
０２０２５ １月２７日 曇 稍重 （１９小倉１）第３日 第１競走 ��
��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

８１３ ゴールデンビッグ 牡３鹿 ５６ A．スボリッチ 森田 金治氏 安田伊佐夫 新冠 イシダファーム ４３０－１０１：４８．２ １１５．６�
（独）

２２ � サンワードバリュー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二古谷 敏明氏 白井 寿昭 米
Mr. & Mrs. Andre
F. Regard & Dr. Ji-
tander Dudee

４７０－ ２１：４８．３� ７．０�
８１２ マイネルガリレイ 牡３栗 ５６

５５ ☆鮫島 良太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－ ２１：４８．７２� ４．１�
４４ コットンボール 牝３芦 ５４ 池添 謙一ジョイ・レースホース� 大根田裕之 浦河 桑田牧場 ４７０－１０１：４８．８� ３．７�
７１０	 ワイルドキング 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 鵡川 清水ファーム ５０２＋ ２１：４８．９� １２．０�
６９ 
 メイショウイチバン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４８２－ ４１：４９．１１� ３．５�
５６ シナモンロール 牡３栗 ５６ 橋本 美純�グリーンテック橋本 寿正 静内 岡田 猛 ４５８－ ２ 〃 クビ ７３．３	
６８ � パッパターチ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一伊藤 信之氏 増本 豊 米 Tadashi

Kitamura ４５６＋ ６１：４９．２クビ １６．０

１１ タカオストロング 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉櫻井 登氏 野元 昭 新冠 川上 悦夫 ４５６＋ ２１：４９．４１� １２．４�
７１１
 ジョウテンファミリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康田邉 久男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９０＋１０１：４９．７２ ３０．７�
４５ アイファーカツオー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎中島 稔氏 福永 甲 新冠 竹中牧場 ４４８＋ ２１：５０．３３� １２３．４
５７ 
	 カイテキベガ 牡３青 ５６ 柴原 央明国本 勇氏 谷 潔 門別 白井牧場 B４４２－１０ 〃 クビ ７４．３�
３３ セイヴィクトリー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦金田 成基氏 沖 芳夫 三石 三石川上牧場 ４８６± ０１：５０．８３ １２９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７，１６７，９００円 複勝： ８，０７０，３００円 枠連： ８，０４１，９００円

普通馬連： ２３，３２２，０００円 馬単： ２４，６７３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７，７１１，０００円

３連複： ３８，１１７，０００円 ３連単： 発売なし 計： １１７，１０３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １１，５６０円 複 勝 � ２，４６０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（２－８） ２，２７０円

普通馬連 �� ４７，９５０円 馬 単 �� １２４，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，７３０円 �� ６，０００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ５４，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ７１６７９ 的中 � ４８９（１１番人気）
複勝票数 計 ８０７０３ 的中 � ６２６（１３番人気）� １１７８６（４番人気）� １３２５８（３番人気）
枠連票数 計 ８０４１９ 的中 （２－８） ２６２０（９番人気）
普通馬連票数 計 ２３３２２０ 的中 �� ３５９（５８番人気）
馬単票数 計 ２４６７３６ 的中 �� １４６（１２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７７１１０ 的中 �� ２３６（５３番人気）�� ３０５（４８番人気）�� ３１６８（６番人気）
３連複票数 計 ３８１１７０ 的中 ��� ５２０（１１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．１―４２．９―５５．８―１：０８．９―１：２２．１―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンビッグ �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００６．９．２３ 中京８着

２００４．４．４生 牡３鹿 母 ビックダイヤモンド 母母 フォレストブリーズ ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 パッパターチ号の騎手芹沢純一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００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。


