
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１０００１ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第１競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６１０ エーシンバリントン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ４１：４６．４ ４．９�

７１１ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４６４＋ ２１：４７．０３� ２．７�
７１２ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０２－ ６１：４８．０６ ２３．０�
６９ ノアパワフル 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平佐山 公男氏 沖 芳夫 浦河 向別牧場 ４９４－ ６１：４８．１� ３８．４�
２２ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４７０± ０１：４８．５２� １０．２�
８１３ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ４１：４８．６� ８．０	
１１ ハテナキユメ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也小野 博郷氏 土田 稔 清水 小野瀬 晃司 ４６４＋ ８１：４８．７クビ ８５．０

５８ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗松本 俊廣氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 ５１４－１０ 〃 クビ ２１．１�
８１４ 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 B４５８－１０１：４９．０１� １２．９�
５７ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５０４－１０１：４９．１� １０．１
３３ クリノワンチャンス 牝３芦 ５４ 伊藤 工真栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 日西牧場 ４３０－ ２１：４９．５２� １４４．０�
３４ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 丹内 祐次国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０± ０１：４９．６� ７．１�
４５ ホマレエイカン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一�藤沢牧場 清水 英克 新ひだか へいはた牧場 ４６４－ ６１：５１．１９ １２５．８�
４６ テイエムメガヒット 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ
ファーム ４９８－ ４１：５２．２７ ２０９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，９８９，５００円 複勝： ２１，２１０，６００円 枠連： ８，６５４，２００円

普通馬連： ２５，５１９，５００円 馬単： １８，６０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６９０，５００円

３連複： ４３，４６７，８００円 ３連単： ６６，００８，８００円 計： ２０７，１５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ４３０円 枠 連（６－７） ８７０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２，０４０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ６，７１０円 ３ 連 単 ��� ３１，５６０円

票 数

単勝票数 計 ９９８９５ 的中 � １６２８８（２番人気）
複勝票数 計 ２１２１０６ 的中 � ２４４３４（３番人気）� ６４０６３（１番人気）� ９１１６（８番人気）
枠連票数 計 ８６５４２ 的中 （６－７） ７３４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２５５１９５ 的中 �� １８４８４（４番人気）
馬単票数 計 １８６０９５ 的中 �� ６８５０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６９０５ 的中 �� ９０１０（１番人気）�� １５３４（３１番人気）�� ４３７０（７番人気）
３連複票数 計 ４３４６７８ 的中 ��� ４７８４（２１番人気）
３連単票数 計 ６６００８８ 的中 ��� １５４４（１０４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１２．０―１３．４―１２．５―１２．８―１２．６―１２．１―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．４―４３．８―５６．３―１：０９．１―１：２１．７―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．３
１
３

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

２
４

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

エーシンバリントン �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Mi Cielo デビュー ２０１１．１．１６ 京都４着

２００８．２．１８生 牡３鹿 母 バーモントガール 母母 Raging Apalachee ３戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムメガヒット号は，平成２３年５月１６日まで平地競走に出走できない。
※ノアパワフル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１０００２ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第２競走 １，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３３ ファイアアロー 牡３黒鹿 ５６
５４ △川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４２－ ２１：４６．１ ３．９�

６１０ トーホウベスト 牡３鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５００＋ ８１：４６．４２ ４．１�

８１３ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 上村 洋行小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：４７．１４ １４．２�
５７ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム ４８０－ ４１：４７．６３ １６．０�
４５ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 赤木高太郎木本 弘孝氏 高野 友和 浦河 �原 敏明 ４７８± ０１：４８．０２� ４９．５�
７１１ シーズアップルズ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４２８± ０１：４８．３１� ７．２	
５８ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６

５４ △高倉 稜香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ ９．９

２２ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 小林 淳一西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４７４＋ ８１：４８．４� ６７．３�
８１４ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９２－ ８ 〃 クビ ５．７�
６９ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 ４６８± ０１：４８．７１� １０．０
３４ エドノフレーザ 牡３栗 ５６ 黛 弘人遠藤 喜松氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ５０２－１２１：４８．８クビ １９６．０�
７１２ キンショーダッシュ 牡３栗 ５６ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 青森 滝沢牧場 ４６８－１２１：４８．９� １０８．２�
１１ クニサキシンシン 牝３鹿 ５４ 酒井 学國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４５２ ―１：５０．２８ ２０．４�
４６ トウショウブラザー 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０－ ８１：５１．１５ ９６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，１５３，０００円 複勝： １６，５９３，９００円 枠連： ７，８１０，８００円

普通馬連： ２２，９９７，２００円 馬単： １５，６１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５７１，９００円

３連複： ３５，７１１，９００円 ３連単： ５２，６９２，３００円 計： １７２，１４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（３－６） ５３０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ７３０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ７，５２０円

票 数

単勝票数 計 ９１５３０ 的中 � １８７１６（１番人気）
複勝票数 計 １６５９３９ 的中 � ３２３６９（２番人気）� ３４２０８（１番人気）� ８８８３（８番人気）
枠連票数 計 ７８１０８ 的中 （３－６） １１０２５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２２９９７２ 的中 �� ２５８１５（１番人気）
馬単票数 計 １５６１６２ 的中 �� ９４７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５７１９ 的中 �� １１０２０（１番人気）�� ３６８１（９番人気）�� ３６３０（１０番人気）
３連複票数 計 ３５７１１９ 的中 ��� １３４８７（３番人気）
３連単票数 計 ５２６９２３ 的中 ��� ５１７６（５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．５―１１．９―１２．７―１２．８―１２．７―１２．３―１２．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―３０．２―４２．９―５５．７―１：０８．４―１：２０．７―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファイアアロー �
�
父 オンファイア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１０．２ 阪神８着

２００８．３．１１生 牡３黒鹿 母 エイシンサンデリー 母母 エイシンシンシアナ ９戦１勝 賞金 ８，７５０，０００円

第３回　小倉競馬　第１日



１０００３ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第３競走 １，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１３ サトノパイレーツ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４ ５８．６ １．６�

４５ バンブーマンユー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４６６＋ ８ ５９．８７ １２．７�

４６ グッドクロック 牡３芦 ５６ 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ８．１�
５７ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４２± ０１：００．３３ ２４９．３�
６９ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４６－ ４ 〃 クビ ３２５．８�
５８ アイムヒアー 牝３鹿 ５４ 高橋 亮 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４５６＋ ８ 〃 アタマ ２１．０�
６１０ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４

５２ △川須 栄彦ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４０－ ２１：００．４� ７．４	
３３ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４２６－ ８１：００．５クビ ４１．１

１１ 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 ４５２＋ ６１：００．７１� ２７．６�
２２ シ ル ダ リ ア 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４７０＋ ４１：０１．１２� ７．６�
７１１ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ３０．５
３４ ゲーテッドゾロア 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４２４＋ ２１：０１．７３� ４７９．７�
７１２ ヒダノエリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 木田牧場 ４０２－ ２１：０２．７６ ４１９．５�
８１４ シゲルヒショ 牡３青鹿５６ 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 ４６４－１２１：０３．０１� １９６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４２５，７００円 複勝： ５１，２６３，１００円 枠連： ８，７５３，０００円

普通馬連： ２４，５１３，４００円 馬単： ２４，０９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８０１，７００円

３連複： ４１，４４７，７００円 ３連単： ８１，０８８，７００円 計： ２５９，３８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（４－８） ３００円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ３，５８０円

票 数

単勝票数 計 １４４２５７ 的中 � ７２７６９（１番人気）
複勝票数 計 ５１２６３１ 的中 � ３５８０１７（１番人気）� ２８１６８（４番人気）� ３０４６１（３番人気）
枠連票数 計 ８７５３０ 的中 （４－８） ２２０１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ２４５１３４ 的中 �� ２７１９１（３番人気）
馬単票数 計 ２４０９３９ 的中 �� ２０６１５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８０１７ 的中 �� １３６２３（３番人気）�� １３０１３（４番人気）�� ４４３３（７番人気）
３連複票数 計 ４１４４７７ 的中 ��� ２３２４６（６番人気）
３連単票数 計 ８１０８８７ 的中 ��� １６７４５（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノパイレーツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．１４ 京都２着

２００８．３．４生 牡３鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ ６戦１勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒダノエリー号・シゲルヒショ号は，平成２３年５月１６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カシノラム号・スズカラッシュ号

１０００４ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ � アウグーリオ 牡３栗 ５６
５４ △川須 栄彦前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４２８－ ２１：４７．５ ５．２�

８１２ タイトロープ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４７６－ ２１：４７．７１� ８．１�
７１０ ハクユウサンサン 牡３鹿 ５６

５４ △高倉 稜伊藤 博文氏 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 ４６８＋ ６１：４７．８� ３２．６�
３３ � フ ィ オ リ ア 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４７４＋１０１：４８．３３ ４．１�
５７ � ヒシマキシム 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe ４８４－ ６１：４８．５１� ５．５�

４４ フラアンジェリコ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６ 〃 クビ ２．６�
６９ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４８０－ ６１：４８．６� ３６６．４	
４５ アストロボーイ 牡３栗 ５６ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４７８－ ２１：４８．８１� ２５．２

２２ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ７８．４�
６８ トップモースト 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４６＋ ２１：４９．１２ １４９．７

７１１ サトノオリオン 牡３栗 ５６ 石橋 脩里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５６－ ８１：４９．３１ ８６．１�
８１３ ナムラボルカーン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気奈村 信重氏 畠山 吉宏 浦河 中島牧場 ４７４ ―１：５０．２５ ８３．６�
５６ � コスモパルクール 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮 徹 愛

Castlemartin
Stud and Sky-
marc Farm

４９２＋ ２１：５０．８３� １０１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，３６６，７００円 複勝： ２０，５４４，８００円 枠連： ７，７３９，４００円

普通馬連： ２３，７６６，５００円 馬単： １８，６３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４９１，１００円

３連複： ３８，１７８，４００円 ３連単： ６６，５２６，５００円 計： ２０１，２５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ５５０円 枠 連（１－８） １，４９０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，７００円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ８，６８０円 ３ 連 単 ��� ３８，４２０円

票 数

単勝票数 計 １２３６６７ 的中 � １９０６９（３番人気）
複勝票数 計 ２０５４４８ 的中 � ３４０６５（２番人気）� ２４３６１（５番人気）� ８０６２（７番人気）
枠連票数 計 ７７３９４ 的中 （１－８） ３８５９（７番人気）
普通馬連票数 計 ２３７６６５ 的中 �� １２６９２（６番人気）
馬単票数 計 １８６３８１ 的中 �� ５５４０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４９１１ 的中 �� ８３６６（５番人気）�� １８７０（１６番人気）�� １３４６（２１番人気）
３連複票数 計 ３８１７８４ 的中 ��� ３２４７（２４番人気）
３連単票数 計 ６６５２６５ 的中 ��� １２７８（１０９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．２―１３．１―１３．２―１２．８―１２．８―１２．８―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―３０．１―４３．２―５６．４―１：０９．２―１：２２．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アウグーリオ �
�
父 Belong to Me �

�
母父 Bertrando デビュー ２０１０．１２．５ 阪神６着

２００８．４．１５生 牡３栗 母 Visionist 母母 Luck’s Fantasy ７戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



１０００５ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第５競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

１１ ピースフルアース 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５２－ ４２：０１．３ ４．０�

４８ アクロスザライト 牝３鹿 ５４
５２ △川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０－１４ 〃 ハナ ４．４�

３５ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６ 酒井 学後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６－ ２２：０１．５１� ５．９�
４７ サクライーグル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５８－ ８２：０１．８２ １８．３�
２４ ダイヤモンドハウス �３黒鹿５６ 丸田 恭介原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２６－１０２：０１．９クビ １１５．１�
７１４ リ コ ウ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 加用 正 浦河 栄進牧場 ４７６＋１０２：０２．３２� １６３．６	
６１１ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４ 丸山 元気北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５２ ― 〃 クビ １９．５

８１６ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４６８＋ ２２：０２．９３� ５６．７�
８１５ シードダイレクト 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１６－ ８２：０３．０クビ ８．０�
３６ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ５００± ０２：０３．３２ ８．２
７１３ フミノキララ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５０＋１２２：０３．７２� ５０．１�
５９ ケガワノマリー 牝３栗 ５４ 荻野 琢真小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４８０－ ８ 〃 アタマ ３１６．１�
５１０ トーアウィンザー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 ５００± ０２：０３．９１� ２１．８�
２３ ケンタッキーツヨシ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 沖田牧場 B４６４＋ ２２：０４．３２� ２１．４�
１２ クレバーステージ 牡３黒鹿 ５６

５４ △高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７８＋１０２：０５．４７ １４０．９�
６１２ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二山本三津子氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ４２：０５．５� ９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９９５，０００円 複勝： ２６，６４５，５００円 枠連： １０，４５１，２００円

普通馬連： ３０，４８４，４００円 馬単： ２０，８６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６２３，４００円

３連複： ４８，３５９，５００円 ３連単： ７１，１９５，９００円 計： ２３６，６２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（１－４） ７００円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ５００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １２９９５０ 的中 � ２５９１４（１番人気）
複勝票数 計 ２６６４５５ 的中 � ５３４７４（１番人気）� ４７２２３（２番人気）� ３２６７６（３番人気）
枠連票数 計 １０４５１２ 的中 （１－４） １１０８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０４８４４ 的中 �� ２６９９０（１番人気）
馬単票数 計 ２０８６９７ 的中 �� ９５４５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６２３４ 的中 �� １２２０５（１番人気）�� ７６３５（２番人気）�� ５５６７（７番人気）
３連複票数 計 ４８３５９５ 的中 ��� １８８２７（１番人気）
３連単票数 計 ７１１９５９ 的中 ��� ６２０３（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．７―１：００．５―１：１３．１―１：２５．５―１：３７．３―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ピースフルアース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．９．１２ 阪神６着

２００８．４．２９生 牡３鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット ６戦１勝 賞金 ８，３５０，０００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 エピデンドラム号・リーガルファルコン号

１０００６ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第６競走 １，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３４ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４５０－ ４１：４７．７ １．８�

４７ アオゾラペダル 牝５黒鹿５５ 小林 淳一小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：４８．１２� ６．６�
５９ 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 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ７．９�
１１ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４８＋ ６１：４８．３１� １６．６�
８１４� 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 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ８５．６�
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± ０ 〃 クビ １３．９	
５８ トミケンプライマリ 牝５栗 ５５

５３ △高倉 稜冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４７２＋１６１：４８．４クビ １５．４

２３ シルキーフェスタ 牝４栗 ５５ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 須崎牧場 ４３０＋ ２１：４８．５� ８３．６�
７１３ カシマパフューム 牝５栗 ５５ 武士沢友治松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４２２－１５１：４８．６� １７２．０�
６１１� プ ル プ ル 牝５鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４２６± ０１：４８．７� ２９．４
８１５ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５ 北村 友一谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ２４．４�
４６ ユキノクイーン 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６４－ ２１：４８．８� １０．０�
６１０� ガ イ ー ヌ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム ４１６＋１０１：４９．０１� ３５４．５�
７１２ リ ー テ ィ ラ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ５０４＋ ６１：４９．１クビ ２０８．１�
２２ メジロムーア 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２－ ２１：４９．８４ ４６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５７３，９００円 複勝： ３４，４７０，７００円 枠連： １０，２５０，３００円

普通馬連： ２８，５６１，９００円 馬単： ２４，５６１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５５９，９００円

３連複： ４４，９９７，８００円 ３連単： ７４，１４０，９００円 計： ２４７，１１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（３－４） ３１０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３１０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ６，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４５７３９ 的中 � ６３８９４（１番人気）
複勝票数 計 ３４４７０７ 的中 � １４７２４３（１番人気）� ２３３５４（５番人気）� ４２１９０（２番人気）
枠連票数 計 １０２５０３ 的中 （３－４） ２４４１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８５６１９ 的中 �� ３０３４８（２番人気）
馬単票数 計 ２４５６１３ 的中 �� １３００４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５５９９ 的中 �� １１４４３（３番人気）�� １３２９７（２番人気）�� ３２４５（１２番人気）
３連複票数 計 ４４９９７８ 的中 ��� １６０１７（５番人気）
３連単票数 計 ７４１４０９ 的中 ��� ８４３１（７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．０―１３．８―１３．７―１３．１―１２．６―１２．２―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．９―４３．７―５７．４―１：１０．５―１：２３．１―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンプリマドンナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．２．１４ 京都１着

２００７．４．１３生 牝４黒鹿 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif ９戦２勝 賞金 ２６，３００，０００円



１０００７ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１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

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

クスタツド ５００－ ６ ５８．７ ２．９�

６８ 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± ０ ５９．１２� ９．８�

１１ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７
５４ ▲平野 優 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９２＋１６ ５９．３１� １２．６�

５５ ハナノシンノスケ 牡４鹿 ５７
５４ ▲西村 太一池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４－ ６ ５９．４クビ １５．８�

７１０� リリーザサン 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 谷川牧場 ５０８－１４ ５９．５� ８９．４�
４４ 	 ナイトアンジェロ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ４９６＋ ８ ５９．６� ２．８�
３３ メイショウヴァルナ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲森 一馬松本 好	氏 本田 優 浦河 赤田牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ １０．２

６７ 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 ４６８－ ２ ５９．７� ８．０�
８１１ オンワードセジール 牝５栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４５８－１２ 〃 クビ ４１．５�
７９ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８８± ０ ５９．８� ３０．２
８１２	� 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

５０２－ ６１：００．０１� ８１．８�
２２ 	 カポデテュティカピ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信�大樹ファーム 新開 幸一 米 WinStar

Farm, LLC ５１６－ ２１：００．３１� １０７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，６４９，９００円 複勝： ２５，３１９，３００円 枠連： １１，１８７，７００円

普通馬連： ３５，０８４，４００円 馬単： ２９，７３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９８２，３００円

３連複： ５０，４８４，２００円 ３連単： １０１，２７８，２００円 計： ２８５，７１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ４００円 枠 連（５－６） ４９０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ８４０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ５，７８０円 ３ 連 単 ��� ２０，６３０円

票 数

単勝票数 計 １５６４９９ 的中 � ４３０３６（２番人気）
複勝票数 計 ２５３１９３ 的中 � ６７３７４（１番人気）� ２３５７３（５番人気）� １２８０２（７番人気）
枠連票数 計 １１１８７７ 的中 （５－６） １６９９６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５０８４４ 的中 �� ２２９６９（２番人気）
馬単票数 計 ２９７３２１ 的中 �� １１５６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９８２３ 的中 �� ９３９９（４番人気）�� ４９２７（１１番人気）�� ２２９５（２０番人気）
３連複票数 計 ５０４８４２ 的中 ��� ６４５３（１７番人気）
３連単票数 計１０１２７８２ 的中 ��� ３６２４（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．５―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．０―３４．５―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカサギヤマ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００８．７．１９ 新潟３着

２００６．２．１２生 牡５栗 母 ジョーベアトリチェ 母母 ジョーエスペランス ２６戦３勝 賞金 ４８，５９０，０００円
〔制裁〕 レオカミカゼ号の騎手伊藤工真は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路影響）

１０００８ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１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

７８ � スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 酒井 学加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ５０４± ０１：５９．３ ４．５�

６６ � ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４２＋ ２１：５９．５１� ４．９�
２２ タイセイダンサー 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４５６＋ ６１：５９．６� ６３．５�
７９ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３６－１６１：５９．７� ２５．２�
８１１ 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 ４５４－ ８１：５９．８� ６．８�
６７ 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 ４８６± ０２：００．４３� １０．５�
３３ 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 ４７２－ ２２：００．５	 ３．５	
８１０ 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 ４９０＋ ６２：００．６クビ ５．５

４４ テラノパンサー �４栗 ５７ 太宰 啓介寺田 寿男氏 清水 出美 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０＋ ２２：０１．０２� ４７．９�
５５ セイウンスマイル 牝４黒鹿５５ 丸山 元気西山 茂行氏 牧 光二 浦河 高岸 順一 ４１６＋ ６２：０１．８５ ７８．０�
１１ ロックフルマーク 牡４黒鹿５７ 石橋 脩小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４０８± ０２：０１．９� ３０．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，５８５，７００円 複勝： ３３，２１８，３００円 枠連： １３，０７６，９００円

普通馬連： ４０，４５３，９００円 馬単： ３２，０１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９５２，７００円

３連複： ５９，２３９，４００円 ３連単： １１２，００５，９００円 計： ３２４，５４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １，６１０円 枠 連（６－７） ８００円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５，６００円 �� ３，７８０円

３ 連 複 ��� ２４，７７０円 ３ 連 単 ��� ９６，５７０円

票 数

単勝票数 計 １５５８５７ 的中 � ２７４６４（２番人気）
複勝票数 計 ３３２１８３ 的中 � ５５２３９（２番人気）� ５４７４１（３番人気）� ３８６８（１０番人気）
枠連票数 計 １３０７６９ 的中 （６－７） １２１６６（６番人気）
普通馬連票数 計 ４０４５３９ 的中 �� ２３８２３（５番人気）
馬単票数 計 ３２０１０６ 的中 �� ９３７０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９５２７ 的中 �� ９９５１（６番人気）�� ７９１（４１番人気）�� １１８１（３５番人気）
３連複票数 計 ５９２３９４ 的中 ��� １７６５（６５番人気）
３連単票数 計１１２００５９ 的中 ��� ８５６（２６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．２―１２．７―１１．９―１１．８―１２．１―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．７―３５．９―４８．６―１：００．５―１：１２．３―１：２４．４―１：３６．０―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
１
３
８，３，２，６，５（９，１０）（４，１１）－７－１
８（２，３）６（１０，１１）（５，９）７，４，１

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

勝馬の
紹 介

�スプリングバレル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００５．４．５生 牡６黒鹿 母 スプリングパール 母母 ローズシラオキ ２９戦２勝 賞金 ３２，４５０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］



１０００９ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１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

２２ � タツパーシヴ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou
Farm ４７８± ０１：４５．２ １１．１�

７１１ カロルバンダム 牡４黒鹿５７ 中舘 英二山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４９８＋ ６１：４５．３� ９．７�
６８ ル ロ ワ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲平野 優栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４６４± ０１：４５．９３� ７．１�
７１０� エアイグアス 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ４ 〃 クビ ２．０�
３３ クオリティタイム �５鹿 ５７ 武 幸四郎名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ４１：４６．１１� ３６．５�
４５ ホッコーキングオー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ２３．７�
４４ 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 ５０２＋ ８１：４６．２クビ ７．６	
８１３ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１８－ ８１：４６．６２� １３．７

１１ 	 バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４８６－ ６１：４６．７クビ ２４．１�
６９ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 石橋 脩石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９２＋ ４１：４６．９１� ７３．７�
８１２	 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 ４７６－ ８１：４７．４３ ３３６．２
５７ ダンツブラボー 牡４栗 ５７

５６ ☆松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７６－ ２ 〃 アタマ １６．５�
５６ �	 インフォカルシー 牡４鹿 ５７ 酒井 学前田 幸治氏 田中 剛 愛 Swettenham Stud

and Ben Sangster ５３６＋ ２１：４８．５７ ４９．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，５６８，６００円 複勝： ４４，３５７，９００円 枠連： １８，３９１，０００円

普通馬連： ６４，１０７，３００円 馬単： ４６，３３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５５０，１００円

３連複： ８４，８４６，１００円 ３連単： １５４，８４９，４００円 計： ４６３，００１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ３８０円 � ２７０円 � ２７０円 枠 連（２－７） １，１３０円

普通馬連 �� ４，６９０円 馬 単 �� １０，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １，５７０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １２，４９０円 ３ 連 単 ��� ８９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５６８６ 的中 � １６０５３（５番人気）
複勝票数 計 ４４３５７９ 的中 � ２９０３８（５番人気）� ４５５０６（４番人気）� ４５８４９（３番人気）
枠連票数 計 １８３９１０ 的中 （２－７） １２０６２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４１０７３ 的中 �� １００９６（１９番人気）
馬単票数 計 ４６３３１４ 的中 �� ３３８８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５５０１ 的中 �� ４８５３（１７番人気）�� ４２２７（２１番人気）�� ９５９３（７番人気）
３連複票数 計 ８４８４６１ 的中 ��� ５０１６（４４番人気）
３連単票数 計１５４８４９４ 的中 ��� １２７２（２９７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―２９．８―４２．８―５５．３―１：０７．３―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４F４９．９―３F３７．９
１
３
１０（１１，１３）２（４，６）（５，１２）（１，９）（８，７）－３・（１０，１１）１３（２，７）－４，９（１，５，６）（８，１２，３）

２
４

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

�タツパーシヴ �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．１１．２８ 京都２着

２００７．３．３１生 牡４芦 母 Ibuki Perceive 母母 Noesis １０戦２勝 賞金 ２４，６５０，０００円
〔発走状況〕 ダンツブラボー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダンツブラボー号は，平成２３年４月１７日から平成２３年５月１６日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

１００１０ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第１０競走 ��１，２００�ド ラ セ ナ 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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２４ ロードカナロア 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４８０－ ２１：０８．３ １．３�

３５ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 津村 明秀加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３４＋ ２１：０８．９３� ３７０．３�
２３ 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 ４８４－ ２ 〃 ハナ ６．１�
４７ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４８０＋ ８１：０９．１１� ３９．４�
５９ チェリービスティー 牝３栗 ５４ 石橋 脩備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２６－ ６１：０９．４１� ７３．６�
３６ � ウインミネルヴァ 牝３青鹿５４ 中舘 英二�ウイン 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration ４５４＋ ２１：０９．５� １０．６�
７１４ マーベラスビジン 牝３栗 ５４ 丸山 元気笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １９１．８	
４８ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４８８－１２１：０９．６� １４．５

１１ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ６９．９�
１２ � ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４５４＋ ８１：０９．７� ２７３．８
８１５ エクスビート 牡３鹿 ５６ 森 一馬前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４５０－１０１：１０．０１� ８１．８�
８１６ レッドマーベル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４８６＋ ８ 〃 ハナ ２８．７�
６１１ カシノアクセル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 熊本 片山 建治 ４１６－ ２ 〃 ハナ ３３０．９�
６１２ 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 ４１８－ ２ 〃 クビ ２８６．５�
７１３ シゲルカンリカン 牝３芦 ５４ 武 幸四郎森中 蕃氏 小野 幸治 新ひだか 岡田牧場 ４６４± ０１：１０．２１ １４１．６�
５１０ シナトラソング 牡３栗 ５６ 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 新冠 北星村田牧場 ５３８＋ ２１：１２．３大差 ２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９８７，１００円 複勝： １０８，００７，４００円 枠連： ２６，８４５，５００円

普通馬連： ８６，２９７，８００円 馬単： ７８，２０９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２６６，４００円

３連複： １１５，２０４，７００円 ３連単： ２８４，６２９，９００円 計： ７７３，４４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ３，０３０円 � １３０円 枠 連（２－３） ５５０円

普通馬連 �� １５，１９０円 馬 単 �� １６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０００円 �� １４０円 �� ７，０９０円

３ 連 複 ��� １１，７２０円 ３ 連 単 ��� ８１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３５９８７１ 的中 � ２１８８４８（１番人気）
複勝票数 計１０８００７４ 的中 � ７６１４１０（１番人気）� ２２３８（１４番人気）� １２１２８６（２番人気）
枠連票数 計 ２６８４５５ 的中 （２－３） ３６２１０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８６２９７８ 的中 �� ４１９３（２５番人気）
馬単票数 計 ７８２０９９ 的中 �� ３５０８（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２６６４ 的中 �� １７３８（３２番人気）�� １０３１４７（１番人気）�� ９７１（４９番人気）
３連複票数 計１１５２０４７ 的中 ��� ７２５８（２６番人気）
３連単票数 計２８４６２９９ 的中 ��� ２５７４（１６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．５―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．７―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ４戦２勝 賞金 ２６，９２７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シナトラソング号は，平成２３年５月１６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） ９頭 アグネスアンジュ号・アポロジェニー号・キミニアエタキセキ号・サカジロキング号・トウケイカガヤキ号・

ビューティバラード号・ホットサマーデイ号・マイネルメガロス号・メイショウツガル号



１００１１ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第１１競走 ��１，７００�
さくらじま

桜島ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下，２２．４．１７以降２３．４．１０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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２４ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８２－ ２１：４４．７ ７．５�

２３ �� クリュギスト 牡５鹿 ５７ 丸山 元気吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５１２＋１４ 〃 クビ ２．５�

５９ ハードシーキング 牡７鹿 ５２ 酒井 学津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９２－ ６１：４５．１２� １２８．７�
１１ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４５８± ０ 〃 クビ ３．６�
４８ ネオギャラクシー �４栗 ５５ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 日田牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ３０．６�
７１４ レ ッ ド ア イ �５栗 ５５ 津村 明秀 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４５６－ １１：４５．２クビ ６１．８�
８１６ ディアプリンシパル 牡６青 ５５ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７６－１０ 〃 ハナ ５２．５	
８１５� ダ イ バ ク フ 牡６鹿 ５４ 木幡 初広柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４６２＋ ２１：４５．５１� ３２．８

５１０ レインフォーレスト 牡５芦 ５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：４５．６クビ ２１．３�
１２ サンライズクォリア 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４６４＋１６ 〃 クビ １２．６�
３５ エナージバイオ 牡６栗 ５４ 丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ２１：４５．７� ２５．４
７１３ ローレルレヴァータ �４鹿 ５４ 赤木高太郎 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５２－ ８１：４５．８クビ ２１．８�
３６ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５３ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０８＋ ６１：４５．９� １２６．７�
６１２ モーニングフェイス 牝４栗 ５３ 川島 信二井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ５０２－ ６１：４７．０７ ３２．８�
４７ � シャーペンエッジ 牝５鹿 ５０ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４７．１� ８８．３�
６１１ リバプールサウンド 牡８鹿 ５５ 石橋 脩前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５２４－ ８１：４７．９５ １２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６５７，４００円 複勝： ７３，３８４，８００円 枠連： ４４，４０２，５００円

普通馬連： １７６，８４１，２００円 馬単： １０２，６９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，８６９，３００円

３連複： ２５３，０８５，１００円 ３連単： ４４６，３２８，８００円 計： １，２０２，２６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � １，６００円 枠 連（２－２） １，２１０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １４，０７０円 �� ６，０９０円

３ 連 複 ��� ４７，７６０円 ３ 連 単 ��� ２２２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３９６５７４ 的中 � ４１６９０（３番人気）
複勝票数 計 ７３３８４８ 的中 � ６７９５９（３番人気）� １９９１１１（１番人気）� ８２０３（１５番人気）
枠連票数 計 ４４４０２５ 的中 （２－２） ２７１３３（３番人気）
普通馬連票数 計１７６８４１２ 的中 �� １２３５９０（２番人気）
馬単票数 計１０２６９６６ 的中 �� ２４１５９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５８６９３ 的中 �� ３０９５９（３番人気）�� １０９７（８８番人気）�� ２５５３（５８番人気）
３連複票数 計２５３０８５１ 的中 ��� ３９１１（１１５番人気）
３連単票数 計４４６３２８８ 的中 ��� １４８２（５２７番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１１．９―１２．９―１２．６―１２．５―１２．５―１２．０―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―２９．９―４２．８―５５．４―１：０７．９―１：２０．４―１：３２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．８
１
３
１１，４（１，３，８）１６（２，９）（７，１２）６（１０，１５）（５，１３）＝１４・（１１，４）８（１，３，１６）（９，１２）（２，１０，１５）（６，７）（５，１３，１４）

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

勝馬の
紹 介

マイネルオベリスク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．９．１３ 中山１４着

２００７．３．３１生 牡４鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ １６戦４勝 賞金 ５５，５７６，０００円
〔制裁〕 シャーペンエッジ号の調教師吉田直弘は，競走中に同馬の鞍が変位し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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 エジソン号・オシャレキング号・キラウエア号・コウジンアルス号・シルクダイナスティ号・タイセイレジェンド号・

ダイレクトキャッチ号・タガノジョーカー号・デンコウヤマト号・ニュービギニング号・ビヨンドマックス号

１００１２ ４月１６日 曇 良 （２３小倉３）第１日 第１２競走 ��１，７００�
か い も ん だ け

開 聞 岳 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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００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 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 ４７２＋ ４１：４５．１ ６．２�

６１１ 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 ４６４± ０１：４５．３１� ４．０�

６１２� エーシンマダムジー 牝５栗 ５５ 川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 米 Winches-
ter Farm ４７０＋ ２１：４５．４クビ ３．５�

４７ ス イ リ ン カ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４２０＋ ６１：４５．６１� １２．５�
３６ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９６－ ８１：４５．８１� ６．２�
５１０ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７２－ ８１：４６．０１� １８．５�
５９ � レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 石橋 脩	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４７６－ ４ 〃 アタマ １８．４

２３ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５００－ ２ 〃 ハナ ４３．３�
３５ アマゾネスバイオ 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５４８＋ ４ 〃 ハナ ４７．５�
８１５ ツルマルシルバー 牡７芦 ５７ 酒井 学鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４８４± ０１：４６．２	 ２６．７
１１ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８８＋ ４１：４６．５１	 ３４．６�
７１４ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 津村 明秀渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０８＋ ２ 〃 ハナ ４７．２�
４８ シルクアルバス 牡６芦 ５７ 松田 大作有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：４６．７１� １６８．４�
７１３ トウカイインパクト 牡７黒鹿５７ 伊藤 工真内村 正則氏 高柳 瑞樹 門別 福満牧場 B５１６＋ ２１：４７．３３� １０７．９�
２４ �� トーセンステルス 牡６青鹿５７ 上村 洋行島川 �哉氏 中島 敏文 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III ４８４＋１４１：４８．１５ ２００．６�
８１６ マスターコーク 牝５鹿 ５５ 小島 太一	三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：４８．３１ １７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５５６，３００円 複勝： ５０，３５７，０００円 枠連： ３２，００９，０００円

普通馬連： ９８，８７１，２００円 馬単： ５８，９９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９１０，７００円

３連複： １３８，０８７，３００円 ３連単： ２５０，９８７，２００円 計： ６９７，７７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（１－６） ５００円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２８５５６３ 的中 � ３６３８５（４番人気）
複勝票数 計 ５０３５７０ 的中 � ６７３５２（３番人気）� １１１８８８（１番人気）� ９５２９２（２番人気）
枠連票数 計 ３２００９０ 的中 （１－６） ４７５９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９８８７１２ 的中 �� ７１４１２（２番人気）
馬単票数 計 ５８９９８８ 的中 �� １８５１６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９１０７ 的中 �� ２７３７９（２番人気）�� ２３５３０（３番人気）�� ４１３０２（１番人気）
３連複票数 計１３８０８７３ 的中 ��� １００１８１（１番人気）
３連単票数 計２５０９８７２ 的中 ��� ２６０２７（７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．８―１２．６―１２．３―１２．３―１２．５―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．９―４２．５―５４．８―１：０７．１―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―３F３８．０
１
３

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

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

アースマリン �
�
父 マリエンバード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．１５ 中京１８着

２００５．５．１３生 牝６鹿 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ １９戦３勝 賞金 ４６，８４６，０００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 アキノフライ号・アクティビューティ号・ストレンジラブ号・トップコマチ号・パープルスター号・フルボディー号・

プロスペラスマム号



（２３小倉３）第１日 ４月１６日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７６，３９０，０００円
１４，５３０，０００円
１，７６０，０００円
１６，６４０，０００円
５７，６５６，０００円
４，４２０，０００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
２３１，５０８，８００円
５０５，３７３，３００円
１９９，５７１，５００円
６５７，４９８，７００円
４７０，３６８，１００円
２９１，２７０，０００円
９５３，１０９，９００円
１，７６１，７３２，５００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 ５，０７０，４３２，８００円

総入場人員 ５，２７１名 （有料入場人員 ４，８９５名）


