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０２０１３ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２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）

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

５７ トップフライアー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B４８０＋ ４ ５９．５ ２．９�

８１３ メイショウボクデン 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 新ひだか 猪野毛牧場 ４２６－ ２１：００．５６ ３．２�
３４ トーワオモカゲ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５１８－ ２ 〃 クビ ４１．８�
６１０ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４６－ ４１：００．７１� ２７．５�
８１４ サクラルモンド 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５００＋ ４１：０１．０１� ３．１�
４６ リバーリンカーン 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ３９６－ ６１：０１．１� １７６．９�
２２ カシノレインボー 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４５６＋ ８１：０１．３１� ８４．７	
７１１ カルメンズサン 牡３栗 ５６ 江田 照男 
荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２７．８�
３３ パシステント 牡３栗 ５６ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４５２± ０１：０１．４� ２３７．５�
１１ フレンドブライト 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 佐々木 貴博 ４３２＋ ８ 〃 ハナ １２９．８
４５ マイネルガスティ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 えりも 上島牧場 ４５６＋ ４１：０１．５� １４．５�
６９ シルクイングレイヴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ２１：０１．６クビ ６２．０�
５８ クリノホウザン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４４６－ ４１：０１．８１ １９７．２�
７１２ ストレートアウェイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４９４－１２１：０２．０１� １９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，７０７，７００円 複勝： １３，６９５，９００円 枠連： ８，１７５，９００円

馬連： ２０，９９０，３００円 馬単： １８，５２６，３００円 ワイド： １１，２６５，３００円

３連複： ３６，３９０，５００円 ３連単： ６２，９１６，３００円 計： １８０，６６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ６７０円 枠 連（５－８） ２３０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，５５０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ４，７９０円 ３ 連 単 ��� １４，５２０円

票 数

単勝票数 計 ８７０７７ 的中 � ２４３９５（１番人気）
複勝票数 計 １３６９５９ 的中 � ３４１８６（２番人気）� ３４３９６（１番人気）� ３１１５（８番人気）
枠連票数 計 ８１７５９ 的中 （５－８） ２６６６６（１番人気）
馬連票数 計 ２０９９０３ 的中 �� ３７４１３（３番人気）
馬単票数 計 １８５２６３ 的中 �� １７５５２（２番人気）
ワイド票数 計 １１２６５３ 的中 �� １３３１８（３番人気）�� １６１７（１６番人気）�� １０７２（１８番人気）
３連複票数 計 ３６３９０５ 的中 ��� ５６１２（１５番人気）
３連単票数 計 ６２９１６３ 的中 ��� ３１９９（３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．６―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．０―３４．６―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップフライアー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟２着

２００９．５．１７生 牡３青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ ６戦１勝 賞金 １０，５５０，０００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 テイエムタイホー号・トウケイマネキネコ号

０２０１４ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２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

４８ � コスモアンノーン 牡３黒鹿５６ 酒井 学 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Westwind
Farms B４８８＋ ８１：４８．１ ２．３�

５９ トップバゴスター 牝３栗 ５４
５３ ☆松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６２± ０１：４８．３１� ６．６�

２３ � プリモスズカ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B４９８－１４１：４９．１５ ３０．６�
７１４� サウンドマンデュロ 牡３青鹿５６ C．デムーロ 増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd ４６４＋ ２ 〃 ハナ ４．０�
（伊）

３５ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０８－ ８１：４９．２クビ ５．５�

８１６ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９０－ ８１：４９．８３� １３．３�
３６ ジャングルホーム 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４８０＋１０１：５０．１２ ７６．５	
２４ ミキノウインク 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 坂本 智広 ４１４＋１２１：５０．３� １８６．１

８１５ オレハメジャー 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 優作北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 ４２８－ ４１：５０．４� １６．３�
４７ マジョリティシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 曾我 博 ４４２＋ ２１：５０．６１� ２９６．５
１２ サムライソード 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新冠 北星村田牧場 ４７４＋ ６１：５０．７� １４４．５�
５１０ スノービアンコ 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７８＋ ４１：５０．８� ５７．６�
６１２ アッパレオリュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ５００＋ ６１：５０．９� １８１．４�
１１ イ チ リ ヅ カ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮江川 伸夫氏 矢野 照正 浦河 昭和牧場 ４２４－ ６１：５１．２２ ２３９．５�
７１３ トーアタマテバコ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人高山ランド� 水野 貴広 豊浦トーア牧場 ４５０－ ６１：５１．８３� ３２８．２�
６１１ ラストツヨシ 牡３鹿 ５６ 田中 博康横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新冠 大林ファーム ４８６＋１２１：５３．０７ ２０９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，９１０，６００円 複勝： １７，９０５，９００円 枠連： ７，５４８，５００円

馬連： ２１，３３３，３００円 馬単： １６，８８３，１００円 ワイド： １１，０２５，３００円

３連複： ３１，５８８，７００円 ３連単： ５２，４２３，９００円 計： １６９，６１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ５４０円 枠 連（４－５） ６３０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ８９０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ４，３２０円 ３ 連 単 ��� １４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０９１０６ 的中 � ３８１６９（１番人気）
複勝票数 計 １７９０５９ 的中 � ５５０３８（１番人気）� ２７４４８（４番人気）� ５５２８（７番人気）
枠連票数 計 ７５４８５ 的中 （４－５） ８９７７（３番人気）
馬連票数 計 ２１３３３３ 的中 �� ２５８４８（２番人気）
馬単票数 計 １６８８３１ 的中 �� １２０８４（１番人気）
ワイド票数 計 １１０２５３ 的中 �� １２７５０（１番人気）�� ２８４１（１２番人気）�� １３０１（２０番人気）
３連複票数 計 ３１５８８７ 的中 ��� ５４０８（１２番人気）
３連単票数 計 ５２４２３９ 的中 ��� ２７４６（４０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．２―３０．３―４３．９―５７．０―１：１０．０―１：２２．８―１：３５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コスモアンノーン �
�
父 Birdstone �

�
母父 Allen’s Prospect デビュー ２０１１．１０．１６ 京都３着

２００９．３．７生 牡３黒鹿 母 Yes Dear 母母 Dear Janet ６戦１勝 賞金 １０，８５０，０００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） ３頭 クロコサイレンス号・ナイク号・メトロファルコン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回　小倉競馬　第２日



０２０１５ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第３競走 １，８００�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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４８ マイネルスパーブ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム ４５６－１０１：４９．２ ５．５�

３５ マイネルイグアス 牡３青鹿５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ４１：４９．４１� １８．３�

１２ エーシンスピカ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ６１：４９．５� ３．６�
１１ ショウナンカプリス 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２０－１０ 〃 クビ ４０．９�
５９ ハギノクィーン 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント ４３０± ０１：４９．８１� １１．９�
５１０ サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ５．０	
２３ アートオブライツ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６６＋ ８ 〃 アタマ ７１．０

７１４ コスモサリュビア 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ２１：４９．９クビ １０５．５�
７１３ グロースバンダム 牝３黒鹿５４ 荻野 琢真山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４４０－ ４１：５０．０� ５．６�
６１２ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４ 古川 吉洋大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１４＋ ２ 〃 クビ ２２．１
８１６ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４２２＋ ２１：５０．１� １７．２�
６１１ ハ ナ ゾ ノ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １２．６�
８１５ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５４ 田中 博康松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４２２－ ６１：５０．３１� ２３．６�
４７ クリノタイコウ 牡３鹿 ５６ 酒井 学栗本 博晴氏 日吉 正和 浦河 中村 雅明 ４６６－ ６１：５０．８３ ２１７．４�
３６ ヒシダニエル 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 飛渡牧場 ４０８＋１０１：５１．４３� ２４５．３�
２４ アルサメーネ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人門野 重雄氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４６６－ ８１：５２．４６ ４０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３２６，９００円 複勝： ２０，９９４，６００円 枠連： ９，２７５，４００円

馬連： ２４，６８６，６００円 馬単： １８，７４４，５００円 ワイド： １２，８６３，６００円

３連複： ３９，０６１，３００円 ３連単： ５６，４１７，６００円 計： １９４，３７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � ３７０円 � １６０円 枠 連（３－４） ４，８７０円

馬 連 �� ４，０４０円 馬 単 �� ５，５６０円

ワ イ ド �� １，４１０円 �� ６１０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ３５，７４０円

票 数

単勝票数 計 １２３２６９ 的中 � １７８２２（３番人気）
複勝票数 計 ２０９９４６ 的中 � ２１１６８（４番人気）� １２５２９（７番人気）� ４４４５４（１番人気）
枠連票数 計 ９２７５４ 的中 （３－４） １４０８（１９番人気）
馬連票数 計 ２４６８６６ 的中 �� ４５１９（１９番人気）
馬単票数 計 １８７４４５ 的中 �� ２４８９（２１番人気）
ワイド票数 計 １２８６３６ 的中 �� ２１９２（１８番人気）�� ５４８６（５番人気）�� ２３８５（１５番人気）
３連複票数 計 ３９０６１３ 的中 ��� ４４２８（２１番人気）
３連単票数 計 ５６４１７６ 的中 ��� １１６５（１０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．４―１２．６―１２．５―１２．２―１２．０―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．４―４９．０―１：０１．５―１：１３．７―１：２５．７―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルスパーブ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．１１．２０ 東京６着

２００９．２．５生 牡３鹿 母 マイネサンサン 母母 スプライトパッサー 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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハッピーユーゲント号・ホッコーゼニト号
（非抽選馬） ５頭 シゲルササグリ号・ディアエボニー号・ディアデラバンデラ号・ハクユウマンボ号・ワンダフルフェロー号

０２０１６ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第４競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００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 ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 村田 一誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４６．２ ３．９�

４８ � セニョリータ 牝４鹿 ５４ 中舘 英二水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５８± ０１：４６．３� ９．２�
４７ � レッドスピネル 牝５栗 ５５ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８８－ ７１：４７．３６ ２３．４�
６１２ プ リ ム ー ル 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：４７．４� １１．３�
６１１ シ ナ ル 牝４栗 ５４ 田中 博康加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４６８± ０１：４７．６１� ４．７�
７１４� スズカスコール 牝６栗 ５５ 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ２６．２�
１１ エアワンピース 牝４栗 ５４ C．デムーロ 	ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：４７．７� ３．９


（伊）

８１６� プ ル プ ル 牝６鹿 ５５
５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ６２．６�

３６ マイネマグノリア 牝４栗 ５４ 川島 信二 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋１６１：４７．９１� １２４．４�

５１０ フレンドリードレス 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン
牧場 ４１６＋ ８１：４８．０� １７２．２

７１３ エルメスグリーン 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人 	グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ５０６＋ ４１：４８．３１� １９．２�
５９ ネオイユドゥレーヌ 牝６黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：４８．４� ２２０．６�
８１５ バイブレイションズ 牝５鹿 ５５ 江田 照男�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６０－１２１：４８．５クビ １０３．２�
２４ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４９２＋１８１：４８．６� ７３．３�
３５ コスモラングデン 牝４芦 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５１０± ０１：４９．４５ ９．１�
２３ タガノパルムドール 牝５栗 ５５ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００＋１４１：５０．０３� ２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２３７，３００円 複勝： ２１，５０３，４００円 枠連： ９，９７０，６００円

馬連： ２４，４５９，１００円 馬単： １７，６１８，５００円 ワイド： １３，１２７，９００円

３連複： ３６，６３０，８００円 ３連単： ５６，０４６，９００円 計： １９２，５９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ７４０円 枠 連（１－４） ７８０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，７８０円 �� ３，０６０円

３ 連 複 ��� １４，５９０円 ３ 連 単 ��� ５７，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３２３７３ 的中 � ２７０１８（１番人気）
複勝票数 計 ２１５０３４ 的中 � ４９７８０（１番人気）� １７１７７（５番人気）� ５８１６（１０番人気）
枠連票数 計 ９９７０６ 的中 （１－４） ９４５４（２番人気）
馬連票数 計 ２４４５９１ 的中 �� １３５９０（４番人気）
馬単票数 計 １７６１８５ 的中 �� ５０９５（７番人気）
ワイド票数 計 １３１２７９ 的中 �� ６０８８（４番人気）�� １７６８（１９番人気）�� １０１０（３６番人気）
３連複票数 計 ３６６３０８ 的中 ��� １８５４（４９番人気）
３連単票数 計 ５６０４６９ 的中 ��� ７１５（１７１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―３０．２―４３．２―５５．８―１：０８．３―１：２０．９―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
３

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

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

ビーチパーティー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Boundary デビュー ２００９．１１．１４ 京都６着

２００７．４．２４生 牝５芦 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag ２１戦２勝 賞金 ２４，０４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アマゾニアン号
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤインディ号・インプレッシヴ号・ピノブラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０１７ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１５ アーベントロート 牝３黒鹿５４ C．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：０９．５ ３．０�
（伊）

８１６ エーティーオヤブン 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 ４７２ ― 〃 クビ ２５．６�

５９ シゲルシブガキ �３鹿 ５６ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 日高 瀬戸牧場 ４８２ ―１：０９．７１� １６７．９�
３６ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４４４ ― 〃 アタマ １４．８�
２４ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 ４４４ ―１：１０．１２� ６．７�
３５ ハイウインド 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮川 純造氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４０４ ― 〃 ハナ ３９．７�
１２ インプロージョン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介	アカデミー 加用 正 新ひだか フジワラフアーム ４３８ ―１：１０．３１� ３８．２

８１８ プルーフポジティブ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４８２ ―１：１０．５１ ２５１．４�
４８ ウインターストーム 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一上野 直樹氏 小野 次郎 浦河 木村牧場 ４８４ ― 〃 クビ ５７．７�
２３ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４８８ ― 〃 ハナ ３．７
７１３ グリーンヴォルト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：１０．７１� １２．８�
７１４ マスポンピドゥ 牝３栗 ５４ 村田 一誠上田 忠男氏 小野 次郎 新ひだか 中田 浩美 ４７２ ―１：１０．８� １１８．５�
５１０ エ ン ダ レ 牝３鹿 ５４ 酒井 学浜RC組合 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 ４６６ ―１：１０．９� ４１．１�
６１２ ルネッサンスブルー 牡３栗 ５６ 上村 洋行 	ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６４ ―１：１１．０� ９．８�
８１７ オースミムーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人	オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４５４ ―１：１１．２１� ２２．８�
６１１ ゴールドナデシコ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平鈴木 正一氏 鶴留 明雄 浦河 市川フアーム ４３４ ―１：１１．３� １３１．２�
４７ レディマーマレイド 牝３栗 ５４ 藤岡 康太谷水 雄三氏 村山 明 日高 シンコーファーム ４６０ ― 〃 クビ ２２．１�
１１ ギブアリーズン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋	ノースヒルズ 武田 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８ ―１：１１．５１� １３７．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，８０２，４００円 複勝： １６，９０１，４００円 枠連： １２，０５０，０００円

馬連： ２２，８３２，７００円 馬単： １７，７５５，８００円 ワイド： １１，９５２，３００円

３連複： ３３，５３０，４００円 ３連単： ４８，９２７，２００円 計： １７５，７５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ４７０円 � ２，８９０円 枠 連（７－８） １，０５０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ８，７３０円 �� ３５，８７０円

３ 連 複 ��� １７１，８５０円 ３ 連 単 ��� ５４７，１００円

票 数

単勝票数 計 １１８０２４ 的中 � ３１６７８（１番人気）
複勝票数 計 １６９０１４ 的中 � ４０６８４（１番人気）� ８１４５（７番人気）� １１４０（１５番人気）
枠連票数 計 １２０５００ 的中 （７－８） ８５１３（２番人気）
馬連票数 計 ２２８３２７ 的中 �� ６１０１（９番人気）
馬単票数 計 １７７５５８ 的中 �� ３５５６（１１番人気）
ワイド票数 計 １１９５２３ 的中 �� ２７０４（９番人気）�� ３３１（７８番人気）�� ８０（１３９番人気）
３連複票数 計 ３３５３０４ 的中 ��� １４４（３３５番人気）
３連単票数 計 ４８９２７２ 的中 ��� ６６（１２２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．５―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４５．８―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 ・（１６，１８）（１７，１２）９（４，８，１０，１５）５（２，３，６，１１）１３－（１，７，１４） ４ １６，１８（９，１７，１２）１５（８，１０）（４，６）（２，３）５，１３（１１，１４）１，７

勝馬の
紹 介

アーベントロート �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００９．３．２３生 牝３黒鹿 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※レディマーマレイド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０２０１８ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

８１３ トウカイブラスト 牡５黒鹿５７ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ５２２－ ６ ５８．７ ２０．１�

１１ スズカロジック 牡４栗 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４７６－ ６ ５８．８クビ ７．０�
４５ メリーチャン 牝４芦 ５４ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ ５９．２２� ９．３�
６１０ ジ ャ ベ リ ン 牡４栗 ５６

５５ ☆国分 優作石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３．９�
３４ � ベイビーローズ 牝６鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart
Traping Ltd ４７６＋ ６ ５９．３� ３５．３�

８１４ コーラルビュー 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４６２－ ４ 〃 アタマ ５．９�

４６ デイズオブメモリー 牡５芦 ５７
５６ ☆松山 弘平 	サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４４－ ２ ５９．５１� １４．５


７１２ チェリーソウマ 牡５栗 ５７ 松田 大作チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４９４－ ２ ５９．７１� ８３．３�
５８ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２－ ４ ５９．８クビ ８６．６
３３ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 宮崎 北斗中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 ５１６＋２２ ５９．９� １４９．７�
５７ パ シ ャ 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人	出口牧場 佐藤 全弘 日高 出口牧場 ４０２－ ４１：００．０クビ ３４．０�
７１１ ニシノショータイム 牡４鹿 ５６ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９６± ０１：００．１� ３．０�
６９ 	 ワ カ タ ケ 牝４鹿 ５４ 西田雄一郎	吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B４４４－ ２１：００．３１� ３３３．８�
２２ � フェアユース 牡４栗 ５６ 村田 一誠 	社台レースホース大和田 成 米 Shadai Farm ４９０－ ８１：００．６１� ２６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４９５，９００円 複勝： １９，３９７，７００円 枠連： ９，６０６，４００円

馬連： ２２，８６７，８００円 馬単： １８，７０６，９００円 ワイド： １２，５８８，２００円

３連複： ３５，７９６，４００円 ３連単： ６２，０６２，７００円 計： １９３，５２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ５４０円 � ２６０円 � ３００円 枠 連（１－８） １，７７０円

馬 連 �� ９，８２０円 馬 単 �� ２１，３４０円

ワ イ ド �� ３，０１０円 �� ３，０３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２１３，０４０円

票 数

単勝票数 計 １２４９５９ 的中 � ４９０３（７番人気）
複勝票数 計 １９３９７７ 的中 � ８５５５（７番人気）� ２２１０８（４番人気）� １７３５２（５番人気）
枠連票数 計 ９６０６４ 的中 （１－８） ４０２７（１０番人気）
馬連票数 計 ２２８６７８ 的中 �� １７２０（３０番人気）
馬単票数 計 １８７０６９ 的中 �� ６４７（６３番人気）
ワイド票数 計 １２５８８２ 的中 �� １００５（３３番人気）�� １００１（３４番人気）�� ３９５２（９番人気）
３連複票数 計 ３５７９６４ 的中 ��� １１３７（７１番人気）
３連単票数 計 ６２０６２７ 的中 ��� ２１５（５３６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．８―４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．２
３ ・（５，１１）－（１，１４）（２，１０）１３（４，６）１２－（３，８）（９，７） ４ ５，１１（１，１４）－（２，１０）（４，６，１３）－１２－（３，８）（９，７）

勝馬の
紹 介

トウカイブラスト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２０１０．６．２０ 阪神１０着

２００７．４．１３生 牡５黒鹿 母 トウカイマイルド 母母 トウカイセシール １０戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キングスウィープ号・ジャカランダテラス号・トレノソルーテ号
（非抽選馬） １頭 コスモセレクト号



０２０１９ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第７競走 １，７００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４８ テーオーケンジャ 牡５栗 ５７ 丸田 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１２－ ２１：４７．２ １３．７�

４７ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 川島 信二松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４７４－ ２１：４７．４１� ８．４�
２４ ファイアアロー 牡４黒鹿５６ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４５０－ ８ 〃 クビ ３．３�
２３ ハタノゼフィロス 牡４栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８４－ ２１：４７．６１� ８．１�
６１２ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４７８± ０１：４７．７� ７．８�
７１４ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ６１：４７．８クビ １７．３�
７１３ ケ イ バ ズ キ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５２＋ ８１：４８．１１� ２１．９	
１１ カネトシリープイン 牡４芦 ５６ 中舘 英二兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８± ０１：４８．３１� ６．９

３６ キングシャーロット 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介馬場 幸夫氏 栗田 徹 新ひだか 上村 清志 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ４２．１�
８１５ ラ グ ナ ロ ク �６黒鹿５７ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８６＋ ４ 〃 クビ ５８．６�
１２ � ゴールドサムソン 牡５青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５１４＋ ２１：４８．７２� ９０．９
５９ ヤマノトップラン 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 B４８６－ ８１：４８．９１ １６４．８�
６１１ ネオザスティング 牝４栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５０＋１８ 〃 ハナ ７５．６�
８１６ トーセンターボ 牡４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７６＋ ２１：４９．１１� ６２．４�
５１０ ノーザンソング 牝４鹿 ５４ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７２－ ４ 〃 アタマ １６６．３�
３５ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ C．デムーロ �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２８＋１０ （競走中止） ６．０�
（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５９７，０００円 複勝： ２１，７２９，６００円 枠連： ９，７０３，７００円

馬連： ２６，４９３，６００円 馬単： １９，８３９，４００円 ワイド： １４，０３４，８００円

３連複： ３９，６５０，５００円 ３連単： ６３，１１８，９００円 計： ２０９，１６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ３６０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（４－４） ５，５６０円

馬 連 �� ６，６１０円 馬 単 �� １０，２４０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� １，０５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ５０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １４５９７０ 的中 � ８４３８（７番人気）
複勝票数 計 ２１７２９６ 的中 � １２６３５（７番人気）� ２０６１２（５番人気）� ５６３０３（１番人気）
枠連票数 計 ９７０３７ 的中 （４－４） １２９０（２１番人気）
馬連票数 計 ２６４９３６ 的中 �� ２９６１（２３番人気）
馬単票数 計 １９８３９４ 的中 �� １４３０（３９番人気）
ワイド票数 計 １４０３４８ 的中 �� １７３４（２４番人気）�� ３２４６（１３番人気）�� ７３３０（３番人気）
３連複票数 計 ３９６５０５ 的中 ��� ４４７７（１６番人気）
３連単票数 計 ６３１１８９ 的中 ��� ９１５（１４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１２．２―１３．６―１２．９―１２．８―１２．４―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．２―４３．８―５６．７―１：０９．５―１：２１．９―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーケンジャ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．９．２７ 阪神１着

２００７．３．１９生 牡５栗 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン １４戦３勝 賞金 ２７，４８９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 セブンサミッツ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セブンサミッツ号は，平成２４年１月１６日から平成２４年２月５日まで出走停止。停止期間の満了後に

平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャインストーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０２０２０ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第８競走 １，２００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６１２ サカジロロイヤル 牡４黒鹿 ５６
５５ ☆国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 ５０４＋２０１：０７．５ １１．６�

７１３ ドリームヒーロー 牡５青鹿５７ 吉田 隼人田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４８＋ ２１：０８．１３� ４．１�

７１４ スギノブロッサム 牝５鹿 ５５
５４ ☆松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４２８－ ２１：０８．３１� １１．０�

５１０ アンフィルージュ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８４± ０ 〃 クビ ４．６�

３６ ポピュラーストック 牡４栗 ５６ 江田 照男 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋ ２１：０８．４クビ ６．２�

２３ トツゼンノハピネス 牝４栗 ５４ 中舘 英二小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ １６．６	
８１７ ダノンカスガ 牡５青鹿５７ C．デムーロ�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：０８．７２ ７．９


（伊）

７１５ ハンターワディ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １８．６�

４８ � ヘイハチプリンセス 牝６鹿 ５５
５２ ▲西村 太一伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４３２－ ８１：０８．８� ３７．２

８１８ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９８＋ ８ 〃 ハナ ４０．６�
４７ � ダッシュソング 牡４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４５６－１０１：０８．９� ２８６．８�
６１１ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 松田 大作�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４９０＋ ４１：０９．０クビ ２５．６�
８１６ スズカサクセス 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ５８．４�
３５ ハイフィールド 牝６鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２０－１６１：０９．１� ３１．６�
１１ マンダリンレイ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２６＋ ４１：０９．２� １０３．２�
１２ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６± ０ 〃 アタマ １９．３�
５９ キチロクアナン 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７４± ０１：０９．３� ３４７．５�
２４ ナリタブルースター 牝５青鹿５５ 村田 一誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７６－ ８１：１０．１５ ７０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，９９２，４００円 複勝： ２６，６９６，１００円 枠連： １５，４２７，１００円

馬連： ３３，３３１，９００円 馬単： ２２，３３１，９００円 ワイド： １６，７０７，１００円

３連複： ５０，３３８，６００円 ３連単： ８１，６５７，６００円 計： ２６１，４８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３６０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ９３０円

馬 連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ２，１４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ６，０９０円 ３ 連 単 ��� ３９，２１０円

票 数

単勝票数 計 １４９９２４ 的中 � １０２５４（６番人気）
複勝票数 計 ２６６９６１ 的中 � １７１９０（６番人気）� ４７４８１（１番人気）� ２１３５８（４番人気）
枠連票数 計 １５４２７１ 的中 （６－７） １２３３５（４番人気）
馬連票数 計 ３３３３１９ 的中 �� ９１９７（９番人気）
馬単票数 計 ２２３３１９ 的中 �� ２９１５（２０番人気）
ワイド票数 計 １６７０７１ 的中 �� ４５４２（６番人気）�� １８３５（２７番人気）�� ６５８６（３番人気）
３連複票数 計 ５０３３８６ 的中 ��� ６１０５（１２番人気）
３連単票数 計 ８１６５７６ 的中 ��� １５３７（７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．４―１１．３―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．０―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．９
３ ・（３，１２）４（６，１１）（１，１３）（２，１０）（８，１４，１７）（９，１８）－（７，１５）１６，５ ４ ・（３，１２）（６，１１，４，１３，１７）（１，２，１０，１４）（８，１８）９（１５，１６）７，５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サカジロロイヤル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 京都１６着

２００８．４．１０生 牡４黒鹿 母 ジ ャ ミ ー ラ 母母 ケ ロ メ ロ １０戦２勝 賞金 １６，６５０，０００円
〔発走状況〕 ナリタブルースター号は，枠内駐立不良〔坐る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ナリタブルースター号は，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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キルシュバウム号・ペプチドパラス号・マイネルメガロス号・マキハタピンナップ号・ライトグローリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０２１ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００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 サマーティアラ 牝４青鹿５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４４０－ ２１：４６．５ ４８．３�

６１２� エーシンテュポーン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm ４９０－ ２１：４６．７１� ６．６�

１２ � ホワイトジュエル 牝５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 ４４６± ０１：４６．８クビ ８６．１�
７１３ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５１４＋１２ 〃 アタマ ３１．１�
２４ � サダルメリク 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４７８＋ ２ 〃 ハナ ３．１�
４８ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５７ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３．３	
８１６� コイスキャーレ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆国分 優作浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 秀紀 ５４６－ ２１：４６．９� １４．３

７１４ スリーアルテミス 牝４鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４６０± ０１：４７．０クビ １３．９�
６１１ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０６－ ２１：４７．２１ ３１．８�
８１５ トーセンヤッテキタ 牡５栗 ５７ 大野 拓弥島川 哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２０－ ６ 〃 クビ １８．４�
３６ セトノハリケーン 牡４鹿 ５６

５３ ▲水口 優也難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０６± ０１：４７．３� ２６．４�
２３ カネスアドラシオン 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ５３．２�
１１ マ ン マ ル コ 牝４栗 ５４ 西田雄一郎清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５２± ０１：４７．６２ １１８．５�
４７ � コパノハリケーン 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９８＋ ８ 〃 ハナ １２．０�
３５ スターサイクル 牡６鹿 ５７ 村田 一誠星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８６＋ ４１：４７．９１� １３３．７�
５１０ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４６８－ ２１：４８．６４ ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３６４，２００円 複勝： ２４，７２５，８００円 枠連： １３，７８２，６００円

馬連： ３７，９８６，７００円 馬単： ２７，２３１，５００円 ワイド： １８，０２５，６００円

３連複： ５４，８２５，４００円 ３連単： ９８，７５５，０００円 計： ２９１，６９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８３０円 複 勝 � １，３３０円 � ２５０円 � １，５８０円 枠 連（５－６） ４，８２０円

馬 連 �� ２６，８１０円 馬 単 �� ５４，９１０円

ワ イ ド �� ５，２９０円 �� １９，１６０円 �� ５，４８０円

３ 連 複 ��� ２９７，５１０円 ３ 連 単 ��� ３，１６８，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６３６４２ 的中 � ２６７２（１２番人気）
複勝票数 計 ２４７２５８ 的中 � ４３８０（１３番人気）� ３２９６２（３番人気）� ３６４６（１４番人気）
枠連票数 計 １３７８２６ 的中 （５－６） ２１１３（１６番人気）
馬連票数 計 ３７９８６７ 的中 �� １０４６（６１番人気）
馬単票数 計 ２７２３１５ 的中 �� ３６６（１２４番人気）
ワイド票数 計 １８０２５６ 的中 �� ８４２（４９番人気）�� ２３０（１０４番人気）�� ８１２（５１番人気）
３連複票数 計 ５４８２５４ 的中 ��� １３６（３６４番人気）
３連単票数 計 ９８７５５０ 的中 ��� ２３（２７１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．１―４３．４―５６．１―１：０８．４―１：２１．１―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サマーティアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．２５ 中山５着

２００８．４．８生 牝４青鹿 母 キョウワノメガミ 母母 ショウリノメガミ ７戦２勝 賞金 １５，２００，０００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。
（非当選馬） １頭 メイショウリバー号

０２０２２ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第１０競走 ��２，６００�
よ ぶ こ

呼 子 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，０８５，０００
１，０８５，０００

円
円

付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

７１４ マルブツマスター 牡４栗 ５６ 宮崎 北斗大澤 素子氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５００± ０２：４０．１ ２．５�

１２ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６８＋１６ 〃 アタマ ５．２�
６１１ メイショウスピード 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５０＋ ４２：４０．２� ９．９�
２３ ウインシュールマン 牡６青 ５７ C．デムーロ�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４３４－ ６２：４０．５２ １０．２�

（伊）

２４ タキオンコウショウ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６２± ０ 〃 同着 １４４．５	
８１６ ロックンロール 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ５３６± ０２：４０．９２� ６．０

７１３ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 丹内 祐次栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０－ ４ 〃 ハナ １７２．９�
１１ トウシンヤマト 牡４黒鹿５６ 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０ 〃 クビ １１．８�
４７ トーセンマルゴー 牡６鹿 ５７ 松山 弘平島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２－ ６２：４１．２１� １１２．９
８１５ ファーマペニー 牝４鹿 ５４ 柴山 雄一中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４１４－ ８２：４１．３クビ ２２．７�
５１０ ダイコウヒョウ 牡４鹿 ５６ 江田 照男小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６４± ０２：４１．４� ２３．６�
６１２ クリールタイラント 牡４黒鹿５６ 大野 拓弥横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ４２：４１．６１ ６６．６�
３６ タガノエテルネル �４鹿 ５６ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８８－ ２２：４２．２３� １６．６�
４８ ベ イ ル リ 牝６鹿 ５５ 黛 弘人西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４７２± ０２：４２．３� １０１．４�
３５ � セイカペガサス 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６４－ ４２：４２．８３ ９２．３�
５９ ロックフルマーク 牡５黒鹿５７ 田中 博康小原 巖氏 大和田 成 新冠 飛渡牧場 ４２４－ ８２：４４．３９ １０２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４２４，１００円 複勝： ２６，７６１，５００円 枠連： １９，４８６，７００円

馬連： ４５，３２８，９００円 馬単： ３２，４１６，０００円 ワイド： ２０，４０６，６００円

３連複： ６４，５７９，２００円 ３連単： １２０，７２２，５００円 計： ３４８，１２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ３００円 枠 連（１－７） ５７０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ５２０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ８，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８４２４１ 的中 � ５９３１４（１番人気）
複勝票数 計 ２６７６１５ 的中 � ８６９６３（１番人気）� ３５１１２（２番人気）� １６２５４（６番人気）
枠連票数 計 １９４８６７ 的中 （１－７） ２５２９３（２番人気）
馬連票数 計 ４５３２８９ 的中 �� ４６１５９（１番人気）
馬単票数 計 ３２４１６０ 的中 �� １８９７７（２番人気）
ワイド票数 計 ２０４０６６ 的中 �� １８１３６（２番人気）�� ９５０６（４番人気）�� ４１６８（１４番人気）
３連複票数 計 ６４５７９２ 的中 ��� ２１０１５（５番人気）
３連単票数 計１２０７２２５ 的中 ��� １１０１８（８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．５―１２．７―１３．０―１３．２―１３．５―１２．４―１１．５―１１．６―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．５―３７．０―４９．７―１：０２．７―１：１５．９―１：２９．４―１：４１．８―１：５３．３―２：０４．９―２：１６．４―２：２８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルブツマスター �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．１１．２７ 京都２着

２００８．４．１０生 牡４栗 母 ウェイクアンドテイク 母母 Rivala １４戦１勝 賞金 ２６，２３４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０２３ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第１１競走 ��１，７００�
も じ

門司ステークス
発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下，２３．１．１５以降２４．１．９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 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 ２，３００，０００円 １，５６０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

２３ トミケンヒーロー 牡４鹿 ５５ 村田 一誠冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５２２＋ ２１：４４．１ ３．０�

４８ サンライズモール 牡５栗 ５８ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B４９０＋１６１：４４．２� １３．０�
５９ � オーシャンカレント 牡６鹿 ５５ 荻野 琢真吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２１：４４．４１� ７１．６�
３５ エーシンビートロン 牡６黒鹿５７ 酒井 学�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ３．５�
３６ トウショウクエスト 牡７栗 ５５ 松山 弘平トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５０± ０１：４４．６１� ７４．３�
５１０ カ ス ガ 牝６鹿 ５２ 高倉 稜高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５２－ ６１：４４．７クビ ２１．９�
８１６ アイファーソング 牡４青鹿５５ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４７６＋１２ 〃 クビ ２３．６	
１１ サンヴァンサン 牝５栗 ５２ 国分 優作万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ２１：４４．９１� ２８．４

６１１ ダノンハラショー 牡５栗 ５５ 鮫島 良太�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ５５．３�
１２ タガノジンガロ 牡５鹿 ５８．５ 藤岡 佑介八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０２－ ２１：４５．２１� ６．６�
２４ ハードシーキング 牡８鹿 ５２ 丸田 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B５００＋ ６１：４５．３� ７６．６
７１４ ジョーメテオ 牡６鹿 ５５ 吉田 隼人上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５１４＋ ２ 〃 アタマ ９．５�
６１２ メイショウイッキ 牡７鹿 ５１ 宮崎 北斗松本 好�氏 高橋 隆 浦河 浦河日成牧場 ４７２± ０１：４５．４クビ ６９．５�
７１３ パーフェクトラン 牡９鹿 ５０ 野元 昭嘉下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ５１６＋ ２１：４５．５� １８４．９�
８１５ ワーズワース 牡６鹿 ５４ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４８８－ ４１：４６．２４ ３２．８�
４７ ピ ュ ー タ ー 牡５芦 ５８ C．デムーロ 細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：４７．５８ １３．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４１９，５００円 複勝： ４９，７１９，５００円 枠連： ３６，４０６，０００円

馬連： １４２，８２３，８００円 馬単： ８２，０９７，３００円 ワイド： ４９，５０１，８００円

３連複： ２０６，４５９，３００円 ３連単： ３８８，３５６，０００円 計： ９９０，７８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � １，４２０円 枠 連（２－４） ９４０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ３，２５０円 �� １１，３８０円

３ 連 複 ��� ３５，７００円 ３ 連 単 ��� １１１，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３５４１９５ 的中 � ９３９７３（１番人気）
複勝票数 計 ４９７１９５ 的中 � １２８５７０（１番人気）� ３４２６９（５番人気）� ６６１８（１５番人気）
枠連票数 計 ３６４０６０ 的中 （２－４） ２８５９５（３番人気）
馬連票数 計１４２８２３８ 的中 �� ６７１７８（４番人気）
馬単票数 計 ８２０９７３ 的中 �� ２５６７７（５番人気）
ワイド票数 計 ４９５０１８ 的中 �� １９０４９（５番人気）�� ３６６０（３８番人気）�� １０２６（８１番人気）
３連複票数 計２０６４５９３ 的中 ��� ４２６９（１０１番人気）
３連単票数 計３８８３５６０ 的中 ��� ２５６７（３２６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．８―４２．５―５４．８―１：０６．８―１：１９．０―１：３１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トミケンヒーロー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１．２３ 京都１着

２００８．５．４生 牡４鹿 母 メ モ リ ヒ メ 母母 ミルメモリーズ ７戦４勝 賞金 ５１，０６３，０００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） ３頭 コウジンアルス号・スエズ号・ダートムーア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０２０２４ １月１５日 曇 良 （２４小倉１）第２日 第１２競走 ２，０００�
だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
賞 品

本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

７９ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５５ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８＋ ２１：５９．２ ８．５�

１１ サンレガーロ 牝４鹿 ５４ 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２０－ ６１：５９．４１� ７．７�
５５ マイネジャンヌ 牝４鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ２１：５９．５� ３．３�
４４ リトルダーリン 牝４黒鹿５４ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１０－１２ 〃 クビ ３．６�
（伊）

７１０ ハイタッチクイーン 牝５栗 ５５ 川須 栄彦星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４５０± ０１：５９．６クビ １５．１�
２２ アフォリズム 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４０－ ６１：５９．７� ２２．２	
８１１ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５４ 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ６．７

６７ タガノエベンヌ 牝４黒鹿５４ 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４＋ ５１：５９．９１� ５９．５�
６８ メジロジェニファー 牝５黒鹿５５ 村田 一誠岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ５０４－１０ 〃 アタマ １３．３�
３３ ホワイトアルバム 牝４芦 ５４ 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９２－２０２：００．２１� ５５．３
５６ オカゲサマデ 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４６４－ ８２：００．６２� １３９．４�
８１２ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５４ 柴山 雄一�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４８２－ ４２：０１．５５ ２０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，２２７，６００円 複勝： ３９，８８７，８００円 枠連： ２１，０３４，４００円

馬連： ７６，６８４，３００円 馬単： ４９，５８２，８００円 ワイド： ２９，６２６，１００円

３連複： １００，１１２，４００円 ３連単： ２１２，７１４，９００円 計： ５５７，８７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １４０円 枠 連（１－７） ２，２５０円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ４００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ２２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２８２２７６ 的中 � ２６３５０（５番人気）
複勝票数 計 ３９８８７８ 的中 � ４９２５９（４番人気）� ５０４５４（３番人気）� ８８７５３（１番人気）
枠連票数 計 ２１０３４４ 的中 （１－７） ６９０４（１２番人気）
馬連票数 計 ７６６８４３ 的中 �� ２０５１８（１１番人気）
馬単票数 計 ４９５８２８ 的中 �� ６９１９（２５番人気）
ワイド票数 計 ２９６２６１ 的中 �� ９６１１（９番人気）�� １９０５３（２番人気）�� １６９７３（３番人気）
３連複票数 計１００１１２４ 的中 ��� ２６７９５（５番人気）
３連単票数 計２１２７１４９ 的中 ��� ６９３８（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３５．０―４７．９―１：００．５―１：１２．４―１：２３．９―１：３５．５―１：４７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メルヴェイユドール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉２着

２００７．１．２９生 牝５黒鹿 母 ゴールデンサッシュ 母母 ダイナサツシユ ２４戦３勝 賞金 ４７，５２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 マイネジャンヌ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進路影

響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（２４小倉１）第２日 １月１５日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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

１７３，９９０，０００円
２，０８０，０００円
５，５３０，０００円
１，４２０，０００円
１５，８５０，０００円
６１，４８０，５００円
４，８８８，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
１９７，５０５，６００円
２９９，９１９，２００円
１７２，４６７，３００円
４９９，８１９，０００円
３４１，７３４，０００円
２２１，１２４，６００円
７２８，９６３，５００円
１，３０４，１１９，５００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 ３，７６５，６５２，７００円

総入場人員 ７，７０３名 （有料入場人員 ７，１２０名）




