
05083 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第11競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走15時25分 （芝・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

47 マッキーバッハ 牡8鹿 57 松田 大作薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 480－ 62：38．8 27．0�
12 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 456± 02：39．43� 18．6�
24 メイショウスクラム 牡7鹿 57 中井 裕二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 494± 0 〃 アタマ 20．0�
510 アクアブルーフライ 牡6栗 57 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 502－ 62：39．5� 4．7�
36 スーサングレート 牡5栗 57 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B512－ 4 〃 ハナ 39．3�
815 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486＋ 62：39．71� 6．7	
59 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 504＋ 6 〃 ハナ 32．4

816 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 6 〃 クビ 18．7�
23 エクセルサス 牡6栃栗57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 518± 02：39．8� 4．4
612	 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 466± 02：40．11� 20．6�
48 スズカゲイル 牡8鹿 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 416－ 8 〃 アタマ 206．3�
11 	 カンタベリーナイト 牡4鹿 56 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 494－ 42：40．31� 6．7�
35 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 494＋ 42：41．15 42．3�
611	 ケージーカチボシ 牡7鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B548－ 42：41．52� 152．2�
714 サイドアタック 牡5栗 57 高倉 稜杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 468－ 6 〃 クビ 17．8�
713 ロードランパート 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480＋102：41．71� 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，093，700円 複勝： 44，829，300円 枠連： 30，831，800円
馬連： 104，605，800円 馬単： 57，694，000円 ワイド： 39，698，700円
3連複： 147，003，400円 3連単： 253，214，600円 計： 703，971，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 700円 � 570円 � 690円 枠 連（1－4） 5，620円

馬 連 �� 26，070円 馬 単 �� 54，520円

ワ イ ド �� 6，630円 �� 4，340円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 113，960円 3 連 単 ��� 857，220円

票 数

単勝票数 計 260937 的中 � 7630（11番人気）
複勝票数 計 448293 的中 � 16701（10番人気）� 21158（7番人気）� 16963（9番人気）
枠連票数 計 308318 的中 （1－4） 4051（23番人気）
馬連票数 計1046058 的中 �� 2962（68番人気）
馬単票数 計 576940 的中 �� 781（140番人気）
ワイド票数 計 396987 的中 �� 1467（74番人気）�� 2254（53番人気）�� 2570（50番人気）
3連複票数 計1470034 的中 ��� 952（261番人気）
3連単票数 計2532146 的中 ��� 218（1615番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．0―12．4―12．6―13．1―12．8―12．0―12．2―12．0―12．1―12．1

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�
12．6―23．5―35．5―47．5―59．9―1：12．5―1：25．6―1：38．4―1：50．4―2：02．6―2：14．6―2：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．4―3F36．2
1
�
6＝15，14，5，16，3（7，11）13－（4，8）9（2，12）10－1
6，15，14（5，3，10）（7，16）（4，1）（2，9，13，11）（8，12）

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

勝馬の
紹 介

マッキーバッハ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2008．1．19 京都1着

2005．3．29生 牡8鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション 46戦4勝 賞金 77，613，000円

05084 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第12競走 ��1，200�
や つ し ろ

八 代 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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 テイエムタイホー 牡4栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 474－ 41：08．6 17．0�
12 アグネスマチュア 牡4鹿 57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484－ 21：08．7� 5．2�
510 スピードルーラー 牡4鹿 57 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 508－ 21：09．01� 34．1�
47 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 474－ 41：09．1� 28．1�
612 サウスビクトル 牡4黒鹿57 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 61：09．2� 3．2�
11 ダイキチチョウナン 牡5鹿 57 黛 弘人西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B484－ 2 〃 クビ 205．2�
816 ユキノアイオロス �5鹿 57 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：09．3� 11．5	
713 ナムラシンシン 牝4栗 55 宮崎 北斗奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 436－ 21：09．4� 262．9

818	 ユールフェスト 牝4青鹿54 中井 裕二 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey 454＋ 4 〃 ハナ 22．0�
59 ゴーゲッター 牡6鹿 57 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 528－16 〃 クビ 10．1
24 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 474－ 21：09．5� 8．2�
48 
 ボールドマックス 牡4栗 57 北村 友一増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 450－ 6 〃 クビ 192．0�
611	 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± 01：09．71� 7．7�
715 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 448－ 61：09．8クビ 26．0�
36 フェブムービング 牡6鹿 57 中舘 英二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 490－ 4 〃 クビ 35．4�
714 ノボプレシャス 牝4栗 55 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 472－ 61：09．9� 99．0�
817 オリーブジュエル 牝4青鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 442－141：10．11� 21．6�
35 
 キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 464＋ 2 〃 ハナ 104．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，913，800円 複勝： 48，671，700円 枠連： 24，922，500円
馬連： 70，845，200円 馬単： 40，670，800円 ワイド： 35，237，800円
3連複： 105，171，600円 3連単： 177，953，900円 計： 530，387，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 620円 � 220円 � 730円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 9，340円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 5，070円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 43，830円 3 連 単 ��� 252，560円

票 数

単勝票数 計 269138 的中 � 12477（7番人気）
複勝票数 計 486717 的中 � 18800（7番人気）� 71065（2番人気）� 15640（8番人気）
枠連票数 計 249225 的中 （1－2） 15638（4番人気）
馬連票数 計 708452 的中 �� 13999（13番人気）
馬単票数 計 406708 的中 �� 3217（33番人気）
ワイド票数 計 352378 的中 �� 5642（15番人気）�� 1688（58番人気）�� 2843（34番人気）
3連複票数 計1051716 的中 ��� 1771（134番人気）
3連単票数 計1779539 的中 ��� 520（754番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 ・（6，10）15（1，3，18）（11，17）（2，4，12）（8，16）（7，13）（9，14）－5 4 6，10（1，3，15）（2，18）（4，11，17）12（7，16）8（9，13，14）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡4栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 15戦2勝 賞金 19，882，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 ミスネバー号


