
０２０４７ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．１．３０以降２３．１．２３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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２２ ストロングポイント 牡５芦 ５５ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４７０－ ４１：０８．２ １５．６�

８１３ コ ク ト ー 牡５鹿 ５４ 西田雄一郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４８４＋１０１：０８．３� ２０．６�
１１ ステラーホープ 牝６鹿 ５４ 伊藤 工真 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４６２＋１２１：０８．５１� ４．７�
６９ シンコープリンス 牡４青鹿５４ 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：０８．６� ６．７�
５７ コリコパット 牡５鹿 ５６ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １７．０�
４５ ニホンピログッデン 	８鹿 ５５ 藤岡 康太小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４７６＋ ４１：０８．９１� ４．３�
６８ ピエナブラヴ 牡４鹿 ５４ 岩部 純二本谷 兼三氏 萱野 浩二 日高 藤本 友則 ４７０± ０１：０９．０クビ ６．９	
７１１ マイネルオークベイ 牡７鹿 ５３ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ５０８＋１２１：０９．１� ２８．６

５６ ヴァリアントレディ 牝６青鹿５２ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
８１２
 ハマノモナーク 牡６黒鹿５３ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４６２＋ ８１：０９．２� ４１．１
４４ キングオブザベスト 牡６鹿 ５５ 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８６＋１０１：０９．３� １６．８�
３３ ツルマルジャパン 	５青 ５５ 太宰 啓介鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９０－ ４１：０９．５１� ３３．２�
７１０
 ビービーナエトル 牡６栗 ５５ 中舘 英二�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４８８＋ ６１：０９．６� ６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７４，６００円 複勝： ３１，６３１，５００円 枠連： ２８，０１６，３００円

普通馬連： １０７，７７９，６００円 馬単： ６６，９５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２４，４００円

３連複： １４５，９９３，６００円 ３連単： ２７６，６３２，３００円 計： ７１２，６０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ５００円 � ５２０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １０，２５０円

普通馬連 �� １６，４８０円 馬 単 �� ２７，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５４０円 �� １，３２０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ２７，４１０円 ３ 連 単 ��� ２４２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７４６ 的中 � １０８０５（６番人気）
複勝票数 計 ３１６３１５ 的中 � １５２０３（７番人気）� １４４３６（８番人気）� ４９４３８（２番人気）
枠連票数 計 ２８０１６３ 的中 （２－８） ２０１８（２７番人気）
普通馬連票数 計１０７７７９６ 的中 �� ４８２８（５２番人気）
馬単票数 計 ６６９５０９ 的中 �� １７９７（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２４４ 的中 �� １８１４（５８番人気）�� ６４９９（１４番人気）�� ６１８７（１７番人気）
３連複票数 計１４５９９３６ 的中 ��� ３９３２（１０１番人気）
３連単票数 計２７６６３２３ 的中 ��� ８４３（７５９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングポイント �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１着

２００６．４．９生 牡５芦 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ ２１戦４勝 賞金 ４６，１１７，０００円
〔制裁〕 ステラーホープ号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２３年２月５日から平成２３年２月

６日まで騎乗停止。（７番・９番への進路影響）

０２０４８ １月３０日 曇 良 （２３小倉１）第４日 第１２競走 ��１，８００�
お ん が が わ

遠 賀 川 特 別
発走１６時００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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

６１２ エスピナアスール 牝４黒鹿５４ 田辺 裕信青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６８＋ ６１：４７．７ ６．１�

７１３ チャームポット 牝５栗 ５５ 中舘 英二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４４６＋ ６１：４８．２３ ２．６�
４８ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６＋ ６ 〃 クビ １０．３�
７１４ クリスマスキャロル 牝４栗 ５４ 山口 勲 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４２０－１０１：４８．４１� １２．６�

（佐賀）

６１１ ウインディーリング 牝４青鹿５４ 丸田 恭介細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４４＋１２１：４８．５� ２８．３�
４７ マイネアロマ 牝４黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ２１：４８．６� ４．７	
２４ ヤサシイキモチ 牝６鹿 ５５ 渡辺 薫彦宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １６．４

８１５ フェルミオン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４０４＋ ４１：４８．７� ６４．３�
５９ シーキングフェイム 牝４鹿 ５４ 太宰 啓介 �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 ４６４＋ ８ 〃 クビ ２２．５�
１１ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５４ 川島 信二土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４４０＋ ６１：４８．９１ ７５．２
５１０� ランウェイスナップ 牝６栗 ５５ 宮崎 北斗下河辺隆行氏 松永 康利 門別 下河辺牧場 ４４４－２２１：４９．０� １２９．０�
１２ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４０－ ８１：４９．１� ９．５�
３６ � サウンドウェーブ 牝４鹿 ５４ 大野 拓弥水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ４４２＋ ７１：４９．２� １８３．８�
２３ � マルターズクリス 牝５黒鹿５５ 上村 洋行藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１０＋１０１：４９．５２ １８０．８�
８１６ ローテレジーナ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真山科 統氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 ４２６＋ ６１：５０．３５ １８０．６�
３５ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿５４ 武 幸四郎 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４４４± ０１：５４．６大差 ４７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１９８，３００円 複勝： ３３，０４９，４００円 枠連： ２１，０９７，７００円

普通馬連： ７１，２６５，１００円 馬単： ４４，７５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４１５，８００円

３連複： １０４，８２２，８００円 ３連単： ２１０，０９０，２００円 計： ５３７，６９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ６００円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ７５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，１７０円 ３ 連 単 ��� １７，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１９８３ 的中 � ３１７７２（３番人気）
複勝票数 計 ３３０４９４ 的中 � ３６２９８（３番人気）� ８１８４７（１番人気）� ３４３２０（４番人気）
枠連票数 計 ２１０９７７ 的中 （６－７） ２６３４９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２６５１ 的中 �� ５３７７７（２番人気）
馬単票数 計 ４４７５３４ 的中 �� １４８７８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４１５８ 的中 �� １５３００（２番人気）�� ９１２０（８番人気）�� １１０１０（４番人気）
３連複票数 計１０４８２２８ 的中 ��� ２４４５９（６番人気）
３連単票数 計２１００９０２ 的中 ��� ８９０５（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．３―１２．０―１２．３―１２．４―１２．０―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．８―４７．８―１：００．１―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

エスピナアスール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．３．２１ 中山６着

２００７．３．２２生 牝４黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ ７戦２勝 賞金 １７，９３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 ローテレジーナ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オチャノコサイサイ号は，平成２３年２月２８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンアロンディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


