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０２０４９ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

８１２ ビ ー ム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５０２－ ８１：４９．２ ２．８�

８１３ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：４９．３� ７．６�
７１１ デルマインドラ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ５４０± ０１：４９．４� ３．６�
４５ カシノウィンド 牡３青鹿５６ 赤木高太郎柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 海馬沢 明 ４６４－ ４１：４９．８２� １１．９�
１１ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 宮内牧場 ４９８－ ８１：４９．９クビ ３．９�
７１０ ショウサンガイナ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鈴木 昭和氏 加藤 敬二 新ひだか 谷岡 正次 ５１０＋１２１：５０．７５ １５０．２�
５７ � アウグーリオ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４３０＋ ２ 〃 アタマ １６．４	
６９ キ ー パ ー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ６７．６

５６ カイシュウウルフ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 ４６８＋ ４１：５１．７６ １５６．０�
４４ ドクトルスズカ 牡３鹿 ５６ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７８－ ４１：５１．８クビ ７１．７�
６８ マヤノディアウス 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平田所 英子氏 牧 光二 新冠 高橋 忍 ４９０± ０１：５２．８６ ３２．７
３３ クレバーウエスタン 牡３芦 ５６ 丸山 元気田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４６８＋１２ 〃 ハナ ９４．２�
２２ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 幸 英明柏木 務氏 谷 潔 新冠 平山牧場 ４５０－１２１：５４．８大差 ２４２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，１４３，７００円 複勝： １９，０７７，０００円 枠連： ６，０１５，７００円

普通馬連： ２０，９６３，６００円 馬単： １７，４１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６２２，７００円

３連複： ３１，９２１，８００円 ３連単： ５５，９５７，５００円 計： １７４，１１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（８－８） １，５５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ２１０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� ９，１７０円

票 数

単勝票数 計 １１１４３７ 的中 � ３２３４１（１番人気）
複勝票数 計 １９０７７０ 的中 � ５８１６２（１番人気）� １０９９７（５番人気）� ４２１７４（２番人気）
枠連票数 計 ６０１５７ 的中 （８－８） ２８７１（７番人気）
普通馬連票数 計 ２０９６３６ 的中 �� ９４１５（７番人気）
馬単票数 計 １７４１２５ 的中 �� ４７２８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６２２７ 的中 �� ３３４５（１０番人気）�� １７５１７（１番人気）�� ４００２（８番人気）
３連複票数 計 ３１９２１８ 的中 ��� １５２２２（４番人気）
３連単票数 計 ５５９５７５ 的中 ��� ４５０６（２７番人気）

ハロンタイム ６．７―１２．１―１２．９―１４．２―１３．３―１２．７―１２．２―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．８―３１．７―４５．９―５９．２―１：１１．９―１：２４．１―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３
１２，１，１１（５，４，１３）（２，３，１０）（９，８）（６，７）
１２（１，１１）（５，１３）（２，３，４，１０，８）（９，７）６

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

勝馬の
紹 介

ビ ー ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１０．８．１ 小倉８着

２００８．４．２８生 牡３鹿 母 メ ガ ク ラ ム 母母 アララットサン ８戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
〔制裁〕 ビーム号の騎手中舘英二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノマイラヴ号は，平成２３年３月５日まで平地競走に出走できない。

０２０５０ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第２競走 １，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

４４ ビップセンノセン 牝３黒鹿５４ 北村 友一鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４４０－ ４１：００．０ １．４�

７９ ヴィゴラスブレイン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太山上 和良氏 和田 正道 浦河 桑田 正己 ４５０－ ４１：００．７４ ４．８�

６８ アキノランラン 牝３芦 ５４
５１ ▲川須 栄彦穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 競優牧場 ４３８－ ４１：００．８� １１．３�

８１２ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４４８＋ ４１：０１．０１� ２４．０�
８１１ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４４０－ ２１：０１．６３� １０．１�
２２ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４ 野元 昭嘉菊池 五郎氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３４－ ２１：０１．７� ７４．２�
３３ レモンバーベナ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真	ミルファーム 武市 康男 浦河 斉藤英牧場 ４５２＋ ８１：０１．８クビ ６７．３

１１ ナンクルナイサ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２８－ ２１：０１．９� ３５．６�
７１０ ブルボンノキセキ 牡３鹿 ５６ 竹之下智昭國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７０＋ ６ 〃 クビ ９７．１�
５６ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 B４４８－ ４１：０２．０� １８１．５
６７ ゴーゴーチャンス 牡３栗 ５６ 丹内 祐次	ミルファーム 畠山 重則 浦河 金石牧場 ４５４－ １１：０２．６３� １３１．８�
５５ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５２８－ ８１：０３．０２� ２６６．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，２０６，４００円 複勝： ４１，２６０，７００円 枠連： ５，７８８，８００円

普通馬連： １８，５４４，５００円 馬単： １９，９３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４１３，６００円

３連複： ２６，５０１，４００円 ３連単： ６３，５０２，９００円 計： １９７，１５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－７） ２６０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� １，４４０円

票 数

単勝票数 計 １２２０６４ 的中 � ７１５９２（１番人気）
複勝票数 計 ４１２６０７ 的中 � ３０８５３７（１番人気）� ３７３７２（２番人気）� ２０５１３（３番人気）
枠連票数 計 ５７８８８ 的中 （４－７） １６７４６（１番人気）
普通馬連票数 計 １８５４４５ 的中 �� ５０７５９（１番人気）
馬単票数 計 １９９３４８ 的中 �� ３８９４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４１３６ 的中 �� １９７０９（１番人気）�� ９８５５（２番人気）�� ５４２２（５番人気）
３連複票数 計 ２６５０１４ 的中 ��� ３０７４３（１番人気）
３連単票数 計 ６３５０２９ 的中 ��� ３２７０５（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．３―３５．０―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．７
３ ４，８，９（２，３，１２）（６，７，１０）（１，５）１１ ４ ４－８，９（２，３，１２）－（６，１０）（１，７）－５，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップセンノセン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．１４ 小倉５着

２００８．２．９生 牝３黒鹿 母 エキゾーストタイム 母母 スーパードレス ７戦１勝 賞金 １２，０００，０００円

第１回　小倉競馬　第５日



０２０５１ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第３競走 １，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１２ コマンドパワー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン
牧場 ４８０＋ ４１：４９．８ ２．７�

６１２ ダノンマックイン 牡３黒鹿５６ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５０．１２ ３．９�
７１３ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ５．１�
２４ ノッティングボーイ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８２± ０１：５０．５２� １３．２�
７１４ オンワードデューク 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦�オンワード牧場 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４１８－２０ 〃 ハナ １０４．４�
２３ ログインデジタル 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一�橋 長治氏 根本 康広 新冠 守矢牧場 ４１８－ ２１：５０．７１� ２０２．１�
５１０ リアリーザワールド 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ８９．７	
５９ アナクレオン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信伊藤 信之氏 上原 博之 日高 豊洋牧場 ４３４－ ２１：５０．９１� ２０６．８

３５ リバークリーク 牡３栗 ５６ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム ５００－１０１：５１．２１� ２２．７�
６１１ オースミメイン 牡３青鹿５６ 赤木高太郎�オースミ 飯田 雄三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋ ２１：５１．３� １１６．７�
３６ ハードポケット 牡３栗 ５６ 太宰 啓介津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４４０－ ６１：５１．５１� １３．４
８１６ ア プ ジ ヒ ト 牡３栗 ５６ 幸 英明伊藤 信之氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４８２－１０１：５１．６クビ ２１．５�
４８ ホクザンヴィリル 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉木本 弘孝氏 野元 昭 浦河 �原 敏明 ４８０＋ ４１：５２．０２� ４６６．２�
１１ エルドラドゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人山本 茂氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 B４８６－１２１：５２．６３� １６５．０�
４７ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �天羽�治牧場 尾関 知人 日高 天羽 禮治 B５２４＋ ２１：５３．０２� ７．３�
８１５ ボ ウ シ ュ 牡３青 ５６ 丸田 恭介中村 政勝氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４３８± ０１：５３．４２� ９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２３３，１００円 複勝： １５，０９４，６００円 枠連： ７，６１６，２００円

普通馬連： ２１，０７０，８００円 馬単： １７，０４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８９８，０００円

３連複： ３２，３５２，９００円 ３連単： ４８，８２２，９００円 計： １６３，１３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（１－６） ５２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０２３３１ 的中 � ３０３３６（１番人気）
複勝票数 計 １５０９４６ 的中 � ３３７２７（１番人気）� ２６９３８（２番人気）� ２１２０６（３番人気）
枠連票数 計 ７６１６２ 的中 （１－６） １１０１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１０７０８ 的中 �� ２８５５９（１番人気）
馬単票数 計 １７０４８０ 的中 �� １５９８８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８９８０ 的中 �� １３５５９（１番人気）�� ５７６７（５番人気）�� ５６８９（６番人気）
３連複票数 計 ３２３５２９ 的中 ��� １７２６１（２番人気）
３連単票数 計 ４８８２２９ 的中 ��� ８８２９（２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１２．３―１３．５―１３．２―１２．８―１３．２―１３．１―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．１―３０．４―４３．９―５７．１―１：０９．９―１：２３．１―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．９
１
３
１３，７，２（１０，１２）－（６，８）９，４（１４，１５）－１（５，１６）３，１１
１３，７，２，１２，１０（６，８）９，４（５，１６）１４－（１，３，１５）１１

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

勝馬の
紹 介

コマンドパワー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．８．２９ 札幌３着

２００８．３．１生 牡３鹿 母 スロクチグサ 母母 スロクイザナミ ６戦１勝 賞金 １１，３００，０００円

０２０５２ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

４８ サイドアタック 牡３栗 ５６ F．ベリー 杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７２ ―１：５０．２ ３．０�
（愛）

８１６ ブラボースキー 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１８ ― 〃 クビ ５．５�
５９ アクロスザライト 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：５０．６２� １２．８�
８１５ キョウワノイノリ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６０ ―１：５１．０２� ７７．３�
１１ ボディアピール 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４４２ ―１：５１．１� ５７．２�
３５ オーシャンブルー 牡３鹿 ５６ U．リスポリ青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：５１．４２ ３．２	

（伊）

６１１ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５０６ ―１：５１．６１� ８９．１

１２ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５６ 上村 洋行土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４７２ ―１：５１．７� １３．０�
３６ メンデルスゾーン 牡３栗 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ５０６ ―１：５１．８クビ ２６．３�
５１０ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：５２．３３ １１０．６
２４ モズインフィニティ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太北側 雅司氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 ４７８ ―１：５２．５１� ３０．６�
４７ スズカゴーゴー 牡３芦 ５６ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４７６ ― 〃 クビ ４８．０�
７１４ ホーマンベルウィン 牡３黒鹿５６ 幸 英明久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４４４ ―１：５２．６� ３９．４�
２３ ラブサッキー 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 青森 佐々木牧場 ４８０ ―１：５３．３４ ２３８．９�
７１３ アメージングミノル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２ ―１：５３．４クビ １６．４�
６１２ エーシンシルビア 牝３栃栗５４ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４６ ―１：５５．０１０ ２６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，７３０，１００円 複勝： １５，００７，５００円 枠連： ７，４３７，２００円

普通馬連： １８，７３３，７００円 馬単： １４，９６４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２０６，２００円

３連複： ２８，０３０，４００円 ３連単： ４１，４１９，５００円 計： １４５，５２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（４－８） ７００円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ６９０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� １６，３２０円

票 数

単勝票数 計 １０７３０１ 的中 � ２９１０３（１番人気）
複勝票数 計 １５００７５ 的中 � ３３１７２（１番人気）� ２００８２（３番人気）� ９７７５（６番人気）
枠連票数 計 ７４３７２ 的中 （４－８） ７８８０（３番人気）
普通馬連票数 計 １８７３３７ 的中 �� １５９５６（２番人気）
馬単票数 計 １４９６４８ 的中 �� ７０５４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２０６２ 的中 �� ５０３８（３番人気）�� ３３２３（５番人気）�� １４９２（１５番人気）
３連複票数 計 ２８０３０４ 的中 ��� ５０３１（８番人気）
３連単票数 計 ４１４１９５ 的中 ��� １８７４（２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．２―１３．２―１３．２―１２．２―１１．５―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．１―５０．３―１：０３．５―１：１５．７―１：２７．２―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．５
１
３
１０，１６（１，８）（２，９）（１５，１４）（３，５）（６，１１，７）１３－１２－４
１０（１６，８，９）１５（１１，１４）１（２，５，７，４）（６，１３）－３－１２

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

勝馬の
紹 介

サイドアタック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．３．７生 牡３栗 母 ティークリッパー 母母 テイーブレーク １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※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 トウカイカンナ号
※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。



０２０５３ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第５競走 ２，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０分（番組第８競走を順序変更） （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．１
２：２８．６

重

不良

８８ ニシノスローン 牡４鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９８－ ６２：３８．４ ３．０�

３３ メイショウロッコー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９４－ ６２：３８．６１� １６．６�
１１ シルクマッドネス �４黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４６０＋ ４２：３８．９２ ５．１�
６６ ドラゴンソニック 牝４青鹿５４ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ６２：３９．２１� ５．８�
７７ エルブールズ 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４２：３９．３� １９．６�
５５ シルバービート 牝５芦 ５５ 丸田 恭介門野 重雄氏 南田美知雄 静内 フジワラフアーム ４８８－１２ 〃 クビ ５４．７�
４４ サ イ カ ニ ア 牡４鹿 ５６ U．リスポリ�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 B４９０－ ４２：３９．５１� ３．４	

（伊）

２２ アテンボーイ 牡４栗 ５６ 西田雄一郎玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８２＋ ２２：３９．８２ ７．６


（８頭）

売 得 金

単勝： １２，７６７，７００円 複勝： １６，６８５，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １９，７５２，７００円 馬単： １６，６６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８，４１２，２００円

３連複： ２５，２０５，８００円 ３連単： ６１，６０９，３００円 計： １６１，１０２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ９，９７０円

票 数

単勝票数 計 １２７６７７ 的中 � ３３９５３（１番人気）
複勝票数 計 １６６８５７ 的中 � ３８７６２（１番人気）� １１３３１（６番人気）� ３７６８４（２番人気）
普通馬連票数 計 １９７５２７ 的中 �� ７０７０（９番人気）
馬単票数 計 １６６６９２ 的中 �� ３７９５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４１２２ 的中 �� ２９７２（９番人気）�� １４８０８（１番人気）�� ２８８８（１１番人気）
３連複票数 計 ２５２０５８ 的中 ��� １１４７７（６番人気）
３連単票数 計 ６１６０９３ 的中 ��� ４５６３（３５番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．７―１３．９―１３．８―１３．５―１３．６―１４．０―１３．０―１２．５―１２．４―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．５―２６．２―４０．１―５３．９―１：０７．４―１：２１．０―１：３５．０―１：４８．０―２：００．５―２：１２．９―２：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
�
４，８（３，７）５（２，６）－１
４，８（３，７，２）５（６，１）

２
�
４，８（３，７）５，６，２－１
４，８，３，７，２（５，６，１）

勝馬の
紹 介

ニシノスローン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．７．５ 札幌９着

２００７．２．１０生 牡４鹿 母 セイウンヒメラギ 母母 カディザデー １１戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
※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。

０２０５４ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第６競走 １，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分（番組第５競走を順序変更） （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４５２－ ２ ５９．８ １．８�

４５ プリンセスエリー 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ４８２－１０ 〃 クビ １５．９�
５８ キタサンハナミチ 牝５青鹿５５ 太宰 啓介�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６４－ ２ ５９．９クビ １５．１�
６１０ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５４－ ４１：００．３２� ３７．５�
６９ � カシノカルミア 牝４栗 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４４８－ ６１：００．４� ３７４．５�
３４ � トゥインクルスノー 牝４鹿 ５５ 黛 弘人トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４５６＋ ２１：００．５� １５．１�
８１４ ウ イ ン ル ナ 牝５栗 ５５

５２ ▲西村 太一	ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４７８＋１２ 〃 アタマ ５．４

３３ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４１４± ０１：００．７１ ２２．１�
５７ � メイプルステージ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 成隆牧場 ４６０－１３ 〃 ハナ １０６．１�
４６ � ボムクイーン 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信門野 文典氏 南田美知雄 門別 日高大洋牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ６９．４
７１２� クレバーヒロイン 牝５黒鹿５５ 丸山 元気田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７６＋ ４１：０１．４４ ５７．４�
８１３� タケカエルダ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４２０－２６１：０１．６１� ６５．１�
２２ コウヨウマリーン 牝６青鹿５５ 宮崎 北斗寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４５２－ ６ 〃 ハナ １８０．５�
１１ ウィザースプーン 牝５鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦 �キャロットファーム 小島 貞博 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－１２１：０１．８１� ５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，６８７，６００円 複勝： ２２，５６６，７００円 枠連： ６，５９９，９００円

普通馬連： ２１，０２４，５００円 馬単： １８，９８２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１６０，８００円

３連複： ３４，２３６，６００円 ３連単： ５８，４１１，５００円 計： １８６，６７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � ２７０円 枠 連（４－７） １，０２０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４２０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ３，４００円 ３ 連 単 ��� １４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １２６８７６ 的中 � ５６７３６（１番人気）
複勝票数 計 ２２５６６７ 的中 � １０９９７７（１番人気）� ９５２８（６番人気）� １３８１８（５番人気）
枠連票数 計 ６５９９９ 的中 （４－７） ４７８０（５番人気）
普通馬連票数 計 ２１０２４５ 的中 �� １２０２０（５番人気）
馬単票数 計 １８９８２５ 的中 �� ６８８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１６０８ 的中 �� ６８８３（５番人気）�� ７５３５（４番人気）�� １２５３（２６番人気）
３連複票数 計 ３４２３６６ 的中 ��� ７４３５（１１番人気）
３連単票数 計 ５８４１１５ 的中 ��� ２９３１（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．３
３ ５，１１（８，１４）（１，７）（４，９，１３，１２）（３，６，１０）－２ ４ ５，１１（８，１４）７，１（４，９）１２（３，１０）１３（２，６）

勝馬の
紹 介

ショウナンタイリン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１４ 阪神５着

２００６．１．１５生 牝５栗 母 ゴールデンページ 母母 ゴールデンリッカ １９戦２勝 賞金 ２９，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 コウヨウマリーン号の調教師武藤善則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ケイエスシンアカリ号・テイエムマイヒメ号
（非抽選馬） １頭 アンジェリークダダ号
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０２０５５ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

１１ � クラレットジャグ �６鹿 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４１：４６．９ ４．３�

５６ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１２－ ４ 〃 クビ ２．９�
２２ � マックスドーズ �６栗 ５７ 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４４４＋ ４１：４７．６４ ２７．３�
８１１ ジーワンボーイ 牡４鹿 ５６ 藤岡 康太芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ２１：４７．７� ３．７�
５５ カシノピストン 牡４芦 ５６

５５ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６２± ０ 〃 アタマ ６８．５�
６７ � サンワードハーレー 牡６青鹿５７ 太宰 啓介佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 米 Chesapeake Farm

& Gianca Stables B４５８± ０１：４７．９１	 ４３．２�
７１０ メジロフランクリン 牡４鹿 ５６ 黛 弘人�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ５０２＋ ４１：４８．１１� ５６．９	
４４ カラーチャージ 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４８０＋ ４１：４８．２� １０．７

８１２� フィールドウイナー 牡７鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５３０－ ８１：４８．３� １４．９�

３３ レディオーロラ 牝６鹿 ５５
５２ ▲水口 優也柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 B４５８－ ８１：４９．４７ ２８５．２�

７９ � アースワーク 牡４鹿 ５６ 丸山 元気金子真人ホール
ディングス 松田 国英 米 Betty L. Mabee

& Larry Mabee ５２２－ ８ 〃 クビ １３．３�
６８ � ペガサスフォート �６栗 ５７ 中舘 英二広尾レース 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry

Throughbreds ５２４± ０１：４９．７１
 １４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，５７８，５００円 複勝： １７，１２８，３００円 枠連： ７，１６３，１００円

普通馬連： ２２，２４２，６００円 馬単： １６，７６３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９２１，６００円

３連複： ３２，６６７，１００円 ３連単： ５６，６４７，０００円 計： １７５，１１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ４００円 枠 連（１－５） ６００円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ９１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 １１５７８５ 的中 � ２１６５８（３番人気）
複勝票数 計 １７１２８３ 的中 � ２６０１５（３番人気）� ３６８３０（２番人気）� ８６３０（７番人気）
枠連票数 計 ７１６３１ 的中 （１－５） ８８４１（２番人気）
普通馬連票数 計 ２２２４２６ 的中 �� ２３８０５（２番人気）
馬単票数 計 １６７６３９ 的中 �� ９０５２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９２１６ 的中 �� ８２７９（２番人気）�� ２８５４（１２番人気）�� ２１３９（１７番人気）
３連複票数 計 ３２６６７１ 的中 ��� ７５３９（１０番人気）
３連単票数 計 ５６６４７０ 的中 ��� ３３５７（２４番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．５―１２．０―１３．１―１３．２―１２．６―１２．５―１２．８―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．２―３０．２―４３．３―５６．５―１：０９．１―１：２１．６―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８
１
３

・（３，９，８）（１，４）（６，１２）（２，７，１１）－１０，５・（９，８）（４，１２）１（３，６）１１，２（７，５）１０
２
４
９（３，８）（１，４）１２（２，６，１１）７，５，１０
９（８，４）（１，１２）６（３，２）（７，１１，５）１０

勝馬の
紹 介

�クラレットジャグ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ

２００５．２．２８生 �６鹿 母 クラレットパンチ 母母 ダンスロマンス １５戦１勝 賞金 ２５，１００，０００円
初出走 JRA

０２０５６ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第８競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分（番組第７競走を順序変更） （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１７� ドリームピーチ 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４２－ ８１：０８．７ ４．９�

６１１ フェリキタース 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 ４８０± ０１：０９．１２� ２７．６�
８１６ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５

５２ ▲川須 栄彦吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４６＋１０１：０９．２� ４．８�
１２ マルセイユシチー 牝５栗 ５５ U．リスポリ �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４５２＋ ４１：０９．３� ３．９�

（伊）

６１２ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 西田雄一郎中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６± ０ 〃 ハナ ２６．４�
４８ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎�橋まゆみ氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４８８＋ ４１：０９．４� ２３９．５	
８１８ ク ル タ ナ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４３０＋１４１：０９．５� ２１．４

２４ コイクレナイ 牝５栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６０＋１２ 〃 ハナ ３７．７�
７１３ メジロアリエル 牝６鹿 ５５ 黛 弘人�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４５４＋１４ 〃 アタマ ７２．７�
２３ シャイニーカフェ 牝６青鹿５５ 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ １２．６
３６ メジロソフィア 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６－ ２ 〃 ハナ ２３．９�
５１０ ディーズハイビガー 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ５０２＋ ８１：０９．６� ２９．０�
７１５� バージンバラード 牝４栗 ５５ 鮫島 良太中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 馬道 繁樹 ４３０－ ２１：０９．７� ９９．１�
１１ カシノコロン 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４４０＋ ４１：０９．８� ２８２．０�
７１４ マスターセイレーン 牝４鹿 ５５ 幸 英明�服部牧場 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ７７．６�
３５ レッドハイヒール 牝５鹿 ５５ 浜中 俊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４８２－２０１：１０．０１� ５．２�
４７ レーシングマーチ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４１６＋ ２１：１０．１クビ ２４．６�
５９ ベッラフィーリア 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４２４＋ ６１：１０．３１� １１１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，０９４，３００円 複勝： ２１，１１１，９００円 枠連： １１，１３８，５００円

普通馬連： ２６，４０３，４００円 馬単： １８，３９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６０６，２００円

３連複： ４２，０９４，０００円 ３連単： ６９，２９６，０００円 計： ２１４，１３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � ６００円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，３６０円

普通馬連 �� ７，９２０円 馬 単 �� １１，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０９０円 �� ５００円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� １２，２７０円 ３ 連 単 ��� ８２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １２０９４３ 的中 � １９６２３（３番人気）
複勝票数 計 ２１１１１９ 的中 � ４２４８７（１番人気）� ６９４３（８番人気）� ２７８７２（３番人気）
枠連票数 計 １１１３８５ 的中 （６－８） ６０５３（６番人気）
普通馬連票数 計 ２６４０３４ 的中 �� ２４６２（３３番人気）
馬単票数 計 １８３９０１ 的中 �� １１９７（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６０６２ 的中 �� １５４４（２８番人気）�� ７３４５（１番人気）�� １０３９（３９番人気）
３連複票数 計 ４２０９４０ 的中 ��� ２５３２（４１番人気）
３連単票数 計 ６９２９６０ 的中 ��� ６１７（２５７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．９―１１．５―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．４―３３．３―４４．８―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．４
３ ・（５，１３）（１０，１４，１８）（２，７）（９，１２，１６）３（１１，１５）１（４，１７）－（６，８） ４ ・（５，１３）－（２，１４）（１０，１８）（７，１６）（３，１１，１２）（９，１５，１７）（１，４）（６，８）

勝馬の
紹 介

�ドリームピーチ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ブライアンズタイム

２００７．１．１６生 牝４鹿 母 ミレニアムクイーン 母母 ミヤマバイオレット ９戦１勝 賞金 １９，１６６，０００円
地方デビュー ２００９．８．３０ 金沢

※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 アンフィルージュ号
※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。



０２０５７ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第９競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

６７ ラムタムタガー 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：４８．４ ２．８�

３３ シゲルアサマヤマ 牡５青鹿 ５７
５４ ▲西村 太一森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４８８－ ６１：４８．７２ ５．８�

７９ クオリティタイム �５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２６－ ２１：４８．８� １７．５�
８１１ ベストルート 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�服部牧場 庄野 靖志 静内 服部 牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ２．９�
６６ � ホクセツポイント 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４５４＋ ６１：４９．０１� １２１．８�
１１ シュンハレン 牡５黒鹿５７ 田中 健石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ５０４＋ ２１：４９．２１� ４２．６	
７８ タニノネグローニ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４９０－１２１：４９．３� ７．１

４４ � メイショウサミット 牡５鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５５２－ ８１：４９．４� ２０．１�
５５ ウイントランザム 牡４鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６４－ ２１：４９．９３ １３．１�
２２ パラダイスモデル 牝４黒鹿５４ 二本柳 壮佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４４６－ ６１：５０．１１� １４０．９
８１０ マイネルビスタ 牡７栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 B４６４－ ２ 〃 アタマ ３６．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，７４４，４００円 複勝： １８，７６８，７００円 枠連： ７，０８９，７００円

普通馬連： ２６，３８８，６００円 馬単： ２０，８４０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，６７７，１００円

３連複： ４０，０８８，１００円 ３連単： ８３，３９９，４００円 計： ２２０，９９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（３－６） ９００円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７７０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� １４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １１７４４４ 的中 � ３３２４１（１番人気）
複勝票数 計 １８７６８７ 的中 � ３７４２８（２番人気）� ２７７６１（３番人気）� １３８０３（６番人気）
枠連票数 計 ７０８９７ 的中 （３－６） ５８７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ２６３８８６ 的中 �� １９３９６（４番人気）
馬単票数 計 ２０８４０７ 的中 �� ８３１１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２６７７１ 的中 �� ８００２（３番人気）�� ４００２（８番人気）�� ２８６０（１２番人気）
３連複票数 計 ４００８８１ 的中 ��� ７８６８（１４番人気）
３連単票数 計 ８３３９９４ 的中 ��� ４２０３（３９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．８―１２．７―１３．７―１３．３―１３．０―１２．３―１２．１―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．７―３１．４―４５．１―５８．４―１：１１．４―１：２３．７―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．０
１
３
１１（１，７，２）１０－（３，６）４，８－（５，９）・（１１，７，８）２（１，４，１０，６）３－（５，９）

２
４
１１，７（１，２）１０（３，４）６－８－９，５
７（１１，８，６）２（１，４）（１０，３）９，５

勝馬の
紹 介

ラムタムタガー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１２着

２００６．３．１２生 牡５黒鹿 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド ２２戦２勝 賞金 ２３，２９１，０００円

０２０５８ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４６ ヒットメーカー 牡４青鹿５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４４０－１２１：５８．４ ３．１�

３４ ティキマハロ 牡４黒鹿５６ U．リスポリ萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ８１：５９．１４ ５．５�
（伊）

８１４ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５６ 浜中 俊土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７２－ ２１：５９．２� １０．３�
７１１� エーシンマイトップ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４９２＋ ６１：５９．３� １０．０�
６９ � マッキースチール 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４８４± ０１：５９．５１� ３５２．８�
４５ � コラデピーノ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith B４３８－ ４１：５９．６� ３２．１�
８１３� ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４２－ ２１：５９．９１	 １６．９	
７１２ ロックフルマーク 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４１８－ ４ 〃 ハナ ２２．４

５７ ビップレジェンド 牡４栗 ５６ 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １７．８�
５８ チャーリーポイント 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４８４＋ ８２：００．２１	 ３．８�
３３ � ベストプロジェクト 牡６栗 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd B４９２－ ６２：００．９４ １４．３
２２ マイネルテネル 牡４青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ハクツ牧場 ５１０－１４２：０１．５３� ５８．４�
６１０� アスカノラムセス 牡５栗 ５７ 川須 栄彦豊田 智郎氏 小原伊佐美 日高 大沢育成牧場 ４７６± ０２：０２．３５ １５１．６�
１１ ショウナンカガリビ 牝４栗 ５４ 北村 友一国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－１４２：０３．３６ ２４９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，５０３，９００円 複勝： ２９，３４３，７００円 枠連： １３，６６６，３００円

普通馬連： ４５，６２２，２００円 馬単： ２９，８７１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４０２，６００円

３連複： ６７，０１７，９００円 ３連単： １１５，４１０，９００円 計： ３３８，８３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（３－４） ６７０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５４０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� １３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １７５０３９ 的中 � ４４９７９（１番人気）
複勝票数 計 ２９３４３７ 的中 � ６５００１（１番人気）� ３７２７１（３番人気）� ２６９２３（４番人気）
枠連票数 計 １３６６６３ 的中 （３－４） １５２６０（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５６２２２ 的中 �� ３８２６７（２番人気）
馬単票数 計 ２９８７１９ 的中 �� １３７０７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４０２６ 的中 �� １４１１５（２番人気）�� ９３２６（４番人気）�� ４７３７（１４番人気）
３連複票数 計 ６７０１７９ 的中 ��� １６４７１（７番人気）
３連単票数 計１１５４１０９ 的中 ��� ６４１５（１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．９―１２．２―１１．７―１１．７―１２．１―１２．２―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．０―３４．９―４７．１―５８．８―１：１０．５―１：２２．６―１：３４．８―１：４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．８
１
３
１１－（１，４）８（３，１３）（５，７）－（６，９）－（２，１４）１２，１０
１１－４（５，８）（６，１３）（７，１４）１２（１，９）３，２＝１０

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

勝馬の
紹 介

ヒットメーカー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．８．２３ 小倉２着

２００７．３．１７生 牡４青鹿 母 マイシェリープレイメイト 母母 My Cherie Amour １４戦２勝 賞金 ３０，２２９，０００円
※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。



０２０５９ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第１１競走 ��１，８００�第４５回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時２５分 （芝・右）

４歳以上，２２．２．６以降２３．１．３０まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

５１０ サンライズベガ 牡７鹿 ５５ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ２１：４５．３ １９．７�

７１４ バトルバニヤン 牡７栗 ５７ 藤岡 康太津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ３０．１�
２３ リルダヴァル 牡４栗 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５００＋ ８ 〃 クビ ２．７�

（伊）

３６ � スマートステージ 牡６鹿 ５４ 田中 博康大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０８－ ２１：４５．５１� ３２．４�
５９ サンライズマックス 牡７黒鹿５７ 武 幸四郎松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １３．１�
４７ マヤノライジン 牡１０鹿 ５４ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７８－ ２１：４５．６クビ １５４．１�
１２ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５６ 幸 英明	オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４１：４５．７� ３．１

３５ オートドラゴン 牡７栗 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５１２－ ６１：４５．８� ２８．８�
８１５ ダイシングロウ 牡７黒鹿５３ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５００± ０１：４５．９� ３５．０�
６１２ クレバートウショウ 牡５鹿 ５５ 丸山 元気田 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ４９８－ ６１：４６．０� １１．２�
２４ シゲルタック 牡７鹿 ５３ 松山 弘平森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７０－ ４１：４６．３１� １６０．８�
７１３ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６－ ４１：４６．４� ６０．３�
４８ コスモセンサー 牡４栗 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９８＋ ２１：４６．９３ ８．０�

（愛）

８１６� チョウカイファイト 牡８栗 ５５ 吉田 隼人	平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０８± ０１：４７．２１� ６０．７�
６１１ アンノルーチェ 牡６鹿 ５６ 浜中 俊�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４４６± ０１：４７．５１� ２１．０�
１１ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５２ 上村 洋行竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５１０＋ ２１：４７．８１� ３１０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，８１４，３００円 複勝： １１６，１１８，６００円 枠連： ６１，１６７，８００円

普通馬連： ３６２，４０６，１００円 馬単： １８３，６３９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，１２４，０００円

３連複： ５３１，３１５，２００円 ３連単： ９６７，４１７，１００円 計： ２，４２１，００２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４５０円 � ６００円 � １５０円 枠 連（５－７） ５，８１０円

普通馬連 �� １９，１００円 馬 単 �� ４０，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２００円 �� １，１４０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １６，６２０円 ３ 連 単 ��� １７９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ７５８１４３ 的中 � ３０４２８（６番人気）
複勝票数 計１１６１１８６ 的中 � ５６００２（６番人気）� ４０５９５（８番人気）� ２８８８７４（２番人気）
枠連票数 計 ６１１６７８ 的中 （５－７） ７７８１（２１番人気）
普通馬連票数 計３６２４０６１ 的中 �� １４００９（４５番人気）
馬単票数 計１８３６３９２ 的中 �� ３３１５（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３１２４０ 的中 �� ７０２２（４１番人気）�� ２７２２７（１２番人気）�� ２１９１８（１４番人気）
３連複票数 計５３１３１５２ 的中 ��� ２３５９６（５６番人気）
３連単票数 計９６７４１７１ 的中 ��� ３９７３（４８７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１１．７―１１．７―１１．７―１１．６―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３５．０―４６．７―５８．４―１：１０．１―１：２１．７―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズベガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Theatrical デビュー ２００７．４．２２ 京都１着

２００４．４．２３生 牡７鹿 母 オーパスワン 母母 ティルティング ３２戦６勝 賞金 ２１８，６４４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 エーティーボス号・ホワイトピルグリム号・メイショウカンパク号
※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。

０２０６０ ２月５日 晴 良 （２３小倉１）第５日 第１２競走 １，２００�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１４ グレナディーン 牝４黒鹿５５ U．リスポリ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６８＋１４１：０８．２ ３．６�
（伊）

２３ ヤマニングルノイユ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８８－ ４１：０８．３� ４．５�
４８ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４７０－ ６ 〃 クビ ４０．８�
７１５ リ ュ ン ヌ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４６６＋ ２１：０８．４クビ １９０．７�
３６ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ２ 〃 クビ ６１．４�
１２ シュテルンターラー 牝４芦 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９０＋１２１：０８．５� １５．３	
５９ � アイスカービング 牝７黒鹿５５ 大野 拓弥下河
行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７０－ ８ 〃 ハナ ２３．２�
７１３ シルクナデシコ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４２２－ ２１：０８．６クビ １７．５�
１１ ステラーホープ 牝６鹿 ５５ 中舘 英二 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４５４－ ８ 〃 アタマ ５．６
４７ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹�大樹ファーム 松元 茂樹 新冠 パカパカ

ファーム ４６２＋ ６ 〃 クビ ３２．８�
６１２ メイショウサバト 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好�氏 小島 貞博 浦河 浦河日成牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １９．５�
８１７ タムロウイング 牝５鹿 ５５ 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４７６＋ ２１：０８．９２ １２．５�
８１６� ハートランドノリカ 牝６黒鹿５５ 丸山 元気豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４６８＋ ２１：０９．０� ２１６．７�
５１０ モ モ フ ク 牝６栗 ５５ 丹内 祐次大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４８４＋ ６ 〃 ハナ １２９．０�
３５ アドマイヤサーフ 牝４青鹿５５ 上村 洋行近藤 利一氏 須貝 尚介 新冠 ハシモトフアーム ４５６－ ４１：０９．１クビ ７．６�
２４ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４２８＋ ２１：０９．３１� ４３．９�
６１１� シチリアーナ 牝６黒鹿５５ 小野寺祐太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６４－ ２１：１０．７９ ２７．６�
８１８ イイデサンドラ 牝４芦 ５５ 田中 博康 �アールエスエーカントリ谷原 義明 新冠 山岡ファーム ４４８－ ２１：１０．９１� ２１３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９９，７００円 複勝： ４１，９２８，２００円 枠連： ２１，１５９，１００円

普通馬連： ７２，８５２，３００円 馬単： ４０，６６６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９４１，８００円

３連複： １１５，０３７，２００円 ３連単： １８１，４４９，５００円 計： ５２９，６３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ７９０円 枠 連（２－７） ９１０円

普通馬連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２，８７０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� １３，３１０円 ３ 連 単 ��� ５６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２５５９９７ 的中 � ５６６７４（１番人気）
複勝票数 計 ４１９２８２ 的中 � ６７０８４（１番人気）� ６４３０８（２番人気）� １０６０４（１２番人気）
枠連票数 計 ２１１５９１ 的中 （２－７） １７３１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２８５２３ 的中 �� ３８５２３（２番人気）
馬単票数 計 ４０６６６４ 的中 �� １２２９９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９４１８ 的中 �� １５４２６（２番人気）�� ２５４４（４１番人気）�� ３２５９（２９番人気）
３連複票数 計１１５０３７２ 的中 ��� ６３８２（４１番人気）
３連単票数 計１８１４４９５ 的中 ��� ２３７１（１３０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１１．２―１１．４―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．３―４４．７―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．９
３ ・（３，１５）（４，８，１４，１７）（１，２，５，７）６（１３，１８）１０（１１，１２）（９，１６） ４ ・（３，１５）（４，８，１４，１７）（１，２，５，７）６（１０，１３）（９，１８，１２）（１１，１６）

勝馬の
紹 介

グレナディーン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Alydar デビュー ２００９．９．２６ 阪神１着

２００７．４．１１生 牝４黒鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー １２戦３勝 賞金 ５０，３５５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 モモフク号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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 ヤマニンプロローグ号
※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。



（２３小倉１）第５日 ２月５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２９，８２０，０００円
１，０９０，０００円
８，５６０，０００円
１，９７０，０００円
２１，７８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，４０４，０００円
４，６４０，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
２２４，１０３，７００円
３７４，０９１，６００円
１５４，８４２，３００円
６７６，００５，０００円
４１５，１８４，０００円
２７３，３８６，８００円
１，００６，４６８，４００円
１，８０３，３４３，５００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，９２７，４２５，３００円

総入場人員 ８，８４８名 （有料入場人員 ７，９９７名）


