
05093 3月1日 曇 不良 （27小倉1）第8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 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

510 キングスクルーザー 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472－ 21：44．5 13．0�
23 � コスモナチュラル 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 492＋ 41：44．6� 15．0�
11 � シェーンメーア 牡5青鹿57 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B556－ 4 〃 クビ 4．7�
47 サンライズカラー 牡6鹿 57 川島 信二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 536＋ 61：45．02� 18．6�
59 パープルパルピナ 牡4鹿 56

54 △岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 498－ 4 〃 ハナ 65．2�
815 アクアマリンブレス 牡4黒鹿 56

53 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－161：45．1クビ 4．6	
12 ノーブルプラネット 牡4青鹿56 丸山 元気 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 38．4

612 イノセンテス 牡4鹿 56 藤岡 康太小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 464± 0 〃 ハナ 4．0�
24 ジェイケイニュース 牡4栗 56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 482＋ 61：45．41	 12．6
714 サンライズレーヴ 牡4栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 462－ 21：45．61� 6．1�

48 ガッテンキャンパス 牡6鹿 57
54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 464＋ 41：45．91	 205．1�

611 ノーブルガイア 牝6黒鹿55 長岡 禎仁菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442± 01：46．0� 163．3�
816 タルトオポム 牡4黒鹿56 津村 明秀窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446± 01：46．1	 31．6�
713 ペリーホワイト 牡4芦 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 472－ 21：46．63 41．9�
35 アルマベルヴァ 牡5鹿 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 加藤 和宏 新冠 赤石 久夫 518＋ 21：46．7� 65．3�
36 ボンジュールキラリ 牡4黒鹿56 吉田 隼人田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 510＋ 2 〃 ハナ 70．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，665，000円 複勝： 37，850，400円 枠連： 16，714，100円
馬連： 54，444，000円 馬単： 27，742，400円 ワイド： 30，386，800円
3連複： 73，651，300円 3連単： 105，170，100円 計： 371，624，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 310円 � 400円 � 190円 枠 連（2－5） 2，350円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 12，520円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，270円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 94，010円

票 数

単勝票数 計 256650 的中 � 15698（6番人気）
複勝票数 計 378504 的中 � 29855（5番人気）� 21970（7番人気）� 61151（2番人気）
枠連票数 計 167141 的中 （2－5） 5505（13番人気）
馬連票数 計 544440 的中 �� 7706（22番人気）
馬単票数 計 277424 的中 �� 1661（51番人気）
ワイド票数 計 303868 的中 �� 4194（25番人気）�� 6200（12番人気）�� 5810（15番人気）
3連複票数 計 736513 的中 ��� 4454（44番人気）
3連単票数 計1051701 的中 ��� 811（308番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．9―12．4―12．4―12．3―11．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．7―55．1―1：07．5―1：19．8―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
9，10（3，15）6（1，7）（5，13）16，2，14（4，12）－11－8・（9，10）（3，15）（6，7）1（2，5，13，16）（4，12，14）－（11，8）

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

勝馬の
紹 介

キングスクルーザー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．4．6生 牡5鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 20戦3勝 賞金 27，210，000円
［他本会外：1戦0勝］

05094 3月1日 曇 重 （27小倉1）第8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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

33 � ラルプデュエズ 牡5黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：44．4 2．4�
11 インプレショニスト 牝5鹿 55 D．バルジュー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436－122：45．03� 4．5�

（伊）

89 ワンダフルワールド 牡4栗 56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 クビ 6．5�
22 マイネルフレスコ 牡4栗 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 12：45．42� 26．6�
44 � スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 高倉 稜永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 460－ 22：45．5クビ 8．8�
88 � ミッキーピオーネ 牡5芦 57 川須 栄彦野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：45．71� 41．4	
66 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 472± 02：45．8クビ 5．1

77 チェイスザゴールド 牡5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 544－ 42：46．43� 12．4�
55 ロードガンブラック 牡4鹿 56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 492＋ 32：47．14 62．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，082，100円 複勝： 29，233，800円 枠連： 9，744，100円
馬連： 49，059，800円 馬単： 32，280，800円 ワイド： 24，830，000円
3連複： 62，075，200円 3連単： 150，491，300円 計： 381，797，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 320円 �� 540円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 240821 的中 � 78996（1番人気）
複勝票数 計 292338 的中 � 97352（1番人気）� 47572（2番人気）� 33821（5番人気）
枠連票数 計 97441 的中 （1－3） 15185（1番人気）
馬連票数 計 490598 的中 �� 84145（1番人気）
馬単票数 計 322808 的中 �� 34481（1番人気）
ワイド票数 計 248300 的中 �� 37988（1番人気）�� 18913（3番人気）�� 10120（8番人気）
3連複票数 計 620752 的中 ��� 50879（2番人気）
3連単票数 計1504913 的中 ��� 43297（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．6―13．0―13．6―13．8―13．5―12．6―12．4―12．1―11．9―11．9

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�
13．0―24．7―37．0―49．6―1：02．6―1：16．2―1：30．0―1：43．5―1：56．1―2：08．5―2：20．6―2：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F48．3―3F35．9
1
�
9（3，8）1（6，5）（2，7）4・（9，8）（3，1，5）6（2，7）4

2
�
・（9，8）3，1（6，5）（2，7）4
9（8，1）（3，2）（6，5，7）4

勝馬の
紹 介

�ラルプデュエズ 
�
父 チチカステナンゴ 

�
母父 サンデーサイレンス

2010．4．19生 牡5黒鹿 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 15戦1勝 賞金 27，210，000円
初出走 JRA

※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。


