
05035 2月16日 曇 重 （25小倉1）第3日 第11競走 ��1，700�
め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

815 サンライズブレット 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478＋121：43．2 5．6�
23 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 502－ 21：43．3� 2．1�
816 カチューシャ 牝4栃栗54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472＋101：43．51� 54．2�
35 � バンブーリバプール 牡5青鹿57 中井 裕二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：43．71� 8．0�
47 トーセンケイトゥー 	5栗 57 勝浦 正樹島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 41：43．91 17．8	
611 レッドシュナイト 牡5栗 57 中舘 英二 
東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B494＋ 61：44．0� 57．9�
36 ビタースウィート 牝6鹿 55 川須 栄彦�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 456－ 21：44．1� 18．9�
714 ハギノコメント 牡4鹿 56 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 21：44．31� 204．9
48 タイガーシード 牡4黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 494± 01：44．4クビ 10．2�
713 キタサンシンガー 牡4芦 56 藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 486－ 41：44．61� 85．6�
24 ドリームマジシャン 牡6青鹿57 菱田 裕二セゾンレースホース
 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 490－ 61：44．7クビ 22．4�
12 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド 470± 0 〃 クビ 144．1�
510 クレーンズラヴァー 牝6栗 55 丸山 元気�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 450＋141：45．23 259．8�
612 オウケンイチゲキ 牡4鹿 56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 450＋ 41：45．62� 13．3�
59 セフティオリビエト 牡4栗 56 鮫島 良太池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 512± 01：45．7� 21．7�
11 ケイジーウィンザー 牡5栗 57 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 496－ 21：47．6大差 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，121，800円 複勝： 46，164，900円 枠連： 28，069，400円
馬連： 105，241，800円 馬単： 62，141，200円 ワイド： 38，855，600円
3連複： 144，685，800円 3連単： 264，236，200円 計： 720，516，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 120円 � 900円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，650円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 11，670円 3 連 単 ��� 44，490円

票 数

単勝票数 計 311218 的中 � 43823（2番人気）
複勝票数 計 461649 的中 � 64290（2番人気）� 151136（1番人気）� 8070（12番人気）
枠連票数 計 280694 的中 （2－8） 42383（1番人気）
馬連票数 計1052418 的中 �� 123836（1番人気）
馬単票数 計 621412 的中 �� 30149（3番人気）
ワイド票数 計 388556 的中 �� 41438（1番人気）�� 2347（44番人気）�� 3681（32番人気）
3連複票数 計1446858 的中 ��� 9155（40番人気）
3連単票数 計2642362 的中 ��� 4384（131番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―11．3―12．0―12．1―12．5―12．8―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―28．9―40．9―53．0―1：05．5―1：18．3―1：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3
・（1，5）12（3，15）（4，16）（7，9，11）6，8－14（10，13）－2・（1，5）（12，15）（4，3）（16，7）（6，11）8（14，9）（10，13）＝2

2
4

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

勝馬の
紹 介

サンライズブレット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．12．18 阪神4着

2008．4．2生 牡5栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 9戦3勝 賞金 36，396，000円
〔制裁〕 ドリームマジシャン号の騎手菱田裕二は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンボルケーノ号
（非抽選馬） 4頭 アールシネマスタア号・オーヴァージョイド号・コウエイチャンス号・パープルタイヨー号

05036 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 ベストブルーム 牡6鹿 57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466＋ 21：08．9 7．5�
35 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 19．5�
612 ラブグランデー 牝6鹿 55 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 476＋ 8 〃 クビ 6．2�
24 � タツフラッシュ 牡5鹿 57 高倉 稜鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock 484＋ 4 〃 アタマ 17．8�
36 ユキノラムセス 牡6栗 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 490－ 41：09．1	 78．3�
713 フェブムービング 牡6鹿 57 中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 494－ 41：09．2	 16．0�
815 キボウダクリチャン 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 444－ 21：09．41 8．2	
510 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 B454－ 4 〃 アタマ 5．6

816 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 菱田 裕二小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 388± 0 〃 クビ 16．2�
817
 ニュアージゲラン 牝4鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 450－101：09．5クビ 8．0�
611
 スピログラフ 牡5鹿 57 北村 友一 キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 21．2�
48 アルドワーズ 牡5芦 57 中舘 英二 キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 クビ 20．8�
23 サンライズポパイ 牡5鹿 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464＋ 41：09．6クビ 9．5�
11 アースツリー 牝6栗 55 古川 吉洋 社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 440－10 〃 ハナ 25．5�
59 オウケンハナミズキ 牝4青 55 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 408＋ 21：09．7� 33．0�
714
 エステージャ 牝4芦 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 408－191：09．8� 41．3�
47 
 クラウンハッピー 牝5芦 55 上野 翔矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 430－ 2 〃 クビ 219．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，540，100円 複勝： 33，273，900円 枠連： 24，221，500円
馬連： 64，105，600円 馬単： 35，975，800円 ワイド： 27，879，500円
3連複： 98，573，900円 3連単： 169，340，800円 計： 474，911，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 580円 � 230円 枠 連（1－3） 3，840円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 11，410円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 920円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 96，360円

票 数

単勝票数 計 215401 的中 � 22698（3番人気）
複勝票数 計 332739 的中 � 38739（3番人気）� 12768（10番人気）� 42205（2番人気）
枠連票数 計 242215 的中 （1－3） 4659（19番人気）
馬連票数 計 641056 的中 �� 7412（28番人気）
馬単票数 計 359758 的中 �� 2327（46番人気）
ワイド票数 計 278795 的中 �� 3109（28番人気）�� 7698（4番人気）�� 3471（21番人気）
3連複票数 計 985739 的中 ��� 5441（33番人気）
3連単票数 計1693408 的中 ��� 1297（280番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（9，4）13（6，14）（2，10，17）－（12，8）11（7，1，15，16）3，5 4 ・（9，4）（6，13）（2，14）（12，10，17）8，15（7，11，3）16（1，5）

勝馬の
紹 介

ベストブルーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2009．6．27 阪神4着

2007．3．26生 牡6鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 30戦2勝 賞金 25，303，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※ラブグランデー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。


