
０２０８３ ２月１０日 晴 稍重 （１９小倉１）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�

め か り

和 布 刈 特 別
発走１５時３０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 １４，５００，０００円 ５，８００，０００円 ３，６００，０００円 ２，２００，０００円 １，４５０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

３６ �� ハギノトリオンフォ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎安岡美津子氏 松元 省一 平取 スガタ牧場 ４８４－ ６１：４４．３ ３．２�

７１４ ハ ス フ ェ ル 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４６０± ０１：４４．５１	 ４．７�
５１０� ゼンノパルテノン 牡５栗 ５７ 中舘 英二大迫久美子氏 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ５２２＋１０１：４４．７１
 ４．４�
４８ � エイシンボストン 牡５栗 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４８６－ ４１：４４．９１
 ８．６�
５９ � ゼットコマンダー 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４６０－ ２１：４５．０	 ５４．５�
２３ スズカイエロー 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５１４－ ６１：４５．２１ １３．０	
７１３ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５６ 松田 大作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ３１．７

８１５� ストームタイガー 牡５青鹿５７ 芹沢 純一吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：４５．３クビ ２２．３�
６１２ ダイナミックエース 牡７黒鹿５７ 北村 友一小川 勲氏 目野 哲也 静内 キヨタケ牧場 ５０４± ０１：４５．５１ ３８．３�
１２ ルポルタージュ ９鹿 ５７ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－１０１：４５．９２	 ６１．４
８１６� ユメノジェネラス 牡７栗 ５７ 高山 太郎三橋 琢磨氏 内藤 一雄 門別 福山牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ２８７．９�
４７ � ミヤジヒート 牡４鹿 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４９８－ ６１：４６．４３ ２０．６�
２４ � ローレルエルドラド 牡４鹿 ５６ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ６８．０�
１１ インターコウキ 牡８芦 ５７ 川島 信二インターナシヨナル

ホース� 福島 勝 門別 インターナシヨナル牧場 ５０４＋ ２１：４６．９３ １１３．２�
３５ � トゥーエニワン 牡７黒鹿５７ 田中 博康�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４５６－ ６１：４７．８５ ８６．５�
６１１�� ウインサウザー 牡５黒鹿５７ A．スボリッチ�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７０＋ ６１：４９．５大差 １２．０�

（独）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７２６，９００円 複勝： ３８，７９３，０００円 枠連： ３９，００４，１００円

普通馬連： １７９，３９１，２００円 馬単： １１３，１５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，２７８，４００円

３連複： １９３，１７０，７００円 ３連単： ４５１，５３７，７００円 計： １，０８５，０５３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（３－７） ５６０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２７７２６９ 的中 � ７０２１３（１番人気）
複勝票数 計 ３８７９３０ 的中 � ７９０９５（１番人気）� ７７９９０（２番人気）� ５８９０２（３番人気）
枠連票数 計 ３９００４１ 的中 （３－７） ５１６４４（１番人気）
普通馬連票数 計１７９３９１２ 的中 �� １８４２８１（１番人気）
馬単票数 計１１３１５１８ 的中 �� ５４５５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２２７８４ 的中 �� ３４３２５（１番人気）�� １９８１２（５番人気）�� ２３５５３（２番人気）
３連複票数 計１９３１７０７ 的中 ��� １０１６４７（２番人気）
３連単票数 計４５１５３７７ 的中 ��� ５０３９４（４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．１―４１．８―５４．２―１：０６．６―１：１８．９―１：３１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

�
�
ハギノトリオンフォ �

�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ノーザンテースト

２００２．５．１６生 牡５栗 母 ロイヤルアカデミー 母母 シヤダイロイヤル １９戦３勝 賞金 ５４，２７６，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインサウザー号は，平成１９年３月１０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 チェリスト号・テーオーキング号・トーセンハミング号・パリスゼンショウ号・パレスドン号・ブルーレパード号・

ヤマニンコーリング号
※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。


