
０２０８６ ２月１１日 晴 良 （１９小倉１）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４７ � ゴールドネオ 牡３鹿 ５６
５３ ▲北村 友一 �ゴールドレーシング 領家 政蔵 愛 Swordle-

stown Stud ４８６－ ２１：５０．２ ６．１�

７１４ ラウンドビスケット 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎福本 圭佐氏 松元 省一 平取 びらとり牧場 ４３２± ０１：５０．３� １９．３�
４８ � タワードピーク 牡３鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Hugh Calkin &

Gainesway Farm ４８６＋１２１：５０．４� ６４．６�
７１３� ベルベットジャガー 牡３鹿 ５６ A．スボリッチ 会田 満雄氏 北出 成人 静内 野坂牧場 ４６８－ ４１：５０．５� ４．０�

（独）

２３ 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± ０１：５０．７１� ６．７�

６１１� ディープハンター 牡３栗 ５６ 西田雄一郎深見 富朗氏 伊藤 伸一 英 Snailwell
Stud Co Ltd ４６６－ ８１：５０．８� １９．２�

１１ � プリキュアバローズ 牝３栗 ５４ 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 愛 Stratford
Place Stud ４３２－ ８ 〃 クビ ２１．１	

１２ � シュウザンゴールド 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人平 光良氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム B４８２＋ ４１：５１．１１� ３．２

３５ �� マイネルコルモ 牡３鹿

５６
５５ ☆大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 門別 荒井ファーム ４４８＋ ４ 〃 クビ ８．５�
２４ �� オリジナルカラー 牡３鹿

５６
５５ ☆塚田 祥雄 �キャロットファーム 大江原 哲 静内 北西牧場 ４５８－１０１：５１．２� ５３．９

３６ � ストレートブラスト 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信ジョイ・レースホース� 久保田貴士 厚真 阿部 栄乃進 ４０４－ ６１：５１．４１� ６０．９�
５１０� オウドウヲユク 牡３栗 ５６ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６６－ ６１：５１．５� ４４．９�
８１５ スマートアングル 牡３黒鹿５６ 高橋 智大大川 徹氏 畠山 吉宏 門別 インターナシヨナル牧場 ４８０＋ ２１：５１．６� ３７７．４�
８１６� コウヨウトレロス 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康寺内 正光氏 山田 要一 浦河 本巣 一敏 ４５２＋ ２１：５１．７クビ ４２７．７�
６１２�� コアレスファルコン 牡３鹿 ５６ 須貝 尚介小林 昌志氏 須貝 彦三 門別 細川牧場 ４７０－ ２１：５２．０２ ３４．８�
５９ � ロードヴァルナ 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 静内 へいはた牧場 ５０４＋１２２：００．２大差 ２８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，７６８，９００円 複勝： １３，１２５，８００円 枠連： １２，６２６，０００円

普通馬連： ３０，２７９，３００円 馬単： ３０，８３７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８６９，１００円

３連複： ４６，８４５，８００円 ３連単： 発売なし 計： １５３，３５２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２７０円 � ５００円 � １，５１０円 枠 連（４－７） ６９０円

普通馬連 �� ７，２００円 馬 単 �� １１，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１５０円 �� ４，７２０円 �� ９，６８０円

３ 連 複 ��� ９０，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９７６８９ 的中 � １２７７６（３番人気）
複勝票数 計 １３１２５８ 的中 � １４７７７（３番人気）� ６８４０（６番人気）� ２００３（１１番人気）
枠連票数 計 １２６２６０ 的中 （４－７） １３６０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３０２７９３ 的中 �� ３１０４（２１番人気）
馬単票数 計 ３０８３７１ 的中 �� ２０１１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８６９１ 的中 �� １１５１（２１番人気）�� ５１３（４２番人気）�� ２４８（６２番人気）
３連複票数 計 ４６８４５８ 的中 ��� ３８１（１６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．１―１２．５―１２．４―１２．１―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１２．８―１：２５．３―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドネオ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Ela － Mana － Mou デビュー ２００６．１０．８ 東京４着

２００４．２．２８生 牡３鹿 母 Waltzing Around 母母 Save Me the Waltz ６戦１勝 賞金 ７，８５０，０００円
〔発走状況〕 スマートアングル号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スマートアングル号は，平成１９年２月１２日から平成１９年３月４日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードヴァルナ号は，平成１９年４月１１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。
（非抽選馬） １頭 カネコメハーシル号
※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。


