�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８４＋ ４ 〃 クビ ９．６�
７１３� アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：４７．２２� ８８．４	
５９ �� エアレモネード 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm ４４８± ０１：４７．４� ７８．７

８１５ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿５７ 津村 明秀上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５１８± ０１：４７．５� １７９．９�
６１２ ビーボタンダッシュ 牡６芦 ５７ 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０６－ ４ 〃 アタマ ５６．５�
５１０ エ ド ヒ ガ ン 牡４芦 ５７ 田辺 裕信吉田 和子氏 清水 英克 日高 横井 哲 ４８２＋ ４１：４７．６クビ ４４．２
６１１ トウカイパラダイス 牡４黒鹿５７ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５０４＋ ６１：４８．７７ ７．７�
２３ キ サ キ タ 牡４芦 ５７ 丸田 恭介加藤 信之氏 高市 圭二 新ひだか 水丸牧場 ５４８－１２ 〃 アタマ ２６．５�
４７ コンヴィヴィオ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B５０４＋２６１：４９．９７ ６０．２�
３５ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 中舘 英二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７２＋ ２１：５０．１１	 ７．４�
２４ ダノンシュナップス 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５４０± ０１：５０．３� １７．５�
８１６ キングスグリーム 牡６鹿 ５７ 二本柳 壮嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８１：５１．１５ ５４２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３８５，６００円 複勝： ２８，７４２，９００円 枠連： １３，４０９，５００円

普通馬連： ４１，２５６，２００円 馬単： ２６，４９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９８４，２００円

３連複： ６３，３３６，０００円 ３連単： １０７，４５６，７００円 計： ３１７，０６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � １６０円 枠 連（１－７） １，１６０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ３７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 ��� １９，３１０円

票 数

単勝票数 計 １６３８５６ 的中 � ３２２９２（２番人気）
複勝票数 計 ２８７４２９ 的中 � ４２４６４（２番人気）� ２０９７６（６番人気）� ５６３０８（１番人気）
枠連票数 計 １３４０９５ 的中 （１－７） ８５８３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４１２５６２ 的中 �� １３３１０（１０番人気）
馬単票数 計 ２６４９７９ 的中 �� ４１２１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９８４２ 的中 �� ５９６５（９番人気）�� １４２９６（１番人気）�� ７９３５（４番人気）
３連複票数 計 ６３３３６０ 的中 ��� １７３３２（４番人気）
３連単票数 計１０７４５６７ 的中 ��� ４１０８（２８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―３０．０―４２．６―５５．０―１：０７．２―１：１９．６―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．１
１
３

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

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

ナムラブレット �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００８．１１．９ 京都９着

２００６．５．２３生 牡５鹿 母 ラッキーダイアリー 母母 ダイナシユペール ２６戦３勝 賞金 ５４，４２１，０００円
〔騎手変更〕 キングスグリーム号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため二本柳壮に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングスグリーム号は，平成２３年４月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アサクサミツボシ号・ダスティンバローズ号・ホトダー号

０７０７０ ３月２０日 雨 稍重 （２３小倉２）第８日 第１０競走 ��１，２００�
さ つ ま

薩摩ステークス
発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．３．２０以降２３．３．１５まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １６，７００，０００円 ６，７００，０００円 ４，２００，０００円 ２，５００，０００円 １，６７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ ドリームバレンチノ 牡４青 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０１：０８．８ ３．０�

２３ ストロングポイント 牡５芦 ５４ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４６４－１２１：０９．１１� ３３．４�
４８ ウインブシドウ 牡４黒鹿５５ 武 豊�ウイン 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ８．９�
２４ � アスターエンペラー 牡５鹿 ５５ 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１２－ ２ 〃 ハナ １１．６�
５１０ キヲウエタオトコ 牡６鹿 ５５ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ １９．７�
８１５ アキノパンチ 牡７鹿 ５２ 酒井 学穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ４９６＋ ２１：０９．２� ７０．９�
１１ ケンブリッジエル 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５０６± ０１：０９．３クビ ５．９	
８１６ マヤノロシュニ 牝５芦 ５２ 川須 栄彦田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４３８＋ ２ 〃 クビ ５５．０

６１１ セブンシークィーン 牝５栗 ５５ 北村 友一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７０± ０ 〃 ハナ ２１．２�
７１４ オリオンザドンペリ 牡７栗 ５３ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９２－ ６ 〃 ハナ ４２．２�
７１３ ダイメイザバリヤル 牝７鹿 ５４ 太宰 啓介宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３０－１０１：０９．４� １６．２
４７ イセノスバル 牡５青 ５７ 福永 祐一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２４－ ４１：０９．６� ２０．６�
３５ ガ ン ド ッ グ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ６１：０９．８１� ９．５�
３６ モ ト ヒ メ 牝４鹿 ５３ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４４－ ８１：０９．９� ３２．２�
６１２ タツサファイヤ 牝４栗 ５３ 高倉 稜鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５０４＋ ４ 〃 クビ １１．１�
１２ � リッターヴォルト 牡７鹿 ５４ 上村 洋行石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou

Farm ４９８＋ ６１：１０．２１� ２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８１９，４００円 複勝： ３０，４４５，８００円 枠連： １５，１７４，２００円

普通馬連： ６０，２１６，９００円 馬単： ３９，４７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６５２，４００円

３連複： ９６，２５３，９００円 ３連単： １６５，２６１，４００円 計： ４５０，３０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ７５０円 � ３３０円 枠 連（２－５） １，０４０円

普通馬連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ６６０円 �� ５，１７０円

３ 連 複 ��� １６，８００円 ３ 連 単 ��� ９０，２１０円

票 数

単勝票数 計 １７８１９４ 的中 � ４７４５６（１番人気）
複勝票数 計 ３０４４５８ 的中 � ８２５９２（１番人気）� ７８６６（１３番人気）� ２１０６４（３番人気）
枠連票数 計 １５１７４２ 的中 （２－５） １０８３２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６０２１６９ 的中 �� ９３６７（１６番人気）
馬単票数 計 ３９４７７４ 的中 �� ５１４９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６５２４ 的中 �� ４１０８（１７番人気）�� １０２０８（３番人気）�� １１６５（６８番人気）
３連複票数 計 ９６２５３９ 的中 ��� ４２２９（５８番人気）
３連単票数 計１６５２６１４ 的中 ��� １３５２（２５９番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．２―１０．９―１１．５―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２１．９―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４F４６．９―３F３６．０
３ ４，１６（１，３，１２）－（２，５）（１１，９）７（１０，１５）（６，１４）（１３，８） ４ ４－（１，１６，３，１２）－（２，５）（７，９）（１０，１１）１４（６，１３，８）１５

勝馬の
紹 介

ドリームバレンチノ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２００９．１０．１７ 京都３着

２００７．２．２２生 牡４青 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン １４戦４勝 賞金 ６８，２４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 アキノパンチ号の騎手西田雄一郎は，第７日第３競走での馬場入場時の落馬負傷のため酒井学に変更。
※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。
（非当選馬） ４頭 クリールバレット号・パドトロワ号・マルカベスト号・メイショウカーター号



０７０７１ ３月２０日 雨 稍重 （２３小倉２）第８日 第１１競走 ��２，０００�第５９回中 京 記 念（ＧⅢ）
発走１５時３５分 （芝・右）

４歳以上，２２．３．２０以降２３．３．１５まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３０，０００円 １８０，０００円 ９０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０± ０２：００．０ ４．９�

８１６ シャドウゲイト 牡９黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ６２：００．４２� １８．６�
１１ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ３９．７�
１２ シンメイフジ 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５２－１０２：００．９３ ２８．９�
７１４ サンライズマックス 牡７黒鹿５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５０－ ４２：０１．０クビ ６．７�
８１５� チョウカイファイト 牡８栗 ５５ 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ５５．３	
５９ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５３ 太宰 啓介小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６－ ２２：０１．４２� ４５．５

４８ ブロードストリート 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８－１０２：０１．５� ９．６�
２３ ダイワジャンヌ 牝６黒鹿５３ 勝浦 正樹大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４５６± ０２：０１．６� １９．０
３５ トゥニーポート 牝４黒鹿５３ 酒井 学�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５８± ０２：０１．７� ３７．１�
７１３ マヤノライジン 牡１０鹿 ５４ 石橋 脩田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ４２．９�
３６ セラフィックロンプ 牝７青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ５０２－ ２２：０１．８クビ １６．６�
５１０ オウケンサクラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９４＋ ４２：０２．５４ ８．５�
６１１ ラインプレアー 牡６芦 ５４ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 門別 日高大洋牧場 ５２８＋ ２２：０２．７１� １０７．８�
４７ ラフォルジュルネ 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ４２：０２．９１ ４．３�
６１２ バトルバニヤン 牡７栗 ５７ 中舘 英二津村 靖志氏 千田 輝彦 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４２：０３．０� ７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，９８２，０００円 複勝： ９０，９６８，１００円 枠連： ４３，９０２，３００円

普通馬連： ２５１，９１７，５００円 馬単： １１６，３０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，２８６，１００円

３連複： ４１９，０１０，２００円 ３連単： ７６２，１０８，８００円 計： １，８２５，４８４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ５４０円 � ９２０円 枠 連（２－８） ３，９３０円

普通馬連 �� ７，５１０円 馬 単 �� １２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ２，４３０円 �� ８，０００円

３ 連 複 ��� ６９，７００円 ３ 連 単 ��� ３５０，４３０円

票 数

単勝票数 計 ５３９８２０ 的中 � ８７２３７（２番人気）
複勝票数 計 ９０９６８１ 的中 � １６３１８８（１番人気）� ３９５１６（９番人気）� ２１７２６（１２番人気）
枠連票数 計 ４３９０２３ 的中 （２－８） ８２４９（１７番人気）
普通馬連票数 計２５１９１７５ 的中 �� ２４７６１（２９番人気）
馬単票数 計１１６３０９０ 的中 �� ６７７６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７２８６１ 的中 �� ８４５３（３１番人気）�� ８９２１（２８番人気）�� ２６４７（８０番人気）
３連複票数 計４１９０１０２ 的中 ��� ４４３７（１９９番人気）
３連単票数 計７６２１０８８ 的中 ��� １６０５（１００５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．７―４７．９―１：００．２―１：１１．８―１：２３．５―１：３５．４―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡５黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ ２２戦７勝 賞金 ２０７，５６１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 イケドラゴン号・クリノサンデーママ号・コスモネモシン号・シゲルタック号・ショウナンライジン号・

マイネルクラリティ号・モエレビクトリー号

０７０７２ ３月２０日 雨 稍重 （２３小倉２）第８日 第１２競走 ��１，７００�
き ん こ う わ ん

錦 江 湾 特 別
発走１６時１０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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００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 デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８２＋ ６１：４４．６ ６６．３�

３６ � 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 ５０４＋ ２１：４４．９１� ９．４�
４７ ナリタカービン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�オースミ 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５３２＋２０ 〃 アタマ ３８．６�
３５ � キングオブヘイロー 牡５鹿 ５７ 北村 友一鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８４＋ ４１：４５．１１� ２．９�
６１２ ハジメレンジャー 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７６± ０ 〃 ハナ ２３．４�
４８ ヒカリコーズウェー �６鹿 ５７ 赤木高太郎當山 	則氏 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５１４－ ６１：４５．２� １０．８

８１６ スティールパス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ６１：４５．３クビ ５．４�
６１１ ペガサスヒーロー 牡４鹿 ５７ 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋１２１：４５．４	 １７．１�
２４ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：４５．６１ １８０．６
７１４ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４８０＋ ２１：４５．７	 ４１．３�
１１ テ ツ キ セ キ 牡５黒鹿５７ 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 ４４０＋ ４ 〃 アタマ ６．０�
５１０ トウカイキアーロ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ４９６－ ８ 〃 アタマ １０３．０�
８１５ トーホウアレス 牡５黒鹿５７ 中舘 英二東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６－１０１：４６．３３	 １０．１�
２３ リバティーフロー 牡５栗 ５７ 鮫島 良太吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４１：４６．７２	 ４０．０�
７１３ フ ォ ル テ 牡６栗 ５７ 武 豊深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５８－１０１：４７．４４ １９．８�
５９ ヨドノブラボー 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大海原 聖一氏 大根田裕之 平取 高橋 啓 ４６８＋ ９１：４８．８９ ４６３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３５７，７００円 複勝： ４２，５８７，０００円 枠連： ２０，３５８，８００円

普通馬連： ７２，４０１，４００円 馬単： ４３，０７７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９５４，３００円

３連複： １０３，９９６，２００円 ３連単： １９５，９４４，２００円 計： ５３５，６７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６３０円 複 勝 � １，３５０円 � ３３０円 � １，３００円 枠 連（１－３） ６５０円

普通馬連 �� ３２，８９０円 馬 単 �� ６８，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，０７０円 �� ２２，４３０円 �� ７，１４０円

３ 連 複 ��� ２９７，４８０円 ３ 連 単 ��� １，９８０，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２７３５７７ 的中 � ３２５２（１３番人気）
複勝票数 計 ４２５８７０ 的中 � ７７５８（１３番人気）� ３９０２３（５番人気）� ８０６７（１２番人気）
枠連票数 計 ２０３５８８ 的中 （１－３） ２３１１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２４０１４ 的中 �� １６２５（７０番人気）
馬単票数 計 ４３０７７４ 的中 �� ４６４（１４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９５４３ 的中 �� １０４６（６０番人気）�� ３２７（９５番人気）�� １０３５（６２番人気）
３連複票数 計１０３９９６２ 的中 ��� ２５８（３６７番人気）
３連単票数 計１９５９４４２ 的中 ��� ７３（２２２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．６―１２．５―１２．１―１１．９―１２．４―１３．０―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．１―２９．７―４２．２―５４．３―１：０６．２―１：１８．６―１：３１．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

デンコウヤマト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miner’s Mark デビュー ２００８．１１．３０ 東京中止

２００６．４．１生 牡５栗 母 マイナーズジェム 母母 Side Saddle １８戦４勝 賞金 ３９，７９０，０００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 スイリンカ号・タガノアッシュ号・タマモワルツ号・パープルスター号・フロムジオリエント号・

メイクアダッシュ号・レオキュート号・ワールドブルー号



（２３小倉２）第８日 ３月２０日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，４９０，０００円
６，４１０，０００円
２，１６０，０００円
２２，４００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，２４２，０００円
５，１０８，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
１９７，３４１，７００円
３４３，３２１，１００円
１４９，１０５，０００円
６０３，００４，１００円
３５７，４９５，２００円
２５７，０９７，７００円
９７８，３３３，５００円
１，７１０，６４１，０００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，５９６，３３９，３００円

総入場人員 １２，８３７名 （有料入場人員 ）


