
０２０４６ １月２７日 晴 良 （２０小倉１）第４日 第１０競走 ��２，０００�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ ミスターシーザ 牡５芦 ５７ 川島 信二廣嶋 景子氏 中尾 秀正 門別 春木 昭雄 ４５４＋ ８２：０１．３ ８．９�

４７ � マースエンペラー 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ５２４＋１２２：０１．６１� ２．６�
１２ ゼンノソルジャー 牡５栗 ５７ 的場 勇人大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ ８．１�
７１３ オープンセサミ 牡５鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４２：０１．７� ３．６�
８１５ ボーンザスカイ 牝４青 ５４ 西田雄一郎小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３０＋１４２：０２．１２� ３５．３�
８１６ ダンツイッドン 牡４鹿 ５６ 熊沢 重文山元 哲二氏 田所 清広 静内 静内白井牧場 ４５２－１２２：０２．２� １３．９�
１１ ノボタイタン 牡４鹿 ５６ 中村 将之	LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ５０２－ ２ 〃 アタマ １７．２

６１１� ブラウマイスキー 牡４鹿 ５６ 二本柳 壮野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ４８８－ ２２：０２．３クビ １５９．４�
３５ トットコヒーロー 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 ４５０＋ ４２：０２．４� ７１．１�
４８ � エスペランサワン 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 様似共栄牧場 ５１４＋ ６２：０２．６１� １７．６
５１０� シーコンチェルト 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５１４－ ４２：０３．０２� ６８．５�
５９ ダイワバイロン 牡４鹿 ５６ 長谷川浩大大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５００＋ ２ 〃 ハナ ２１．５�
３６ マイネインティマ 牝４黒鹿５４ 中舘 英二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４３４＋ ４２：０３．２１� １８．０�
７１４ セフティーフリーズ 牡７栗 ５７ 松田 大作池田 實氏 羽月 友彦 浦河 向別牧場 B４８４＋２２ 〃 アタマ １９４．９�
２３ スパークチャット 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信�下河辺牧場 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４４０＋ ６２：０３．６２� １１１．０�

（１５頭）
６１２ タイキエトワール 牝６鹿 ５５ 丸田 恭介�大樹ファーム 宗像 義忠 大樹 大樹ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，２０８，３００円 複勝： １８，８１６，７００円 枠連： ２０，３５３，０００円

普通馬連： ７４，９８８，４００円 馬単： ５４，９８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３４６，８００円

３連複： ７６，８７６，０００円 ３連単： ２２１，３７１，８００円 計： ５０３，９４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（２－４） １，０００円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，０４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� １８，２５０円

票 数

単勝票数 計 １７２０８３ 的中 � １５２７３（４番人気）
複勝票数 計 １８８１６７ 的中 � １５７４９（４番人気）� ４９１５５（１番人気）� １７６２０（３番人気）
枠連票数 計 ２０３５３０ 的中 （２－４） １５０７１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４９８８４ 的中 �� ４９１２３（３番人気）
馬単票数 計 ５４９８５７ 的中 �� １３２８５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３４６８ 的中 �� ８２７８（４番人気）�� ４３６２（１２番人気）�� １１０２０（２番人気）
３連複票数 計 ７６８７６０ 的中 ��� ２２７５５（４番人気）
３連単票数 計２２１３７１８ 的中 ��� ８９５２（４０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．２―１２．２―１２．１―１２．４―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３４．９―４７．１―５９．３―１：１１．４―１：２３．８―１：３６．４―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスターシーザ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００５．９．２５ 阪神９着

２００３．４．２７生 牡５芦 母 ミエノアンベリファ 母母 ヒロノガーベラ ２４戦３勝 賞金 ３５，５５２，０００円
〔出走取消〕 タイキエトワール号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※トットコヒーロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。


