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０７０９７ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９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

５９ ケ イ ト 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４５２－２０１：５０．１ ４．１

３６ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２± ０１：５０．３１ ５．２

７１３ ブロードピーク 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４００± ０１：５０．５１ １１．７

８１６ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６０－ ６ 〃 アタマ １６．５

２４ アプレレクール 牝３青鹿 ５４
５２ △川須 栄彦 グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２１：５０．６ ６．４

８１５ フォトジェニック 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２－１２１：５０．８１ ３．８

７１４ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４ 丸山 元気 大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４６０± ０ 〃 クビ １９．３

１２ 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 ４８２－ ４１：５１．０１ １２．４

３５ ヤマニンアンフォラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４０＋ ８ 〃 ハナ １０６．６

２３ スイートコリーヌ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥和田 啓子氏 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５２± ０１：５１．３２ ８１．４

６１１ クロスザレイチェル 牝３栗 ５４ 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４４０－１０１：５１．４ １３．３

１１ ナンクルナイサ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２４－ ４１：５１．９３ １１９．８

５１０ クリノイメルダ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 ４８２－１０１：５２．９６ ２１７．８

６１２ ムーンライトリリー 牝３芦 ５４ 伊藤 工真西村 和夫氏 高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４０８＋ ６１：５３．１１ ２７４．０

４８ マ ッ コ リ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 B４６４ ― 〃 ハナ １６９．９

４７ コウユーヒカリママ 牝３青 ５４ 古川 吉洋加治屋康雄氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内酒井牧場 ４０４－ ２１：５３．４１ ３２８．０

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６９８，３００円 複勝： １７，５３７，３００円 枠連： ７，３２８，７００円

普通馬連： ２４，２４８，２００円 馬単： １５，７８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９８８，２００円

３連複： ３８，３２５，６００円 ３連単： ５２，１３２，４００円 計： １７８，０４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 ４１０円 複 勝 １９０円 １７０円 ３８０円 枠 連（３－５） １，１６０円

普通馬連 １，３１０円 馬 単 ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】 ５１０円 １，０８０円 １，０７０円

３ 連 複 ４，９３０円 ３ 連 単 ２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ９６９８３ 的中 １８９９９（２番人気）
複勝票数 計 １７５３７３ 的中 ２６８６１（３番人気） ３２２７１（２番人気） ９７６８（８番人気）
枠連票数 計 ７３２８７ 的中 （３－５） ４６７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ２４２４８２ 的中 １３７０３（２番人気）
馬単票数 計 １５７８６９ 的中 ４６２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９８８２ 的中 ６６７６（３番人気） ２８９６（１６番人気） ２９０８（１５番人気）
３連複票数 計 ３８３２５６ 的中 ５７４１（１６番人気）
３連単票数 計 ５２１３２４ 的中 １４８７（６３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．４―１４．２―１３．９―１３．１―１３．０―１２．６―１２．８

通過タイム
１００ ３００ ５００ ７００ ９００ １，１００ １，３００ １，５００
６．９―１８．１―３０．５―４４．７―５８．６―１：１１．７―１：２４．７―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ケ イ ト 父 ブライアンズタイム 母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．１．２２ 京都４着
２００８．２．２０生 牝３黒鹿 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００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 コスモソルフェリノ号

０７０９８ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９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

３４ ペプチドサファイア 牝３黒鹿５４ 上村 洋行沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６４± ０１：００．２ ２．４

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 ４８０－ ２ 〃 クビ ２．２

２２ マスターアポイ 牡３栗 ５６ 丸山 元気 辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 B４７６＋ ４１：００．７３ １２．６

７１２ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４４６－１４１：０１．６５ １０．８

４６ タマモビーナス 牝３栗 ５４
５２ △川須 栄彦タマモ 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４０８－１２１：０１．９２ ５９．０

８１３ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４２２－ ６１：０２．０ ２９８．３

７１１ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６６－ ２１：０２．２１ ７．２

５８ ヤマカツレインボー 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 浦河 北俣 益男 ４９４＋ ６１：０２．６２ ２４６．５

１１ ラ ソ ワ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４１０－ ８ 〃 ハナ ８２．１

４５ マキノチェアマン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ２１：０２．７ ２７７．１

６９ フリーウェイジャム 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 様似 小田 誠一 ４４６＋１４ 〃 ハナ １４９．７

８１４ キラウェアミスト 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮川 純造氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ３８２－１８ 〃 ハナ ２４７．９

５７ コスモハーヴェスト 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４２２＋ ６１：０３．０１ ５３．３

６１０ ハマノローズマリー 牝３栗 ５４ 松田 大作浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 B４２０－ ６１：０４．４９ ３６６．８

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３５５，０００円 複勝： ２５，３４９，０００円 枠連： ８，７６７，４００円

普通馬連： ２１，１２３，２００円 馬単： １９，０２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６９４，９００円

３連複： ３０，７２４，１００円 ３連単： ７０，１４９，２００円 計： １９７，１８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 ２４０円 複 勝 １１０円 １１０円 １９０円 枠 連（３－３） １９０円

普通馬連 １６０円 馬 単 ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】 １１０円 ３１０円 ３５０円

３ 連 複 ５８０円 ３ 連 単 １，７２０円

票 数

単勝票数 計 １１３５５０ 的中 ３７５０３（２番人気）
複勝票数 計 ２５３４９０ 的中 ９３８７８（２番人気） １０６０２９（１番人気） １２４７６（４番人気）
枠連票数 計 ８７６７４ 的中 （３－３） ３５６５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１１２３２ 的中 １０１０６８（１番人気）
馬単票数 計 １９０２７０ 的中 ４１１５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６９４９ 的中 ４０１０９（１番人気） ６０２９（４番人気） ５１０８（５番人気）
３連複票数 計 ３０７２４１ 的中 ３９３９７（２番人気）
３連単票数 計 ７０１４９２ 的中 ３０１４０（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１１．９―１２．８

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００
１２．５―２３．７―３５．５―４７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドサファイア 父 ゼンノロブロイ 母父 サクラローレル デビュー ２０１０．９．５ 小倉４着
２００８．３．４生 牝３黒鹿 母 ペプチドモアー 母母 クインモアー ８戦１勝 賞金 １３，３５０，０００円

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハマノローズマリー号は，平成２３年６月２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。
（非当選馬） ２頭 クールオーシャン号・テイエムエメラルド号
（非抽選馬） ２頭 アイティクイーン号・サウンドマンボ号

第２回　小倉競馬　第９日
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０７０９９ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９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

３５ アドマイヤサイモン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６１：４８．９ ２．３�

５９ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９２± ０１：４９．４３ ４４．８�
２３ シンコーロマン 牝３芦 ５４

５２ △高倉 稜豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６－１０１：４９．５� ９．６�
４７ スリープレシャス 牡３青 ５６ 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５６－ ６１：５０．０３ ４．５�
６１１ シャイニーノーブル 牡３栗 ５６ 丸山 元気小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４６８－ ６１：５０．５３ ５．３�
４８ プランタニエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬村野 康司氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ８ 〃 クビ ４１．９�
５１０ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１６＋ ４ 〃 ハナ １８．１	
７１３ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 田中 博康坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４４２＋ ８１：５０．７１� １７．７

１１ トルネードビア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９４－ ２１：５１．０１� ２０．２�
２４ ヨハネジュニア 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５０８－１４１：５１．２１� ４１７．４�
３６ ブルースター 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５２－１０１：５１．３� ２４．４�
６１２ コ ニ コ ニ 牡３栗 ５６ 酒井 学�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８２＋ ４１：５１．７２� ２４０．８�
８１６ ヨンハメモリー 牡３栗 ５６

５４ △川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４５６－１０１：５２．０２ ８７．６�
７１４ アサクサジェット 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂田原 慶子氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６４ ―１：５２．１� １１５．１�
１２ キョウエイヒリュウ �３黒鹿５６ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４８０ ―１：５３．７１０ １８８．８�
８１５ シーイズエンジェル 牝３芦 ５４ 村田 一誠 �グリーンファーム 武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５６－ ８１：５４．６５ ４６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，５３９，５００円 複勝： １７，１３５，１００円 枠連： ７，３５７，８００円

普通馬連： １９，４２５，１００円 馬単： １５，３８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７５３，１００円

３連複： ３４，２９９，９００円 ３連単： ５４，０９４，１００円 計： １６９，９９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １５０円 � ６５０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ９８０円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ５，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ５８０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� １１，６１０円 ３ 連 単 ��� ５８，３７０円

票 数

単勝票数 計 １０５３９５ 的中 � ３７２５０（１番人気）
複勝票数 計 １７１３５１ 的中 � ４０６８１（１番人気）� ４９８４（１０番人気）� ２１１３４（４番人気）
枠連票数 計 ７３５７８ 的中 （３－５） ５５４３（３番人気）
普通馬連票数 計 １９４２５１ 的中 �� ３８３３（１１番人気）
馬単票数 計 １５３８８８ 的中 �� ２０３７（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７５３１ 的中 �� １８５６（１８番人気）�� ５４１４（４番人気）�� ７２４（３７番人気）
３連複票数 計 ３４２９９９ 的中 ��� ２１８１（３４番人気）
３連単票数 計 ５４０９４１ 的中 ��� ６８４（１６７番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１２．２―１３．８―１３．３―１３．５―１３．０―１２．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―２９．９―４３．７―５７．０―１：１０．５―１：２３．５―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．４
１
３
１５，８，９，３－１１（５，１６）１３－（７，１０，１２）６（４，１）＝（２，１４）
９（１５，８，１１）（３，５，１２）（７，１６）（１０，１３，６）－１，４－１４－２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサイモン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１１．７ 京都７着

２００８．３．１４生 牡３栗 母 ノーザンプリンセス 母母 ウイルプリンセス ６戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 フォンテーヌブロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーイズエンジェル号は，平成２３年６月２日まで平地競走に出走できない。

０７１００ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９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

３６ マイネルメガロス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム B４６４± ０１：０８．７ ３．０�

８１６ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４３８－１４１：０９．０１� ６．６�
３５ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 田中 博康梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４１８－ ２１：０９．４２� ６．０�
２４ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４９０＋ ２１：０９．８２� ２６．３�
１１ タイキバラード 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４５６－ ４１：０９．９� １１．３�

１２ サイクロニスト 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介飯田 正剛氏 加用 正 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ９．８	
２３ トウショウリズム 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０８＋ ８ 〃 ハナ ５．５

５１０ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム ４４４＋１２ 〃 アタマ １８９．８�
４７ ティーケイラビット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５６－１０１：１０．１１ ４４．４�
４８ エクスペクト 牝３鹿 ５４ 川島 信二佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ３８８－１０１：１０．２� １４４．７
７１３ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５４ 田辺 裕信布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４８＋ ６ 〃 ハナ １８．７�
５９ シ ッ ポ ナ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 海馬沢 明 ４３４－１０１：１０．５２ １６１．９�
６１１ マックスロンシャン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 政子氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４４２－１４１：１０．７１� １３．９�
８１５ イソノヴィーナス 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾磯野 俊雄氏 鈴木 孝志 日高 有限会社

ケイズ ４２０＋ ４１：１１．３３� １２７．４�
６１２ ファインシルバー 牝３芦 ５４

５２ △川須 栄彦井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 ３９０－ ８１：１１．４� ９５．８�
７１４ コマンドアゲン 牡３鹿 ５６ 北村 友一浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４２４－１２１：１１．５� １２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２８２，３００円 複勝： ２０，１７１，４００円 枠連： ９，００９，０００円

普通馬連： ２４，１４０，４００円 馬単： １７，６２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１６６，９００円

３連複： ４０，０８３，６００円 ３連単： ６３，９６２，７００円 計： ２００，４４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（３－８） ７４０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３５０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ９，７９０円

票 数

単勝票数 計 １２２８２３ 的中 � ３３０３６（１番人気）
複勝票数 計 ２０１７１４ 的中 � ５７９５８（１番人気）� ２３３６９（４番人気）� ２８７７６（３番人気）
枠連票数 計 ９００９０ 的中 （３－８） ９０３５（３番人気）
普通馬連票数 計 ２４１４０４ 的中 �� １７２４４（３番人気）
馬単票数 計 １７６２９７ 的中 �� ７６４５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１６６９ 的中 �� ７３１７（３番人気）�� １０２５４（２番人気）�� ２２８１（１７番人気）
３連複票数 計 ４００８３６ 的中 ��� １０６９６（６番人気）
３連単票数 計 ６３９６２７ 的中 ��� ４８２２（１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１１．６―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．８―４５．４―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．９
３ １６（２，５）１（６，１５）４（７，１１，１３）（３，１２）（８，１０，１４）９ ４ １６（５，６）２（１，４）（３，１５，１３）１１，７（８，１０）１２（９，１４）

勝馬の
紹 介

マイネルメガロス �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１１．２１ 京都５着

２００８．３．２７生 牡３鹿 母 エリモプリティー 母母 ストックスアップ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 タイキバラード号の調教師後藤由之は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 サンマルフェアー号・テイエムキラーズ号・ブレスユー号・マイネエレーナ号



０７１０１ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時１５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

４６ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４８４－１２ ５９．７ １８．４�

７１２ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４
５２ △川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４３４－ ６ ５９．９１� １．６�

４５ イダテンハル 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４４６－ ５１：００．０� ３５．２�
６９ カシマホクト 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４７６＋ ４１：００．９５ ４９．１�
５７ エメラルドウインド 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 河原育成牧場 B４８２－１６１：０１．１１� ９６．８�
５８ サニーヘイロー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４４０－ ８１：０１．２� ４．５�
２２ ラ ン デ ブ ー 牝３栗 ５４

５２ △高倉 稜 �ローレルレーシング 日吉 正和 新冠 松浦牧場 ４２２－ ８１：０１．４１� ７６．４	
３４ ヒアズルッキング �３鹿 ５６ 吉田 隼人 
キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０ ―１：０２．１４ ８．８�
３３ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ １６．４�
１１ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４１４＋ ６１：０２．４１� ２５４．２
８１４ キングメーカー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６１：０３．３５ ２３．９�
８１３ ジェヌスケラスス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４５８－１４１：０３．７２� ５６．９�
７１１ クリスタルパール 牝３黒鹿５４ 丸山 元気 
ダイヤモンドファーム 高橋 裕 様似 富田 恭司 ４７０ ―１：０４．３３� ８０．１�
６１０ セ ラ ー ナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 B４７４－ ６ （競走中止） ３３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，１９１，５００円 複勝： ３９，８５６，６００円 枠連： ８，２９２，６００円

普通馬連： ２３，０２６，８００円 馬単： ２２，２０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２４２，３００円

３連複： ４０，８４６，７００円 ３連単： ７７，７４７，９００円 計： ２３９，４０９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � ６８０円 枠 連（４－７） ８６０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４，３００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ８，３００円 ３ 連 単 ��� ６６，４９０円

票 数

単勝票数 計 １３１９１５ 的中 � ５６７５（５番人気）
複勝票数 計 ３９８５６６ 的中 � １５０４０（４番人気）� ２７４７０３（１番人気）� ５３５７（８番人気）
枠連票数 計 ８２９２６ 的中 （４－７） ７１４６（５番人気）
普通馬連票数 計 ２３０２６８ 的中 �� １２８５８（４番人気）
馬単票数 計 ２２２０４８ 的中 �� ３４０３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２４２３ 的中 �� ６０７９（５番人気）�� ７６９（３９番人気）�� ３６６４（１３番人気）
３連複票数 計 ４０８４６７ 的中 ��� ３６３５（２６番人気）
３連単票数 計 ７７７４７９ 的中 ��� ８６３（１７５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．５―４７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンレビュー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．８．７ 新潟１０着

２００８．２．１７生 牝３黒鹿 母 ウエスタンライブ 母母 プリンセスダンサー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 セラーナ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリスタルパール号は，平成２３年５月２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンビッグガン号・ナムラエイブル号・ネオウーリボー号
（非抽選馬） ３頭 ジンライムシュガー号・ハテナキユメ号・ユキノヴィーナス号

０７１０２ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４５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

８１５ ライトレール 牝３鹿 ５４
５２ △川須 栄彦吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４５４－ ２２：００．０ １８．９�

３６ ゴールデングローブ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３０－１２ 〃 ハナ ３．１�

２３ トーセンリョウマ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 清水 利章 日高 藤本ファーム ４８８＋１０２：００．１� ４．６�
５１０ メイショウテッサイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４６６－ ２２：００．３１� １７．３�
８１６ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４３６＋１０２：００．５１� ６．４�
４７ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 上村 洋行渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：００．８１� １２．２	
６１２� ヴァーチュスター 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太市川 義美氏 藤原 英昭 米 Yoshimi

Ichikawa ４４８－ ４２：０１．２２� １８．１

３５ マイダルタニアン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６０ ―２：０１．５１� ２０．７�
５９ セトノジェントル 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平難波 澄子氏 南井 克巳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２± ０２：０１．６� ２３６．８�
７１４ マイネルシトラス 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 長浜牧場 ４８０－ ６２：０１．８１� ２３３．０�
６１１ ステイマジック 牡３栗 ５６ 木幡 初広杉田 周作氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 ４７８± ０２：０２．２２� ２９．０�
２４ マーブルハート 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４３４－ ４２：０２．５２ ３０８．７�
７１３ ジェイケイカフェ 牝３青鹿５４ 丸田 恭介小谷野次郎氏 坂本 勝美 新ひだか 藤川フアーム ４４０－ ６ 〃 クビ １１２．０�
１１ ニシノカゴツルベ 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ４３４－１６２：０２．７１ ３２８．３�
１２ テイクザサン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４１４－ ４２：０３．６５ ５．４�
４８ マリアンヌシチー 牝３鹿 ５４ 松田 大作 友駿ホースクラブ 安達 昭夫 日高 幾千世牧場 ４１６－１０２：０３．９２ ４４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４５３，１００円 複勝： ２０，８８５，３００円 枠連： ７，９９９，２００円

普通馬連： ２４，５２５，８００円 馬単： １７，１０５，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９２０，７００円

３連複： ３６，６２５，５００円 ３連単： ５７，４７５，３００円 計： １９１，９９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ４８０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ６００円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� １，７６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５，６２０円 ３ 連 単 ��� ４４，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４４５３１ 的中 � ６０４５（８番人気）
複勝票数 計 ２０８８５３ 的中 � ８８２７（９番人気）� ４３３３４（１番人気）� ２７８６６（４番人気）
枠連票数 計 ７９９９２ 的中 （３－８） ９９３２（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４５２５８ 的中 �� ５９８１（１１番人気）
馬単票数 計 １７１０５６ 的中 �� １６６９（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９２０７ 的中 �� ２８２０（１４番人気）�� １７０７（２１番人気）�� ８２１６（３番人気）
３連複票数 計 ３６６２５５ 的中 ��� ４８１６（１７番人気）
３連単票数 計 ５７４７５３ 的中 ��� ９６３（１３６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．３―１２．４―１２．０―１１．７―１１．８―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．０―５９．４―１：１１．４―１：２３．１―１：３４．９―１：４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

ライトレール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉１１着

２００８．１．２３生 牝３鹿 母 レールマラン 母母 Lite Light ３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クレバーステージ号・セルリアンディンゴ号・マイネルヴィーゼ号・ローレルアリエス号



０７１０３ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第７競走 ��１，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５７ � エーシンビッグシー 牡５芦 ５７ 北村 友一�栄進堂 小崎 憲 静内 岡田スタツド ５０２＋ ２ ５９．６ ３．４�

４５ � フローズンタイム 牡５栗 ５７
５５ △川須 栄彦広尾レース� 加藤 征弘 英 Redmyre, Silfield

and Rathmore ５０４± ０ ５９．８１� ４．４�
６１０ ツリーズオブホープ 牡４栗 ５７

５５ △高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４５２＋ ８ ５９．９� ６９．８�
４６ 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 ４８２＋ ２ 〃 クビ ５．０�
８１４ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 丸山 元気松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８２－ ２１：００．０クビ ５．１�
３３ 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 ４２６－ ４１：００．６３� １６．３�
１１ マスタールティア 牝４鹿 ５５ 中舘 英二村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６２－ ４ 〃 クビ １３．８	
７１１ フ ォ ル メ ン 牡４栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０６＋１６ 〃 ハナ ４８．１

６９ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１８－１０１：００．９２ １０．０�
２２ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５５ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５１４－ ６１：０１．４３ ２１５．８�
３４ スズカハイライト 牡４鹿 ５７ 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５０＋ ８１：０１．５� ５３．１
５８ デュークビスティー 牡４芦 ５７ 吉田 隼人備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ２３．６�
７１２ カネトシショコラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ８１：０１．６クビ ２２６．８�

（１３頭）
８１３�� シルバーフェザント 牡５芦 ５７

５４ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 米
Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

５０４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，３７４，４００円 複勝： １８，８８０，６００円 枠連： ９，１３４，９００円

普通馬連： ２６，５２４，３００円 馬単： １８，５１３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１１２，３００円

３連複： ３６，１１２，１００円 ３連単： ６０，８７７，９００円 計： １９４，５２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １，６１０円 枠 連（４－５） ４８０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２，９５０円 �� ３，５９０円

３ 連 複 ��� １４，８５０円 ３ 連 単 ��� ５６，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 １２３７４４（返還計 ９３３） 的中 � ２９４３８（１番人気）
複勝票数 差引計 １８８８０６（返還計 ３１５９） 的中 � ４２７４０（１番人気）� ３２１１６（２番人気）� ２０１０（１１番人気）
枠連票数 差引計 ９１３４９（返還計 ３５７） 的中 （４－５） １４２８０（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ２６５２４３（返還計 ７３２８） 的中 �� １７７６９（４番人気）
馬単票数 差引計 １８５１３１（返還計 ５２７２） 的中 �� ６５７４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １２１１２３（返還計 ５６１５） 的中 �� ７７２１（３番人気）�� ９５８（２９番人気）�� ７８２（３８番人気）
３連複票数 差引計 ３６１１２１（返還計 １７２２４） 的中 ��� １７９５（４９番人気）
３連単票数 差引計 ６０８７７９（返還計 ２８１５９） 的中 ��� ７９３（２０５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンビッグシー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ノーパスノーセール

２００６．３．１４生 牡５芦 母 キョウエイコロナ 母母 キヨウエイシラユキ １２戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦１勝］

〔競走除外〕 シルバーフェザント号は，馬場入場前に疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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 テングジョウ号

０７１０４ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第８競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

７１４ アマゾネスバイオ 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４４± ０１：４７．５ ７．１�

６１２ カメリアビジュ 牝４鹿 ５５
５３ △川須 栄彦 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４７．９２� ６．１�

７１３� ラブアスコットー 牝４栗 ５５
５２ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ３５４．９�

３６ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 丸山 元気百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７０－ ６１：４８．０クビ ２２．５�

８１５ ラブソネット 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ９．９�

２３ スナークヒロイン 牝４芦 ５５
５３ △高倉 稜杉本仙次郎氏 野村 彰彦 日高 シンボリ牧場 ４４２± ０１：４８．２１� ２．４�

６１１� クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４４０－ ２１：４８．４１� ２７．８	
１２ ピロートーク 牝５栗 ５５ 大野 拓弥齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４３４＋ ８１：４８．７２ ２０．３

１１ ホッコーフクヒメ 牝５芦 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４６８＋ ６１：４８．８クビ １１２．５�
２４ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ６７．１�
８１６ ネオイユドゥレーヌ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４９．２２� １８．９
５９ トレノローザ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２４± ０１：４９．４� ５．５�
４８ � マルターズクリス 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１２＋ ４１：４９．６１� ７５．６�
５１０ メイショウシーマ 牝６鹿 ５５

５２ ▲花田 大昂松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４２２＋ ６１：５０．３４ ９５．１�
３５ � ミルリュユッテ 牝５黒鹿５５ 北村 友一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 北光牧場 ４２６－１１１：５０．８３ ９４．３�
４７ � トキメキジーン 牝４栗 ５５ 小林 淳一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４０６－ ４１：５１．４３� ２６０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３２１，９００円 複勝： ２３，２７５，９００円 枠連： １０，５９８，０００円

普通馬連： ３１，２６７，２００円 馬単： ２２，２３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７７７，５００円

３連複： ４７，７１０，８００円 ３連単： ７６，７６９，９００円 計： ２４１，９５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � ３２０円 � ５，８８０円 枠 連（６－７） １，５３０円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ５，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� １７，２５０円 �� １５，５４０円

３ 連 複 ��� １６１，５２０円 ３ 連 単 ��� ９６０，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４３２１９ 的中 � １５９７３（４番人気）
複勝票数 計 ２３２７５９ 的中 � ２５６１６（４番人気）� ２０８０９（５番人気）� ８５３（１５番人気）
枠連票数 計 １０５９８０ 的中 （６－７） ５１３５（８番人気）
普通馬連票数 計 ３１２６７２ 的中 �� １０００６（８番人気）
馬単票数 計 ２２２３５２ 的中 �� ２９７６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７７７５ 的中 �� ５１８０（８番人気）�� ２１８（８９番人気）�� ２４２（８２番人気）
３連複票数 計 ４７７１０８ 的中 ��� ２１８（２４０番人気）
３連単票数 計 ７６７６９９ 的中 ��� ５９（１３４８番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．６―１３．０―１３．２―１３．１―１２．７―１２．９―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．４―４２．４―５５．６―１：０８．７―１：２１．４―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．８
１
３

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

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

アマゾネスバイオ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．７．８ 函館２着

２００５．５．３生 牝６鹿 母 プロスパーバイオ 母母 リサブラウン ４４戦３勝 賞金 ６０，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トワインブルーム号・マドモアゼルノン号



０７１０５ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９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

５９ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０－１４１：４７．３ ８．０�

１２ クレスコワンダー 牡８栗 ５７ 丸山 元気堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：４８．０４ ６．１�
５１０ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５０６－１８１：４８．１� ５．９�
４７ ダイレクトパス 牡７青鹿５７ 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５４－ ４１：４８．４１� ４．０�
７１４ イ ー グ ル 牡４栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７４＋１２ 〃 ハナ ５．０�
７１３ エフティファラオ �５鹿 ５７ 勝浦 正樹吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４１：４９．１４ １１３．７�
８１５ ドクトルジバゴ 牡４鹿 ５７

５５ △川須 栄彦馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７８－ ４１：４９．２� １８．７�
６１１ ヴ ァ ル ナ 牡６栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ２０．３	
１１ � バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 二本柳 壮篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ ８０．３

６１２ シルキーレオン 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク作田 誠二 静内 神垣 道弘 ４９０± ０１：４９．４１ ９．８�
３６ スリーコンコルド �６黒鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平永井商事� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ２２８．３
２４ マイネルパシュクル 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ３０．４�
４８ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿５７ 田中 博康内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５１６＋ ４１：４９．７２ ９８．４�
３５ カネスフォルテ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４７０－ ８１：４９．９１� ４１．５�
８１６ シャイニングデイ 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４８６＋ ２１：５０．０� ２５．１�
２３ マキシムトパーズ 牡４青鹿５７ 古川 吉洋小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４７８－１７１：５０．１� ９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，５５３，６００円 複勝： ２３，７９５，３００円 枠連： １３，０２３，１００円

普通馬連： ４１，１４４，０００円 馬単： ２５，９０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４０８，４００円

３連複： ６０，６４３，３００円 ３連単： １０１，４４８，６００円 計： ３００，９２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２７０円 � ２６０円 � ２３０円 枠 連（１－５） １，３２０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ９３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ６，７８０円 ３ 連 単 ��� ５０，２９０円

票 数

単勝票数 計 １５５５３６ 的中 � １５４１６（５番人気）
複勝票数 計 ２３７９５３ 的中 � ２２３９６（５番人気）� ２３８５４（４番人気）� ２９２５５（３番人気）
枠連票数 計 １３０２３１ 的中 （１－５） ７３１７（６番人気）
普通馬連票数 計 ４１１４４０ 的中 �� ９５９８（１３番人気）
馬単票数 計 ２５９０８６ 的中 �� ３１９５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４０８４ 的中 �� ５０５２（１０番人気）�� ５１７１（９番人気）�� ５３９４（８番人気）
３連複票数 計 ６０６４３３ 的中 ��� ６６０４（１８番人気）
３連単票数 計１０１４４８６ 的中 ��� １４８９（１４１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．５―４４．４―５７．５―１：１０．０―１：２２．７―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジールドリル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．７．１２ 札幌３着

２００７．３．２１生 牡４鹿 母 ラバーズミス 母母 Til Forbid １０戦２勝 賞金 １６，４００，０００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 アトムスパンカー号・アフィリエイト号

０７１０６ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第１０競走 ��１，２００�
しばざくら

芝 桜 賞
発走１５時００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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

３６ ビットスターダム 牡３芦 ５６ 伊藤 工真馬場 �晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５６＋ ４１：０８．５ ３６．７�

６１２ マイネルロガール 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４８６± ０１：０８．８２ ３．２�

１１ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 吉田 隼人林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２０－ ４１：０８．９クビ ４３．０�
４８ ウルトラファイン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４９４－ ４１：０９．１１� ３１．２�
４７ メイショウツガル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４５０± ０１：０９．２クビ ３．９�
５９ エンジョイタイム 牡３鹿 ５６ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－１２１：０９．３� ２１．１�
５１０ マスターグレイマン 牡３芦 ５６ 丸山 元気村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ５．６	
８１６ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太ロイヤルパーク 高野 友和 浦河 目名太山口

牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ５７．６

３５ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 酒井 学荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７０＋ ８ 〃 クビ １０．６�
２３ セキサンキセキ 牝３青鹿５４ 中舘 英二�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 B４３０－ ２１：０９．６１� ３９．５
１２ カナエチャン 牝３青鹿５４ 大野 拓弥長井 純一氏 松山 康久 浦河 上山牧場 B４２６－１０１：０９．７� ２３．８�
７１４ チェリービスティー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：０９．９１� １４．０�
８１５ パ テ ィ オ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４２０＋ ８１：１０．１１� ２１７．２�
６１１ コーラルビュー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４５６－ ４１：１０．２� １９．９�
７１３ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６０± ０１：１０．３� １４．２�

（１５頭）
２４ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４８０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，８７２，２００円 複勝： ３４，４３５，７００円 枠連： ２０，２２７，６００円

普通馬連： ６７，１５６，２００円 馬単： ３８，１１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３７１，８００円

３連複： ８５，６９９，８００円 ３連単： １５０，３９６，１００円 計： ４４３，２７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６７０円 複 勝 � ６９０円 � １６０円 � １，０２０円 枠 連（３－６） １，２２０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� １４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ８，７１０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ５１，８５０円 ３ 連 単 ��� ３９９，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８７２２（返還計 １２９８０） 的中 � ４２７７（１１番人気）
複勝票数 差引計 ３４４３５７（返還計 ２４７４６） 的中 � １０７７６（１０番人気）� ８０００６（１番人気）� ７０７８（１４番人気）
枠連票数 差引計 ２０２２７６（返還計 １０４５） 的中 （３－６） １２２７４（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ６７１５６２（返還計１１５３５９） 的中 �� １１００３（１５番人気）
馬単票数 差引計 ３８１１５６（返還計 ６２２２６） 的中 �� １９５４（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２７３７１８（返還計 ４８８１３） 的中 �� ５２７４（１２番人気）�� ７５５（７９番人気）�� ２７９７（２９番人気）
３連複票数 差引計 ８５６９９８（返還計２３０１２２） 的中 ��� １２２０（１４８番人気）
３連単票数 差引計１５０３９６１（返還計３８２９４６） 的中 ��� ２７８（１０８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１１．３―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．２―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビットスターダム �
�
父 オンファイア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１０．３ 阪神１着

２００８．３．２３生 牡３芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション ７戦２勝 賞金 １６，４１３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０２分に変更。
〔競走除外〕 テイエムアモーレ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走

時刻８分遅延。
〔制裁〕 ウルトラファイン号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムアモーレ号は，平成２３年４月３日から平成２３年５月２日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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） ８頭 アスターウィング号・アルトゥバン号・サルココッカ号・シゲルセキニンシャ号・デウスウルト号・

ナムラドリーミー号・ピルケンハンマー号・ミスターマスタード号



０７１０７ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第１１競走 ��１，７００�
ゆ ふ い ん

由 布 院 特 別
発走１５時３５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 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１２ ジョーメテオ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０２－ ８１：４７．０ ３．６�

３５ � メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 丸田 恭介�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３３．７�
５１０ アースマリン 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４６８－１６１：４７．２１� ８．２�
２３ サニーラブカフェ 牝７鹿 ５５ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９２－１０１：４７．３クビ １６．４�
１１ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 川須 栄彦内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２４－ ６ 〃 アタマ ７６．４�
４８ スーサンストリーム 牡４芦 ５７ 野元 昭嘉林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５４－ ６１：４７．５１� ３４．５�
３６ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５４－ ６１：４７．６� ７．７

４７ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 酒井 学當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１６± ０１：４７．８１ １９．０�
７１３ ベストオブミー 牝６栗 ５５ 藤岡 康太飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ２１．２
５９ パープルスター 牝５鹿 ５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４９０－１２１：４８．０１� ３０．５�
７１４ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４６－１２ 〃 ハナ ３２４．６�
１２ レオキュート 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥	レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３２－１０ 〃 クビ ２２．６�
６１１ ビーチランデブー 牡４黒鹿５７ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：４８．１� １１．０�
８１５ ダノントレビアン 牡４黒鹿５７ 松山 弘平	ダノックス 松永 幹夫 日高 いとう牧場 ４８８＋ ２１：４８．２� ３．２�
８１６ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６０－ ６１：４８．３クビ ９３．６�
２４ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 川島 信二栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４３６－ ６１：４９．１５ ２１３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３５０，６００円 複勝： ３６，０８４，６００円 枠連： ２３，８３２，９００円

普通馬連： ９７，９５２，５００円 馬単： ５６，２８４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３９４，５００円

３連複： １３９，６１１，８００円 ３連単： ２４７，１１２，４００円 計： ６６０，６２３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ５６０円 � ２４０円 枠 連（３－６） ９１０円

普通馬連 �� ７，８１０円 馬 単 �� １１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４５０円 �� ６６０円 �� ３，１４０円

３ 連 複 ��� １５，７１０円 ３ 連 単 ��� ８１，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２３３５０６ 的中 � ５１６１５（２番人気）
複勝票数 計 ３６０８４６ 的中 � ６２０９７（２番人気）� １３６９２（１０番人気）� ４００４０（４番人気）
枠連票数 計 ２３８３２９ 的中 （３－６） １９３５１（４番人気）
普通馬連票数 計 ９７９５２５ 的中 �� ９２５９（３０番人気）
馬単票数 計 ５６２８４１ 的中 �� ３６３９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３９４５ 的中 �� ３５５９（３５番人気）�� １４５７０（４番人気）�� ２７５７（４４番人気）
３連複票数 計１３９６１１８ 的中 ��� ６５６０（５４番人気）
３連単票数 計２４７１１２４ 的中 ��� ２２４５（２６７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．６―１３．８―１２．２―１２．３―１２．６―１２．５―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．６―３１．２―４５．０―５７．２―１：０９．５―１：２２．１―１：３４．６

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

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

勝馬の
紹 介

ジョーメテオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．２ 京都２着

２００６．３．２８生 牡５鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー ２５戦４勝 賞金 ７９，７１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時４０分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マスターコーク号
（非抽選馬） ２頭 キンショーダンデー号・フロムジオリエント号

０７１０８ ４月２日 晴 良 （２３小倉２）第９日 第１２競走 ��２，０００�
ひ た

日 田 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 １，９５０，０００
１，９５０，０００

円
円 ９７０，０００円

付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ３３，０００
３３，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

３５ レディパレード 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム B４９０± ０２：００．３ １９．８�

１１ マイネルインゼル 牡６栗 ５７ 丹内 祐次 �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 ４７４＋ ４２：００．５１� ６．４�

２３ ジャストルーラー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４－１０ 〃 クビ １２．９�
４７ 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 ４５０＋ ８ 〃 同着 ２５．６�
２４ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４０＋ ２２：００．６クビ ４．３�
１２ カスクドール 牝４鹿 ５５ 上村 洋行前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ８２：００．７� ７．８�
３６ コングラチュレート 牡４鹿 ５７ 村田 一誠谷田 元彦氏 須貝 尚介 新ひだか 福岡 清 ４５８－ ２２：００．８� １２．９	
６１１ マツリダジャパン 牡４青 ５７ 中舘 英二�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ６２：００．９� ８．７

８１６ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ９．７�
５１０ セキサンダンスイン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４８± ０ 〃 クビ ７．２
７１４ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ６２：０１．１１� ２３．６�
５９ � パトリックバローズ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 ５０２－ ２２：０１．３１� ５９．５�
７１３ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６－１２２：０１．５１� １９．３�
８１５� ラガーゴールデン 牡５鹿 ５７ 上野 翔奥村 啓二氏 清水 久詞 静内 今 牧場 ４０６± ０２：０２．５６ １０６．８�
６１２	� ゴールドキャメロン 牝５黒鹿５５ 丸山 元気 �ゴールドレーシング 森 秀行 豪 Gooree Park

Stud Pty Ltd ４３６－１６２：０２．８２ ７８．３�
４８ � エムオーネイチャ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真大浅 貢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２＋ ６２：０３．１１� １２７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０５，７００円 複勝： ３２，５３７，８００円 枠連： ２１，６７５，１００円

普通馬連： ７３，１０６，６００円 馬単： ４１，３１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３１４，９００円

３連複： １１１，１７６，６００円 ３連単： １９１，４０８，９００円 計： ５２２，７４３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ４４０円 � ２００円 �
�

３３０円
３８０円 枠 連（１－３） １，８９０円

普通馬連 �� １０，７５０円 馬 単 �� ２１，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７６０円 ��

��
２，１３０円
３，７１０円

��
��

８７０円
１，０６０円

３ 連 複 ���
���

１５，５７０円
２３，９５０円 ３ 連 単 ���

���
１１７，７３０円
１７５，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２０２０５７ 的中 � ８０８１（１０番人気）
複勝票数 計 ３２５３７８ 的中 �

�
１３１１３
１６１８５

（１１番人気）
（９番人気）

� ３８８９８（２番人気）� １９０５４（８番人気）

枠連票数 計 ２１６７５１ 的中 （１－３） ８４９５（９番人気）
普通馬連票数 計 ７３１０６６ 的中 �� ５０１９（４５番人気）
馬単票数 計 ４１３１７６ 的中 �� １４１２（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３１４９ 的中 ��

��
２６１６
５５３８
（３７番人気）
（１４番人気）

��
��

２１４３
４４７７
（４８番人気）
（２２番人気）

�� １２０７（６８番人気）

３連複票数 計１１１１７６６ 的中 ��� ２６３８（１１８番人気） ��� １７１２（１６８番人気）
３連単票数 計１９１４０８９ 的中 ��� ６００（８６１番人気） ��� ４０２（１１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．５―４８．０―１：００．４―１：１２．９―１：２５．１―１：３６．７―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レディパレード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．１．１６ 中山３着

２００７．１．２０生 牝４鹿 母 レディフェスタ 母母 Festive Season ８戦１勝 賞金 １４，０１２，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔制裁〕 パトリックバローズ号の騎手武幸四郎は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（４番・８番への進路影響）
マイネルインゼル号の騎手丹内祐次は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップミノル号
（非抽選馬） １頭 バトルキクヒメ号



（２３小倉２）第９日 ４月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

１５９，２４０，０００円
１，０９０，０００円
８，９００，０００円
２，０８０，０００円
１５，０２０，０００円
６２，４３９，０００円
４，７８４，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
１７７，１９８，１００円
３０９，９４４，６００円
１４７，２４６，３００円
４７３，６４０，３００円
３０９，５１７，０００円
２１８，１４５，５００円
７０１，８５９，８００円
１，２０３，５７５，４００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，５４１，１２７，０００円

総入場人員 ６，０４６名 （有料入場人員 ５，６３４名）




