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０２０４９ １月２８日 曇 稍重 （２４小倉１）第５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

３３ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４３０± ０ ５９．４ ３．４�

２２ パープルタイガー 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 ４７８＋１４ ５９．６１� ９．７�

４４ カップナイト 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲西村 太一名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ５３６ ― ５９．８１� １６．９�

８１０ ローブリッター 牝３栗 ５４
５１ ▲菅原 隆一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－ ６１：００．１１� ５３．３�

１１ アストゥリアス 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４０６－ ４１：００．５２� ９９．７�

５５ 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 ４４８－ ４１：００．８２ ５０．４	
６６ 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 ４４６－１０１：０１．０１ ８．４

７７ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４４６± ０１：０１．２１� ３５．９�
８９ クールキャメロン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 様似 ホウセイ牧場 ４２２－１０ 〃 クビ ２．３�
７８ 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 ４６２－ ２１：０１．４１� ６．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ７，７８９，５００円 複勝： １３，３１０，５００円 枠連： ３，９５１，６００円

馬連： １５，７３５，６００円 馬単： １５，２７６，０００円 ワイド： ８，２７７，２００円

３連複： ２３，７７１，０００円 ３連単： ４７，８１５，３００円 計： １３５，９２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ４３０円 枠 連（２－３） １，６７０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ７６０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ６，３２０円 ３ 連 単 ��� ２６，７００円

票 数

単勝票数 計 ７７８９５ 的中 � １８５６７（２番人気）
複勝票数 計 １３３１０５ 的中 � ３９５９３（１番人気）� ９５５９（５番人気）� ６１６４（６番人気）
枠連票数 計 ３９５１６ 的中 （２－３） １７４９（７番人気）
馬連票数 計 １５７３５６ 的中 �� ６７６２（７番人気）
馬単票数 計 １５２７６０ 的中 �� ４０４６（１２番人気）
ワイド票数 計 ８２７７２ 的中 �� ４７２０（６番人気）�� ２７０６（１０番人気）�� ８９８（２４番人気）
３連複票数 計 ２３７７１０ 的中 ��� ２７７６（２１番人気）
３連単票数 計 ４７８１５３ 的中 ��� １３２２（８８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．３
３ ２，３，９（４，１０）６（５，７）（１，８） ４ ２，３－（４，９）１０（５，６）（１，７）－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ タ ル フ ァ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１１．６．２５ 中山６着

２００９．２．２６生 牝３鹿 母 ミ ズ ホ 母母 オ ッ ト ム １０戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円

０２０５０ １月２８日 曇 稍重 （２４小倉１）第５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

６８ � ワイドクロス 牡３栃栗 ５６
５５ ☆松山 弘平幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ４９２－ ４１：４６．５ ２．７�

６７ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７８± ０ 〃 クビ ５．７�
２２ � アシュヴィン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４４６－１０１：４６．８２ ５．８�
１１ � 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 B５００＋ ２１：４６．９クビ ９．０�
４４ ウノギムレット 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４９６－ ８１：４７．０� ８．４�
８１１ テイエムチャンス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６６－ ２１：４７．６３� ５．１�
８１２ ザ ソ ル ト 牡３栗 ５６ 川島 信二村上 稔氏 小原伊佐美 新冠 中本 隆志 ４５８－ ２１：４７．７� ６１．７�
７９ ゴ メ ン 牡３鹿 ５６ 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４６＋ ２１：４７．８クビ １７．５	
７１０ ポケットピース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 ４５０＋ ２１：４８．５４ ６４．９

５５ オースミファイア 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬�オースミ 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ２１：４８．７１� １４９．７�
３３ コスモマタン 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 田中 剛 新冠 田上 光征 ５１６± ０１：４８．９１� １０２．４�
５６ シゲルガマズミ 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 高岸 順一 ５４２＋ ６１：５０．０７ ２２７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９，４１９，４００円 複勝： １７，６６６，３００円 枠連： ６，１６０，９００円

馬連： １７，８８１，３００円 馬単： １４，１２３，９００円 ワイド： ９，３３１，２００円

３連複： ２６，０２８，４００円 ３連単： ４３，９９４，３００円 計： １４４，６０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（６－６） ８１０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ９４１９４ 的中 � ２８２４１（１番人気）
複勝票数 計 １７６６６３ 的中 � ４４０４５（１番人気）� ２１８９３（５番人気）� ２３６７４（３番人気）
枠連票数 計 ６１６０９ 的中 （６－６） ５６４１（３番人気）
馬連票数 計 １７８８１３ 的中 �� １６８７２（２番人気）
馬単票数 計 １４１２３９ 的中 �� ８３７４（１番人気）
ワイド票数 計 ９３３１２ 的中 �� ８２５６（１番人気）�� ７８８３（２番人気）�� ４５６１（５番人気）
３連複票数 計 ２６０２８４ 的中 ��� １５９８１（２番人気）
３連単票数 計 ４３９９４３ 的中 ��� ５９７９（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．９―４３．３―５６．２―１：０８．７―１：２１．０―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ワイドクロス �
�
父 Stephen Got Even �

�
母父 Paris House デビュー ２０１１．１１．１３ 京都１６着

２００９．２．９生 牡３栃栗 母 Southern House 母母 My Southern Love ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 シゲルガマズミ号の騎手菅原隆一は，３コーナーから４コーナーにかけての御法（内柵に接触した）について戒告。

第１回 小倉競馬 第５日



０２０５１ １月２８日 曇 良 （２４小倉１）第５日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１６ カルナヴァレ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４４２＋ ８１：０９．２ １４．１�

８１７ ヨドノグレイス 牝３鹿 ５４ 北村 友一海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４２６－ ６１：０９．３� １３．２�
８１５ イントゥザストーム 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ３９８＋ ２１：０９．４� ４．０�
６１１ コスモティアラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４５２＋ ２１：０９．５� ５．０�
６１２ イ ツ ノ ヒ カ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４７６－ ６１：０９．８１� １５．２�
４７ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４８－ ２ 〃 ハナ １５．２	
４８ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 川島 信二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２６＋ ４１：０９．９� ２９．２

２４ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４７８＋１２ 〃 クビ ３８．３�
１２ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５０－ ４１：１０．１１ ５．６�
５１０ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４１２－１４ 〃 ハナ ７９．４
３６ マイネマキアージュ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４２４± ０ 〃 クビ ７．５�
７１３ カ リ ズ マ 牝３鹿 ５４ C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ４１：１０．２� ９．２�
（伊）

５９ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４４４＋ ４１：１０．５１� １３１．７�
１１ トーホウサリー 牝３黒鹿５４ 江田 照男東豊物産� 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 ４５２－ ２１：１０．６� ５１．０�
３５ アカデミーダンサー 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 B４７６－ ２ 〃 アタマ ２８５．９�
２３ エスケイティアラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４３６－ ６１：１１．２３� ３３４．２�
７１４ ラブシャーク 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４３２＋ ２１：１１．３� ２９８．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０，５５７，７００円 複勝： ２０，８３３，６００円 枠連： ９，４８９，６００円

馬連： ２２，７７１，９００円 馬単： １４，７０１，１００円 ワイド： １１，７２９，４００円

３連複： ３３，４５１，３００円 ３連単： ４９，３８２，５００円 計： １７２，９１７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４８０円 � ４６０円 � １５０円 枠 連（８－８） ８３０円

馬 連 �� ６，６７０円 馬 単 �� １２，１８０円

ワ イ ド �� ２，０９０円 �� １，１８０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ６，０００円 ３ 連 単 ��� ４０，１００円

票 数

単勝票数 計 １０５５７７ 的中 � ５９１７（７番人気）
複勝票数 計 ２０８３３６ 的中 � ９４１７（９番人気）� ９８０４（８番人気）� ４９７６８（１番人気）
枠連票数 計 ９４８９６ 的中 （８－８） ８４８８（４番人気）
馬連票数 計 ２２７７１９ 的中 �� ２５２０（２８番人気）
馬単票数 計 １４７０１１ 的中 �� ８９１（５３番人気）
ワイド票数 計 １１７２９４ 的中 �� １３５１（３０番人気）�� ２４６９（１２番人気）�� ２８１６（９番人気）
３連複票数 計 ３３４５１３ 的中 ��� ４１２１（１７番人気）
３連単票数 計 ４９３８２５ 的中 ��� ９０９（１０６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．６―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．２―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．６
３ １３（１１，１６）（７，８）（９，１２）（２，６，１７）（４，１５）－１４－（３，５）（１，１０） ４ １３（１１，１６）（７，１２）（８，９，１７）（２，１５）６，４，１４－１０，５，１，３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カルナヴァレ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイヤモンドショール デビュー ２０１１．７．２ 函館２着

２００９．４．３０生 牝３鹿 母 プットオンジュエル 母母 アーリアンレデイ ７戦１勝 賞金 １２，８５０，０００円
※エスケイティアラ号は，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。

０２０５２ １月２８日 曇 良 （２４小倉１）第５日 第４競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

７１４ シルクキングリー 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ６２：０４．０ １．４�
（伊）

８１５ ギリサントポケサン 牡３鹿 ５６ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８± ０２：０４．６３� １０．７�
８１６ シゲルササグリ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８８＋ ８ 〃 ハナ １６．１�
３５ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４７０± ０２：０４．７� １７．４�
３６ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６４－ ４２：０５．０１� ３１．７�
７１３ ロードバッカス 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４６０± ０ 〃 アタマ １４．５�
４８ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 B４９０－１０２：０５．２１ １０．９	
２３ ユ ウ ウ イ ン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二�アイテツ 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８０－ ８２：０５．３� １５５．５

５１０ マイネルバルドル 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５１４－ ６２：０５．４� ２６．２�
６１１ ロードアーク 牡３栗 ５６ 鮫島 良太 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 日高 中川 浩典 ４８８－ ８ 〃 クビ ２２３．９�
６１２ 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 ４０６－ ２２：０５．５クビ ３６２．５
１２ カネトシロバスト 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４０６－１８２：０５．６� ２０６．９�
５９ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ８１．４�
４７ ナンゴクユニバース 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 ４４２－ ６２：０５．７クビ ４７．０�
２４ ホ ク レ ア 牡３栗 ５６ 吉田 隼人古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４６４－ ４２：０５．９１� ３５．６�
１１ ダイヤモンターニャ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎森山 進氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４２８＋ ４２：０６．０� ４１３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８５６，６００円 複勝： ５０，３８２，２００円 枠連： ８，７６６，４００円

馬連： ２３，２５６，２００円 馬単： ２１，８００，７００円 ワイド： １２，５５６，３００円

３連複： ３２，６３１，５００円 ３連単： ６３，６００，８００円 計： ２２７，８５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（７－８） ３２０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ４３０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １４８５６６ 的中 � ８６７３５（１番人気）
複勝票数 計 ５０３８２２ 的中 � ３５０２７３（１番人気）� ２７６１０（３番人気）� １８６１９（６番人気）
枠連票数 計 ８７６６４ 的中 （７－８） ２０６５９（１番人気）
馬連票数 計 ２３２５６２ 的中 �� ２９１２２（１番人気）
馬単票数 計 ２１８００７ 的中 �� ２２５７９（１番人気）
ワイド票数 計 １２５５６３ 的中 �� １２６５６（１番人気）�� ７２１９（５番人気）�� ２２２０（１５番人気）
３連複票数 計 ３２６３１５ 的中 ��� １２２００（４番人気）
３連単票数 計 ６３６００８ 的中 ��� １０２２９（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１３．０―１３．７―１３．２―１２．９―１２．１―１１．５―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．８―５１．５―１：０４．７―１：１７．６―１：２９．７―１：４１．２―１：５２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

シルクキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．１１．６ 京都５着

２００９．３．１生 牡３鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star ５戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
※ロードアーク号は，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。



０２０５３ １月２８日 曇 良 （２４小倉１）第５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

６１１ フジドリーム 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４２４ ―１：１０．３ ４１．３�

８１６ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 川島 信二横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７２ ― 〃 アタマ ２３．４�
８１５ トウカイセレッソ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４２４ ―１：１０．６１� ９．６�
１２ チェリーナイツピサ 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 優作市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：１０．７� １４．０�
２４ エーシンクアトロ 牡３鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 浦河 高村牧場 ４８０ ― 〃 クビ ３．１�
３５ ヒ ナ コ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介北所 直人氏 目野 哲也 新冠 小泉牧場 ４５２ ―１：１０．８クビ ４６．８�
２３ グランブルー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２ ―１：１０．９� ３６．４	
４８ サンマルリバティ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ５１８ ― 〃 クビ １１６．８

４７ サウレクィーン 牝３栗 ５４ 黛 弘人玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４４６ ―１：１１．０クビ ３０２．３�
６１２ ラ メ ー ル 牝３栗 ５４ 松田 大作川越 敏樹氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４４８ ―１：１１．１� ６７．３�
７１４ イエローナイフ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８ ― 〃 クビ ２．４
７１３ ビバドルドナ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 春雄 ４１６ ―１：１１．２� ７．６�
３６ スズカバビロン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４４４ ―１：１１．３� ３７．７�
８１７ スランジバール 牡３鹿 ５６ 江田 照男�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８０ ― 〃 アタマ １４８．５�
５１０ ローレルハイウェイ 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �ローレルレーシング 松永 幹夫 新冠 高瀬牧場 ４２８ ―１：１１．５１� １１８．５�
５９ アドマイヤシスター 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 ４０２ ―１：１１．６� ８２．９�
１１ パレスフクヒメ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平坂本 肇氏 佐山 優 新冠 安達 洋生 ４３０ ―１：１２．１３ ７０．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２，８１１，３００円 複勝： １５，０４６，４００円 枠連： ８，６４４，７００円

馬連： ２１，４０２，２００円 馬単： １５，７０１，９００円 ワイド： １０，７９５，１００円

３連複： ２７，３４３，８００円 ３連単： ４６，３２７，４００円 計： １５８，０７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１３０円 複 勝 � ８５０円 � ５３０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ４，４２０円

馬 連 �� ２２，１６０円 馬 単 �� ４５，６３０円

ワ イ ド �� ５，５１０円 �� ３，３６０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ５７，１７０円 ３ 連 単 ��� ４７４，８６０円

票 数

単勝票数 計 １２８１１３ 的中 � ２４５０（９番人気）
複勝票数 計 １５０４６４ 的中 � ４３１０（１０番人気）� ７４５４（６番人気）� １３１３６（５番人気）
枠連票数 計 ８６４４７ 的中 （６－８） １４４５（１４番人気）
馬連票数 計 ２１４０２２ 的中 �� ７１３（４８番人気）
馬単票数 計 １５７０１９ 的中 �� ２５４（９５番人気）
ワイド票数 計 １０７９５１ 的中 �� ４７７（４７番人気）�� ７８９（３０番人気）�� １３５１（２２番人気）
３連複票数 計 ２７３４３８ 的中 ��� ３５３（１２８番人気）
３連単票数 計 ４６３２７４ 的中 ��� ７２（９０１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．９―１２．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．４―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．９
３ ・（８，１４，１６，１７）４（６，１１）（３，２，９）（７，１２）１３，１－（５，１５）１０ ４ ８（１４，１６，１７）４（２，６，１１）３（７，１２，９）１３（５，１５）－（１，１０）

勝馬の
紹 介

フジドリーム �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００９．２．２６生 牝３鹿 母 コスモハイクラス 母母 チェリールーラー １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円

０２０５４ １月２８日 曇 稍重 （２４小倉１）第５日 第６競走 ２，４００�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

２：３０．１
２：２８．６

不良

不良

５５ メイショウイッシン 牡４黒鹿 ５６
５５ ☆国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５１０－１２２：３１．９ ６．８�

３３ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５７
５４ ▲西村 太一渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４５８－１２２：３２．１１� ２５．２�

８１０ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５７ C．デムーロ 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４４８± ０ 〃 クビ ３．３�
（伊）

６７ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 北村 友一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５３４± ０２：３２．２� １７．９�
８１１ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５６ 太宰 啓介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６－ ４２：３２．３� １３．６�
２２ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７２－ ４２：３２．６１� ７．４	
４４ セントヴァリー 牡４鹿 ５６ 伊藤 工真加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４５４－ ４２：３３．４５ １６０．２

１１ ジャストザシーズン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８０－ ６２：３３．６１� ２．４�
６６ タガノアルザン 牡４栗 ５６ 川島 信二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４８６± ０２：３５．２１０ ６２．３�
７８ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３２＋ ２２：３５．３� ５６．２
７９ 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 ４５４＋ ２２：３５．４� ２２．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，６０３，９００円 複勝： １６，９１２，１００円 枠連： ７，０１３，８００円

馬連： ２０，２６７，８００円 馬単： １７，１２３，４００円 ワイド： １０，７６６，５００円

３連複： ２８，８１２，５００円 ３連単： ５５，５８４，８００円 計： １６９，０８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２６０円 � ４５０円 � １５０円 枠 連（３－５） ６，６７０円

馬 連 �� ９，０４０円 馬 単 �� １６，０００円

ワ イ ド �� ２，５００円 �� ５５０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ９，６８０円 ３ 連 単 ��� ８６，５５０円

票 数

単勝票数 計 １２６０３９ 的中 � １４６６６（３番人気）
複勝票数 計 １６９１２１ 的中 � １５８３７（４番人気）� ７７３０（８番人気）� ４０１１７（２番人気）
枠連票数 計 ７０１３８ 的中 （３－５） ７７７（２０番人気）
馬連票数 計 ２０２６７８ 的中 �� １６５５（２６番人気）
馬単票数 計 １７１２３４ 的中 �� ７９０（４９番人気）
ワイド票数 計 １０７６６５ 的中 �� １００８（２７番人気）�� ５１６４（５番人気）�� ２３５９（１６番人気）
３連複票数 計 ２８８１２５ 的中 ��� ２１９８（３２番人気）
３連単票数 計 ５５５８４８ 的中 ��� ４７４（２４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．２―３８．１―５１．０―１：０３．６―１：１６．５―１：３０．２―１：４３．０―１：５５．４―２：０７．５―２：１９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
�
５－７（２，６，８）１１，１０（３，９）－１＝４
５－（２，７）（３，１１，６，１０）８（４，１，９）

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

勝馬の
紹 介

メイショウイッシン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．１３ 京都９着

２００８．２．２７生 牡４黒鹿 母 ペレブラッサム 母母 サークルシヨウワ １４戦２勝 賞金 １６，８４０，０００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。



０２０５５ １月２８日 曇 稍重 （２４小倉１）第５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）

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

６７ � 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 ４５４－ ４１：４４．４ ２．２�

７９ クリスティロマンス 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６２－１４１：４５．０３� ２．９�
１１ メジロマリシテン 牝４鹿 ５４ 川島 信二岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０－ ９ 〃 アタマ ２９．１�
５５ グジョウハチマン 牝４鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７２＋ ２１：４５．２１� １０．８�
８１０ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６２－ ８１：４５．３� ２９．９�
８１１� タガノシンシア 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 浦河 大北牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ １４．１�
２２ ネオイユドゥレーヌ 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８２－ ２ 〃 ハナ １４１．４	
６６ � 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± ０１：４５．６１� １２．４

４４ 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 ４１２－ ４１：４５．７� １７３．７�
７８ ミ リ ア ム 牝６芦 ５５ 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４２６－１６１：４５．８� ２７．５�
３３ � 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 ４９０＋ ２１：４７．１８ １１．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，７１７，２００円 複勝： １７，５６４，１００円 枠連： ７，６３６，０００円

馬連： ２２，５１９，５００円 馬単： １９，００３，６００円 ワイド： １１，８３９，４００円

３連複： ３２，０１３，１００円 ３連単： ６４，９０９，６００円 計： １８８，２０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ２５０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １，０４０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� ９，７７０円

票 数

単勝票数 計 １２７１７２ 的中 � ４６３０６（１番人気）
複勝票数 計 １７５６４１ 的中 � ５７３３１（１番人気）� ３４２６０（２番人気）� ７２０１（７番人気）
枠連票数 計 ７６３６０ 的中 （６－７） ２３３８３（１番人気）
馬連票数 計 ２２５１９５ 的中 �� ６１５４５（１番人気）
馬単票数 計 １９００３６ 的中 �� ２４９４７（１番人気）
ワイド票数 計 １１８３９４ 的中 �� ２５８０８（１番人気）�� ２２６３（１５番人気）�� １６９３（２０番人気）
３連複票数 計 ３２０１３１ 的中 ��� ７８８８（９番人気）
３連単票数 計 ６４９０９６ 的中 ��� ４９０８（２２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１１．６―１２．７―１２．４―１２．０―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．０―４２．７―５５．１―１：０７．１―１：１９．４―１：３１．６

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

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

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

�セニョリータ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス

２００８．３．２６生 牝４鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン ４戦１勝 賞金 １１，９４０，０００円
地方デビュー ２０１１．７．２６ 門別

０２０５６ １月２８日 曇 良 （２４小倉１）第５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

２４ 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 ４５０＋ ２１：０９．２ ２．３�

４８ � オウカランマン 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４８８＋ ２１：０９．４１� ３９．７�

５９ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １６．９�
８１５ コーストバンクシア 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：０９．５� ５．５�
１２ クリノトルネード 牡４栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７６＋ ２１：０９．６� １４．４�
８１７� サンライズサルーテ 牡４鹿 ５６ C．デムーロ 松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４３６＋ ６１：０９．７� １３．７	

（伊）

２３ セルリアンレッド 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲菅原 隆一�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８４－ ６１：０９．８� ５４．７


６１２ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B４５８－ ６１：０９．９� １５．０�
１１ � ダ ノ ン ロ ゼ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ９４．１�
５１０ キタサンスズラン 牝５黒鹿５５ 荻野 琢真�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７６＋ ４１：１０．１１� ３６．９
３５ アンゲネーム 牡４鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７２＋ ２ 〃 アタマ １２．６�
７１４ デ シ リ オ ン 牝４鹿 ５４ 二本柳 壮岡田 牧雄氏 矢野 照正 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ４ 〃 ハナ ２７６．７�
４７ ウルトラファイン 牡４栗 ５６ 大野 拓弥井山 登氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B５０８± ０１：１０．２クビ ３９．３�
８１６ グリューネワルト 牝５青鹿５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１０．４１� ９．３�
６１１ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６２± ０１：１０．５� ６５．４�
７１３ パ ス ピ エ 牝６栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：１０．７１� １７．１�
３６ カトルズタッチ 牝４鹿 ５４ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：１０．９１� ２２０．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １３，９０１，８００円 複勝： ２２，５７８，６００円 枠連： １３，５２５，０００円

馬連： ２７，１２２，３００円 馬単： ２０，０８７，１００円 ワイド： １４，０６２，０００円

３連複： ４２，４１６，２００円 ３連単： ６９，１８０，７００円 計： ２２２，８７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １，１２０円 � ５２０円 枠 連（２－４） ４，４９０円

馬 連 �� ７，４５０円 馬 単 �� １０，６６０円

ワ イ ド �� ３，３４０円 �� １，０８０円 �� １０，５９０円

３ 連 複 ��� ３３，６３０円 ３ 連 単 ��� １５１，０６０円

票 数

単勝票数 計 １３９０１８ 的中 � ４８２２５（１番人気）
複勝票数 計 ２２５７８６ 的中 � ６７５６４（１番人気）� ３８０１（１４番人気）� ８９５６（９番人気）
枠連票数 計 １３５２５０ 的中 （２－４） ２２２８（１３番人気）
馬連票数 計 ２７１２２３ 的中 �� ２６８８（２６番人気）
馬単票数 計 ２００８７１ 的中 �� １３９１（３８番人気）
ワイド票数 計 １４０６２０ 的中 �� １０２５（３８番人気）�� ３３５４（１０番人気）�� ３１８（８０番人気）
３連複票数 計 ４２４１６２ 的中 ��� ９３１（１０４番人気）
３連単票数 計 ６９１８０７ 的中 ��� ３３８（４４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．３―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４５．９―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．６
３ ・（８，３）（１３，１７，１６）（１，４，１２）（６，７）（２，１５）（５，９）１０，１１，１４ ４ ・（８，３）１７（１，４，１６）（２，１３，１２）（７，１５）（１４，６，９）（５，１０）１１

勝馬の
紹 介

ドリームヒーロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．８．２２ 札幌４着

２００７．４．２１生 牡５青鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ ２７戦３勝 賞金 ４６，７３４，０００円
〔発走状況〕 ウルトラファイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウルトラファイン号は，平成２４年１月２９日から平成２４年２月１９日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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。



０２０５７ １月２８日 晴 稍重 （２４小倉１）第５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

５６ ネオザウイナー 牡４青鹿５６ 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ６１：４３．９ ３．１�

１１ キングウェリナ 牡４鹿 ５６ C．デムーロ 宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６８－１２１：４４．７５ ５．７�
（伊）

５５ ナムラグーテン 牡４栗 ５６ 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７６－ ２１：４４．９１� ４．２�
３３ キンショーダンデー 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８８± ０１：４５．０� ７．６�
７１０� 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 ５４０－ ６ 〃 ハナ ３３．０�
２２ アラビアンザサン 牡４鹿 ５６ 松田 大作吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４８０＋ ４１：４５．２１ １５．３�
８１２ 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 ４７６＋ ２１：４５．３� ６．５�
８１１� ナリタボルト 牡４鹿 ５６ 北村 友一	オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ５０６＋ ５１：４６．１５ １３．１

４４ ビ ー ム 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５１０－ ２１：４６．３１� ３０．３�
７９ � ゼニスパワー 牡４栗 ５６ 鮫島 良太中西 功氏 新川 恵 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ４ 〃 ハナ １２４．６�
６７ アップターン 牡４栗 ５６

５３ ▲横山 和生島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９２＋ ４１：４６．７２� １３９．９
６８ マイネルインゼル 牡７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 ４７０－ ２１：４６．９１� ５５．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，７０９，０００円 複勝： ２４，８０１，２００円 枠連： １０，１５０，０００円

馬連： ３４，５１９，１００円 馬単： ２３，４２０，２００円 ワイド： １４，９３９，３００円

３連複： ４３，１６７，０００円 ３連単： ９１，１３９，４００円 計： ２５７，８４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－５） ５９０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ７，１００円

票 数

単勝票数 計 １５７０９０ 的中 � ４０３９５（１番人気）
複勝票数 計 ２４８０１２ 的中 � ７０７９８（１番人気）� ３０７１７（４番人気）� ３２２７２（３番人気）
枠連票数 計 １０１５００ 的中 （１－５） １２８６４（２番人気）
馬連票数 計 ３４５１９１ 的中 �� ３３３３０（３番人気）
馬単票数 計 ２３４２０２ 的中 �� １１７３７（３番人気）
ワイド票数 計 １４９３９３ 的中 �� ９７００（３番人気）�� １３１６１（２番人気）�� ５７７８（６番人気）
３連複票数 計 ４３１６７０ 的中 ��� ２２２４７（３番人気）
３連単票数 計 ９１１３９４ 的中 ��� ９４８５（１０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．８―１３．１―１２．７―１２．３―１２．２―１２．０―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．６―４２．７―５５．４―１：０７．７―１：１９．９―１：３１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオザウイナー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．２．１２ 京都５着

２００８．３．１６生 牡４青鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ ８戦１勝 賞金 １５，４５０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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。

０２０５８ １月２８日 晴 良 （２４小倉１）第５日 第１０競走 １，８００�
ひ た

日 田 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

３５ ラ ブ フ ー ル 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４７８＋ ８１：４９．２ ２．８�

１２ シーキングフェイム 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４７２＋ ４１：４９．３� ５．１�

４８ オーシャンビーナス 牝４栗 ５４ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４６－１０１：４９．７２� １１．５�
５１０ ハギノトラスト 牝６栃栗５５ 中舘 英二安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４６－１２１：４９．９１� ６．１�
２３ ショウナンマハ 牝４黒鹿５４ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ７．９�
６１２ オークヒルパーク 牝４黒鹿５４ 松山 弘平宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：５０．１１� ４１．３	
８１６ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 国分 優作 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：５０．３１� ２３．３

３６ � ガ イ ー ヌ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥永田 和彦氏 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム ４２０－ ８１：５０．４� ２１５．１�
４７ セイルアゲン 牝４鹿 ５４ 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４２－ ６１：５０．６１ ２３０．８�
５９ アフロディシアス 牝４鹿 ５４ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４３４± ０１：５０．７� ４４．８
７１４ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５４ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８－ ４１：５０．９１� ４４．３�
６１１� ファーストタッチ 牝６黒鹿５５ 村田 一誠 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２２－１１１：５１．０� ７５．２�
８１５ コ ル ド バ 牝５黒鹿５５ C．デムーロ 田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４１：５１．３２ ５１．５�
（伊）

７１３ ダズリングワールド 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４６６－１４１：５１．８３ １３．９�
１１ ゴッドフローラ 牝４芦 ５４ 太宰 啓介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４９８＋ ４１：５１．９クビ １３．０�
２４ スパーブクィーン 牝４栗 ５４ 宮崎 北斗吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４４－ ６ 〃 ハナ ３２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８００，３００円 複勝： ２６，９５８，２００円 枠連： １３，３７９，９００円

馬連： ４４，６２３，６００円 馬単： ２８，７６４，３００円 ワイド： １９，４７０，８００円

３連複： ５９，５００，３００円 ３連単： １０９，２７２，５００円 計： ３２０，７６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（１－３） ６４０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５５０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ６，３６０円

票 数

単勝票数 計 １８８００３ 的中 � ５２９４７（１番人気）
複勝票数 計 ２６９５８２ 的中 � ７０３０４（１番人気）� ４７７９６（２番人気）� ２１０７８（５番人気）
枠連票数 計 １３３７９９ 的中 （１－３） １５５７１（１番人気）
馬連票数 計 ４４６２３６ 的中 �� ５２０６７（１番人気）
馬単票数 計 ２８７６４３ 的中 �� １７８０２（１番人気）
ワイド票数 計 １９４７０８ 的中 �� ２００２８（１番人気）�� ８３５５（５番人気）�� ５１９９（１０番人気）
３連複票数 計 ５９５００３ 的中 ��� ２４９６２（２番人気）
３連単票数 計１０９２７２５ 的中 ��� １２６８４（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．６―１２．４―１３．２―１２．４―１２．２―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．３―４８．７―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．５―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
４，９（１，１３）（２，３，１５）（６，１０）１６（５，８）１１，７，１２－１４・（４，９）（１３，１５）（１，３，１０）（２，６，１６）８（７，５，１１）１２，１４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ブ フ ー ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．５．１６ 新潟３着

２００７．２．２４生 牝５黒鹿 母 サブリナシューズ 母母 リトルハーモニー １３戦３勝 賞金 ３６，７１６，０００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。



０２０５９ １月２８日 晴 稍重 （２４小倉１）第５日 第１１競走 ��１，７００�
ゆ ふ い ん

由 布 院 特 別
発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１，０００万円以下，２３．１．２９以降２４．１．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００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 アクティビューティ 牝５芦 ５４ 吉田 隼人�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０６＋ ６１：４３．０ ５．１�

１２ ブルーソックス 牡５鹿 ５４ 大野 拓弥田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４９２＋ ２１：４３．３２ ２４．５�
３５ � エスジーストリーム 牡７青鹿５２ 西田雄一郎窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４８２－１０１：４３．４� １８２．２�
５９ リリーファイアー 牡４鹿 ５５ 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００± ０１：４３．６� ２．６�
７１４ シャイニーダンディ 牡４青鹿５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４７２± ０１：４４．２３� ６．８�
４８ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５６ 上村 洋行 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３２± ０１：４４．４１� ９．７	
６１２ テーオーケンジャ 牡５栗 ５４ 丸田 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ４３．６

８１６ ゴーアップドラゴン 牡６黒鹿５４ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４８０± ０１：４４．５� ５３．６�
２４ パルクエスト 牝６鹿 ５０ 西村 太一木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５０６± ０１：４４．６� １５８．３�
３６ ビーチパーティー 牝５芦 ５２ 村田 一誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：４４．７� １１．９
５１０� レオアドミラル 牡６栗 ５４ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９６± ０１：４４．８クビ ９．２�
２３ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５４ 国分 優作小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋ ６１：４５．０１� ３５．７�
７１３�� エアレモネード 牝５栗 ５２ C．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm ４４６± ０１：４５．９５ １９．６�
（伊）

８１５ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５１ 野元 昭嘉今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６４－ ２１：４６．４３ ８２．９�
４７ サマーティアラ 牝４青鹿５２ 中舘 英二セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４３４－ ６１：４７．０３� ２８．９�
６１１ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５１ 伊藤 工真島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ２１：４７．１� ８８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８３６，９００円 複勝： ４０，２６０，５００円 枠連： ２９，９２０，７００円

馬連： ９９，０５２，８００円 馬単： ６０，２５９，２００円 ワイド： ３５，７６４，６００円

３連複： １３７，１１５，１００円 ３連単： ２４６，７８４，３００円 計： ６７５，９９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ５９０円 � ３，３４０円 枠 連（１－１） ４，９３０円

馬 連 �� ４，６２０円 馬 単 �� ７，８６０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ９，９２０円 �� ２３，２１０円

３ 連 複 ��� １７７，８４０円 ３ 連 単 ��� １，０５８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２６８３６９ 的中 � ４２１３４（２番人気）
複勝票数 計 ４０２６０５ 的中 � ６５９３５（２番人気）� １６７２５（７番人気）� ２５９８（１６番人気）
枠連票数 計 ２９９２０７ 的中 （１－１） ４４８６（１８番人気）
馬連票数 計 ９９０５２８ 的中 �� １５８４４（１８番人気）
馬単票数 計 ６０２５９２ 的中 �� ５６５９（３０番人気）
ワイド票数 計 ３５７６４６ 的中 �� ５６８２（１６番人気）�� ８７７（７５番人気）�� ３７３（１０６番人気）
３連複票数 計１３７１１５１ 的中 ��� ５６９（２８７番人気）
３連単票数 計２４６７８４３ 的中 ��� １７２（１６７２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．４―２８．９―４１．７―５３．９―１：０６．１―１：１８．５―１：３０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アクティビューティ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００９．１１．７ 京都６着

２００７．３．１生 牝５芦 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー ２３戦４勝 賞金 ６１，１３３，０００円
〔制裁〕 パルクエスト号の騎手西村太一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・１６番・１５番・６番・１３

番への進路影響）
〔その他〕 ヨクバリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヨクバリ号は，平成２４年２月２８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エクセルフラッグ号
（非抽選馬） ４頭 トーホウアレス号・ビューティーモズ号・マスターコーク号・モエレジュンキン号
※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。

０２０６０ １月２８日 晴 良 （２４小倉１）第５日 第１２競走 ��１，２００�
べ っ ぷ

別 府 特 別
発走１６時００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 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

６９ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４０± ０１：０８．４ ２．２�

３４ サンデージョウ 牝５青 ５５ C．デムーロ 河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 対馬 正 ４９８－ ６ 〃 クビ ４．７�
（伊）

５８ � フレデフォート 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４４－ ６１：０８．８２� ２２．８�
７１１ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５６ 江田 照男四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３８± ０１：０８．９� ６．８�
８１３ メイショウデューイ 牡６鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：０９．２１� １０８．３�
８１４ フラムドール 牝５栗 ５５ 松山 弘平吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：０９．３� ７．９�
３３ ショウナンアトム 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４７６－ ４１：０９．４� ９１．４	
１１ オマワリサン 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５２０＋ ２１：０９．５� ２２．４

４６ � マックスハナレイ 牡６栗 ５７ 松田 大作田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ５２０－ ２１：０９．７１	 １５５．７�
４５ バトルレッド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４７２－ ２１：０９．８クビ １７．９�
７１２ リッカスウィープ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８８＋１２１：１０．０１� ２２．２
２２ シルクマイベスト 牡４栗 ５６ 上村 洋行有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ５３０－ ６１：１０．１� １３．２�
５７ �� ゴールドユソネット 牝４栗 ５３ 鮫島 良太横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd ４４０＋ ９ 〃 アタマ ５８．９�
６１０ ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５４ 西田雄一郎内田 勝治氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５００－ ８１：１０．２� １２２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，０８９，４００円 複勝： ３８，４５３，３００円 枠連： １７，０００，０００円

馬連： ６１，１８６，７００円 馬単： ４０，６１６，５００円 ワイド： ２７，９３７，０００円

３連複： ８０，７６０，２００円 ３連単： １６６，０１２，５００円 計： ４５９，０５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ４４０円 枠 連（３－６） ４８０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ８４０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ９，９００円

票 数

単勝票数 計 ２７０８９４ 的中 � ９８０７５（１番人気）
複勝票数 計 ３８４５３３ 的中 � １１３９４９（１番人気）� ６３２５５（２番人気）� １４８６９（７番人気）
枠連票数 計 １７００００ 的中 （３－６） ２６６３６（１番人気）
馬連票数 計 ６１１８６７ 的中 �� １１０７９６（１番人気）
馬単票数 計 ４０６１６５ 的中 �� ４３５０２（１番人気）
ワイド票数 計 ２７９３７０ 的中 �� ４１３１９（１番人気）�� ７２９０（１０番人気）�� ４１５０（１７番人気）
３連複票数 計 ８０７６０２ 的中 ��� ２０７５２（６番人気）
３連単票数 計１６６０１２５ 的中 ��� １２３７７（１８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．３―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．２―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイザクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．２．２８ 中山４着

２００７．４．２４生 牝５鹿 母 プリモピアット 母母 マターオブプライド １７戦３勝 賞金 ４０，１０６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。



（２４小倉１）第５日 １月２８日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

１５７，７８０，０００円
７，１７０，０００円
１，９１０，０００円
１４，１５０，０００円
５５，７８８，５００円
４，３９４，０００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
１８３，０９３，０００円
３０４，７６７，０００円
１３５，６３８，６００円
４１０，３３９，０００円
２９０，８７７，９００円
１８７，４６８，８００円
５６７，０１０，４００円
１，０５４，００４，１００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 ３，１３３，１９８，８００円

総入場人員 ５，２３３名 （有料入場人員 ４，６８５名）


