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０２０８５ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第１競走 ��１，０００�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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５８ ヒノクニリョジョウ 牝３栗 ５４ 酒井 学小田切有一氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４６６± ０１：００．８ ９．３�

１１ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 松田 大作田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９２± ０ 〃 クビ ５０．９�
８１３ クールフォエバー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真川上 哲司氏 坂本 勝美 新ひだか 沖田 博志 ４７８－１０ 〃 ハナ ６２．０�
４５ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４４２－ ８１：００．９� ３．９�
４６ テイエムタイホー 牡３栗 ５６ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４７２－ ２１：０１．０� １７．４�
６１０ メイショウボクデン 牡３黒鹿５６ 中舘 英二松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 ４２０－ ６ 〃 クビ ２．４�
５７ バートラムガーデン 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４４６－ ６１：０１．１� ４．４	
２２ タマモレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B４３８± ０１：０１．３１� １００．２�
６９ オーブライツ 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４９２＋ ２１：０１．４クビ ２４．０�
７１１ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４３８－ ２１：０１．５� １９．０�
３４ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 上村 洋行谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４６６－ ６１：０１．８１� ４２．４�
３３ リバーチケット 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４２０ ―１：０２．０１� １０５．１�
８１４ スターインザライト 牝３栗 ５４ 西田雄一郎星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０６± ０１：０２．５３ ２０７．２�
７１２ オースミムーン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人
オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４５４± ０１：０２．７１� ５３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，８０２，１００円 複勝： ２０，９０８，７００円 枠連： ７，６１３，９００円

馬連： ２２，８４８，９００円 馬単： １８，９６１，２００円 ワイド： １１，９７４，０００円

３連複： ３５，５６６，６００円 ３連単： ６１，６６５，１００円 計： １９０，３４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３８０円 � １，４５０円 � １，４３０円 枠 連（１－５） ６，６６０円

馬 連 �� １５，４９０円 馬 単 �� ２６，３６０円

ワ イ ド �� ２，６８０円 �� ３，３１０円 �� ７，２８０円

３ 連 複 ��� １６７，１９０円 ３ 連 単 ��� ５９１，０３０円

票 数

単勝票数 計 １０８０２１ 的中 � ９１８４（４番人気）
複勝票数 計 ２０９０８７ 的中 � １６２３６（４番人気）� ３５８１（９番人気）� ３６４２（８番人気）
枠連票数 計 ７６１３９ 的中 （１－５） ８４４（１７番人気）
馬連票数 計 ２２８４８９ 的中 �� １０８９（３５番人気）
馬単票数 計 １８９６１２ 的中 �� ５３１（６２番人気）
ワイド票数 計 １１９７４０ 的中 �� １１０９（２３番人気）�� ８９２（３２番人気）�� ４０１（５５番人気）
３連複票数 計 ３５５６６６ 的中 ��� １５７（１９０番人気）
３連単票数 計 ６１６６５１ 的中 ��� ７７（８５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．５―４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．９
３ ・（７，８）１３（５，６）２（１，１０）９，１１，１４－３，４，１２ ４ ・（７，８）１３（５，６）（１，２）（１１，１０）９－１４－３－４，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒノクニリョジョウ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．７．３０ 小倉１４着

２００９．３．２４生 牝３栗 母 ヒカルフリート 母母 ヒカルバリオス ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円

０２０８６ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第２競走 ��１，７００�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

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

７１３ スズカウラノス 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４４－ ２１：４８．５ １９．９�

５９ ナムラコンカー 牡３鹿 ５６ 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５２６－ ６１：４８．７１� １．８�
２２ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６４＋ ２１：４９．１２� ５．３�
８１４ ジャガーファング 牡３栗 ５６ 酒井 学トール＆ワイド 田中 章博 日高 藤本 友則 ４８６± ０１：４９．６３ ５８．１�
３５ サダムオベーション 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２１．３�

６１０ レジェンドスズラン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５２６＋１０１：４９．７クビ １３１．３�
３４ タマモショパン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋タマモ	 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４９４± ０１：４９．８� １３．７

７１２ リーノレオン 牡３栗 ５６ 村田 一誠呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４９０＋ ６１：５０．０１� ２０２．４�
６１１ モンテビアンコ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４８４－ ２１：５０．１� １１．５�
８１５ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５４－ ４１：５０．９５ ２６３．５
４６ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：５１．１１� ４５．０�
２３ アマクサハイヤ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人奈良�孝一郎氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム ４９２－ ２１：５１．５２� ９９．１�
１１ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５２± ０１：５１．６クビ ４０．５�
５８ ハナズフルムーン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋１０１：５２．０２� ４０．１�
４７ ヒカリサーベル 牡３青 ５６ 中舘 英二	ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ５０６± ０１：５２．８５ ６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，４０６，０００円 複勝： ２４，８１２，３００円 枠連： ６，６１０，５００円

馬連： ２２，４７２，３００円 馬単： １８，３８１，９００円 ワイド： １２，５７２，６００円

３連複： ３７，１０７，２００円 ３連単： ６１，４４８，２００円 計： １９６，８１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９９０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � １５０円 枠 連（５－７） １，３３０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ８８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� ２３，２４０円

票 数

単勝票数 計 １３４０６０ 的中 � ５３２１（６番人気）
複勝票数 計 ２４８１２３ 的中 � １３１７３（７番人気）� ９１５６６（１番人気）� ４１９０７（２番人気）
枠連票数 計 ６６１０５ 的中 （５－７） ３６９０（６番人気）
馬連票数 計 ２２４７２３ 的中 �� １１０７４（５番人気）
馬単票数 計 １８３８１９ 的中 �� ２６８３（１５番人気）
ワイド票数 計 １２５７２６ 的中 �� ５９５３（７番人気）�� ３０９２（９番人気）�� １５９２５（１番人気）
３連複票数 計 ３７１０７２ 的中 ��� １２２４８（４番人気）
３連単票数 計 ６１４４８２ 的中 ��� １９５２（５８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．５―１３．２―１３．０―１２．５―１２．７―１３．２―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．８―４４．０―５７．０―１：０９．５―１：２２．２―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スズカウラノス �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１１．２６ 小倉２着

２００９．３．３生 牡３鹿 母 ウエスティンタイム 母母 アストレジャー ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 アマクサハイヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アマクサハイヤ号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 メイショウルーメン号（疾病〔四肢挫創〕のため）

第１回 小倉競馬 第８日



０２０８７ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・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

１：０６．５
１：０６．５

良

良

５９ マコトナワラタナ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４１：０９．３ ８．７�

２３ クラウンエンビー 牡３栗 ５６ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５４＋ ２ 〃 クビ ６．０�
７１４ ディアイレイザー 牡３栗 ５６ 中舘 英二ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 ４６６－ ８１：０９．４� １１．１�
１１ エーティーオヤブン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ４１：０９．５クビ ７．２�
５１０ スリーサンハーツ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２± ０１：０９．６� １０．６�
４７ チュウワダンサー 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４４２－ ４１：０９．８１� ６４．７�
４８ サクラグロリアス 牡３青鹿５６ 川須 栄彦�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ３．９	
３５ ハートオブミニー 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７２－ ４ 〃 アタマ ４４．４

６１２ マイネルドラガン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B４２８－ ８１：０９．９クビ １５．９�
８１５ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６４＋ ２ 〃 同着 １９２．２�
６１１ ワンダープレンダ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４７４＋ ６ 〃 クビ ４６．３
１２ トーセンムンク 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２＋ ２１：１０．０クビ １２．２�
７１３ シューサクオー 牡３鹿 ５６ 松田 大作杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４８０＋ ８１：１０．２１� ７．３�
８１６ ドラゴンエッグ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ２７．０�
３６ オンワードアマンド 牝３鹿 ５４ 松山 弘平樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４４０－ ４１：１０．５１� ９９．５�
２４ アップルアヤ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗上野 直樹氏 小野 次郎 新冠 山岡ファーム B４１４＋１６１：１０．６� ２０８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，７０５，７００円 複勝： ２２，２７７，７００円 枠連： ９，４０５，７００円

馬連： ２７，０５６，９００円 馬単： １８，５５８，３００円 ワイド： １５，０４１，１００円

３連複： ４３，５１９，６００円 ３連単： ６４，１００，４００円 計： ２１２，６６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２５０円 � ２２０円 � ４３０円 枠 連（２－５） １，５００円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ５，１１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２，０６０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ６２，５８０円

票 数

単勝票数 計 １２７０５７ 的中 � １１６３０（５番人気）
複勝票数 計 ２２２７７７ 的中 � ２４６３５（３番人気）� ２９６７３（２番人気）� １１９６６（８番人気）
枠連票数 計 ９４０５７ 的中 （２－５） ４６４９（９番人気）
馬連票数 計 ２７０５６９ 的中 �� ８９４２（５番人気）
馬単票数 計 １８５５８３ 的中 �� ２６８５（１５番人気）
ワイド票数 計 １５０４１１ 的中 �� ６１３３（４番人気）�� １７４７（３２番人気）�� ２１３３（２４番人気）
３連複票数 計 ４３５１９６ 的中 ��� ２４０１（５２番人気）
３連単票数 計 ６４１００４ 的中 ��� ７５６（２１１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．２―１１．７―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．５―４５．２―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．８
３ ・（１，２）９（１１，１２）（４，３，１４）（１５，１６）（６，１０，１３）（５，７，８） ４ ・（１，２）９（４，１１，１２）（１０，３，１４）１６（６，７，１５，１３）（５，８）

勝馬の
紹 介

マコトナワラタナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．１５ 小倉４着

２００９．１．２７生 牝３鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００円

０２０８８ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・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

１：５７．３
１：５６．１

良

良

１１ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４２：０２．５ １．５�

１２ ブルータンザナイト 牡３青鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５３６－ ４ 〃 クビ ５５．９�

３６ エーシンデューク 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 ４８０－ ８２：０２．６クビ ４７．３�
２４ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４５８± ０ 〃 ハナ ４１．４�
４７ マイネルマイティ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 天羽牧場 ５４６± ０２：０２．９１� ７８．４�
６１１ マイネルイグアス 牡３青鹿５６ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２２．３	
４８ ドラゴンエイジ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ４２：０３．１１� １７．７

８１５ ダノングーグー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－ ６２：０３．３１� ４．６�
７１４ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６６＋ ２２：０３．４� ４０．２�
７１３ メイショウコロンボ 牡３青 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４７６－ ６２：０３．７１� ９．３
２３ サードシアター 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ２２：０３．８クビ ９９．８�
５９ ヒシダニエル 牡３芦 ５６

５３ ▲西村 太一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 飛渡牧場 ４０６± ０２：０３．９� ３８９．１�
５１０ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ５０８－ ４ 〃 ハナ ５７．６�
６１２ サンターナズリボン 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 村上 雅規 ４５８－ ４２：０４．２１� ４６１．７�
８１６ メイショウタマモ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４１０－ ８２：０５．８１０ ３８４．１�

（１５頭）
３５ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，９０７，５００円 複勝： ５８，２３０，４００円 枠連： ９，９８０，２００円

馬連： ２８，８７２，９００円 馬単： ２８，６７１，５００円 ワイド： １６，１８１，８００円

３連複： ４４，００８，６００円 ３連単： ９２，５３１，４００円 計： ３０１，３８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４９０円 � ６８０円 枠 連（１－１） １，９６０円

馬 連 �� １，９４０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ８１０円 �� ７，３２０円

３ 連 複 ��� １４，６６０円 ３ 連 単 ��� ３８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９０７５ 的中 � １２７０３１（１番人気）
複勝票数 計 ５８２３０４ 的中 � ４０６２６９（１番人気）� １１７７９（６番人気）� ８０３６（８番人気）
枠連票数 計 ９９８０２ 的中 （１－１） ３７７４（６番人気）
馬連票数 計 ２８８７２９ 的中 �� １０９８５（６番人気）
馬単票数 計 ２８６７１５ 的中 �� ７９６０（９番人気）
ワイド票数 計 １６１８１８ 的中 �� ５８６９（６番人気）�� ５０６９（８番人気）�� ５１１（４８番人気）
３連複票数 計 ４４００８６ 的中 ��� ２２１６（４１番人気）
３連単票数 計 ９２５３１４ 的中 ��� １７７３（１０８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．４―１３．０―１３．１―１２．４―１２．１―１１．９―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３６．２―４９．２―１：０２．３―１：１４．７―１：２６．８―１：３８．７―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．７
１
３
２，４（６，１３）（１２，１６）（７，１０）１１（１，８）（３，１４）（９，１５）・（２，４）（６，１３，７）１２（１６，１１，１０，８）（３，１４，１）（９，１５）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンホマレボシ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神２着

２００９．３．２３生 牡３鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔出走取消〕 ペイトリッツデイ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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） ３頭 コスモマタン号・ゴメン号・ディアエボニー号



０２０８９ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

２２ � フラッパーミク 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４８２＋ ６ ５９．３ ５．０�

３３ クリスリリー 牝７栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６０－ ８ ５９．５１� ６３．７�

６８ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６± ０ 〃 クビ １５６．５�
７１０ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７６± ０ ５９．６クビ ８．８�
８１３� ホクザンアロマ 牝５栗 ５５ 丸田 恭介木本 弘孝氏 境 直行 浦河 �原 敏明 ４６４－ ２ 〃 ハナ ７２．５�
５７ グランドシャープ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４０６－ ６ ５９．８１� ２５．７	
８１２� ラビットファレル 牝４栗 ５５ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２２．４

４４ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５００＋ ８ 〃 ハナ ３．２�
６９ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 松田 大作市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４３２－ ４ ５９．９� ３０．４�
７１１ メイクデュース 牝６黒鹿５５ 藤岡 康太 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４４２－１３ 〃 ハナ ７５．６�
５６ � サクラデスティニー 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ３．０�
１１ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４０＋ ４１：００．０クビ １５．３�
４５ プリンセスネージュ 牝５栗 ５５ 松山 弘平林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １３．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，８７６，２００円 複勝： ２１，８６５，９００円 枠連： ７，８３０，４００円

馬連： ２３，９３５，９００円 馬単： １９，４１９，３００円 ワイド： １２，９０１，７００円

３連複： ３５，７６７，５００円 ３連単： ６４，３０６，４００円 計： １９９，９０３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � １，３９０円 � ２，３９０円 枠 連（２－３） ９，２１０円

馬 連 �� １１，５２０円 馬 単 �� １７，６８０円

ワ イ ド �� ３，４４０円 �� ６，２４０円 �� １６，４９０円

３ 連 複 ��� １７７，１６０円 ３ 連 単 ��� ５９３，２３０円

票 数

単勝票数 計 １３８７６２ 的中 � ２１９８１（３番人気）
複勝票数 計 ２１８６５９ 的中 � ３４０６８（３番人気）� ３６４２（１１番人気）� ２０６３（１３番人気）
枠連票数 計 ７８３０４ 的中 （２－３） ６２８（２３番人気）
馬連票数 計 ２３９３５９ 的中 �� １５３４（３０番人気）
馬単票数 計 １９４１９３ 的中 �� ８１１（５０番人気）
ワイド票数 計 １２９０１７ 的中 �� ９３３（３３番人気）�� ５０９（５０番人気）�� １９１（７２番人気）
３連複票数 計 ３５７６７５ 的中 ��� １４９（２００番人気）
３連単票数 計 ６４３０６４ 的中 ��� ８０（８５８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．５―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．１―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フラッパーミク �
�
父 ヴィクトリースピーチ �

�
母父 リアルシヤダイ

２００７．４．１０生 牝５黒鹿 母 ベストウーマン 母母 グレースウーマン １６戦１勝 賞金 １６，６５６，０００円
初出走 JRA

０２０９０ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

４７ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５６ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４－ ８１：４６．４ ５．４�

４６ エイトプリンス 牡４栗 ５６
５３ ▲杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３４＋ ８１：４７．３５ ４．４�

７１２� シャイニーベスト 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 平取 雅 牧場 ４５０－ ２１：４７．４� １０．２�
７１３ ハタノゼフィロス 牡４栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ５．０�
６１１ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５６ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９４± ０１：４７．５クビ １５．３�
３４ トップチェッカー 牡４黒鹿５６ 川須 栄彦吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４４６－１０１：４７．７１� ７．９�
２３ ホーマンルッツ 牡４栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４６＋ ２１：４７．８� ２４．３	
８１５ プリティーマッハ 牡４芦 ５６ 黛 弘人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５４＋ ２１：４７．９クビ ６．１

３５ � クリスタリン 牝４栗 ５４ 伊藤 工真加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １２７．５�
２２ � ナカヨキコト 牝６鹿 ５５

５２ ▲横山 和生江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４３４± ０１：４８．０クビ １５５．４�
５９ サダムトウコン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７４± ０１：４８．２１ １５．４
５８ クレバーベスト 	４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５４＋１４１：４８．４１� ３６．３�
１１ � ユメノカケハシ 牝５青鹿５５ 上村 洋行諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：４９．０３� ７７．６�
６１０ ゴ シ ッ ク 牡４栗 ５６ 中舘 英二齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４４８＋ ２１：４９．９５ ４６．０�
８１４ クリムゾンシップ 牝５芦 ５５ 嘉藤 貴行 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４８２＋ ６１：５１．９大差 ９５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，６３３，３００円 複勝： ２０，０１７，６００円 枠連： ９，９３５，２００円

馬連： ２６，０７６，６００円 馬単： １８，３５２，２００円 ワイド： １３，３８７，１００円

３連複： ３９，４２７，０００円 ３連単： ６２，３７８，７００円 計： ２０１，２０７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（４－４） １，５５０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，５７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� ２４，８６０円

票 数

単勝票数 計 １１６３３３ 的中 � １７１３２（３番人気）
複勝票数 計 ２００１７６ 的中 � ２２４５５（５番人気）� ３２８２８（１番人気）� １２２９３（７番人気）
枠連票数 計 ９９３５２ 的中 （４－４） ４７３５（７番人気）
馬連票数 計 ２６０７６６ 的中 �� １３５５７（３番人気）
馬単票数 計 １８３５２２ 的中 �� ４６９０（６番人気）
ワイド票数 計 １３３８７１ 的中 �� ６３４１（２番人気）�� ２０２６（２４番人気）�� ２８３１（１５番人気）
３連複票数 計 ３９４２７０ 的中 ��� ４５５２（２０番人気）
３連単票数 計 ６２３７８７ 的中 ��� １８５２（６１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．８―１２．５―１２．５―１２．９―１２．４―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．８―４２．３―５４．８―１：０７．７―１：２０．１―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．７
１
３
７（８，１３）１４，９－（１２，１０）－１（２，１５）４（５，１１）６－３
７－（８，１３，３）（９，１０）（１２，１４）（１５，４）（１，６）２（５，１１）

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

勝馬の
紹 介

ケイジーウィンザー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１０．１０．９ 東京９着

２００８．５．４生 牡４栗 母 シーキングハーフォーチュン 母母 Swiss １４戦２勝 賞金 ２０，３９６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリムゾンシップ号は，平成２４年３月５日まで平地競走に出走できない。



０２０９１ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３３ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４９２＋ ６ ５９．４ ３．２�

５６ サマーラグーン 牝６青鹿５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４７４± ０ ５９．６１� ９．５�
５５ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲水口 優也増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４７２－ ４ 〃 ハナ １２．７�
１１ シルヴィルージュ 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗小林 秀樹氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B４３８± ０ ５９．８１� ３．５�
４４ グリーンファイヤー 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７８－１２１：００．０１� １６．３�
７１０ カプリースレディー 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１４－ ４ 〃 ハナ ３８．０	
６８ 	 サクラフェニックス 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３２－ ２１：００．１
 ３．５

２２ ビップセンノセン 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜鈴木 邦英氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４５０＋ ４１：００．３
 ３１．７�
６７ 	 アラマサマンボウ 牝５栗 ５５ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７２＋ ２１：００．６２ ８４．４�
７９ マウシャーレ 牡４栗 ５７ 酒井 学浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４５８＋１４１：００．７クビ ２７．１
８１１ アナタノネガイ 牝５栗 ５５ 伊藤 工真村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４７６± ０１：００．８� ９２．４�
８１２ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４７８＋ ２１：０１．０１ ２０２．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，０１５，７００円 複勝： １８，４５９，４００円 枠連： ７，４３５，２００円

馬連： ２４，６１４，９００円 馬単： ２０，４２９，３００円 ワイド： １２，７５８，２００円

３連複： ３５，２４１，０００円 ３連単： ６７，４１８，７００円 計： １９９，３７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ８８０円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ７５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １３０１５７ 的中 � ３２８６２（１番人気）
複勝票数 計 １８４５９４ 的中 � ３８０８５（２番人気）� ２２７８３（４番人気）� １５３３４（５番人気）
枠連票数 計 ７４３５２ 的中 （３－５） ６２４５（５番人気）
馬連票数 計 ２４６１４９ 的中 �� １４７４３（４番人気）
馬単票数 計 ２０４２９３ 的中 �� ６６７６（７番人気）
ワイド票数 計 １２７５８２ 的中 �� ８０７０（４番人気）�� ４１４６（９番人気）�� ３０８６（１１番人気）
３連複票数 計 ３５２４１０ 的中 ��� ７１７９（１４番人気）
３連単票数 計 ６７４１８７ 的中 ��� ３２２２（４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．２―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．２―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルシゲザネ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．１２．２６ 阪神７着

２００７．４．９生 牡５鹿 母 トップアサーティン 母母 アサーテイン ２３戦３勝 賞金 ４１，９００，０００円
〔制裁〕 ウィズインカチドキ号の調教師高橋隆は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金２０，０００円。

シゲルシゲザネ号の騎手川須栄彦は，３コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて戒
告。（５番・８番・９番への進路影響）

０２０９２ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

２３ アンフィルージュ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４８４± ０１：０８．９ ２．９�

４８ スギノブロッサム 牝５鹿 ５５ 松山 弘平杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ３．９�
５９ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５２＋ ６１：０９．１１� １９．７�
２４ アースツリー 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：０９．２� ５４．１�
１１ マ シ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－１０１：０９．３� ３２．８�

１２ � フィッツナウ 牝５黒鹿５５ 宮崎 北斗下河	美智子氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ １３６．５

３５ ソ ム ニ ア 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４５０＋１４１：０９．４� ３５．５�
５１０ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４４＋ ８１：０９．５クビ ９．８�
８１６ ローザペルラ 牝５鹿 ５５ 酒井 学吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８－ ２１：０９．６� １７．２
６１１ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３２－ ２１：０９．８１� ７．３�
７１３ マルセイユシチー 牝６栗 ５５ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４６６－ ２１：１０．０１� ８．１�
３６ ヤマニンファンシー 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６４＋ ４１：１０．１クビ ４６．０�
７１４ シゲルチョウカン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４６８± ０１：１０．３１� ５１．８�
４７ セキサンキセキ 牝４青鹿５５ 川須 栄彦�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 B４４４－ ２１：１０．６１� ２２．６�
６１２� ベッロバンビーナ 牝４鹿 ５５ 松田 大作ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 浦河 伏木田牧場 ４３０＋ ６１：１０．７� １８２．５�
８１５ トミケンアマート 牝４栗 ５５ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０２± ０１：１１．２３ １３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２３５，１００円 複勝： ２５，０９７，７００円 枠連： １０，５７８，９００円

馬連： ３０，８４８，５００円 馬単： ２１，９０９，７００円 ワイド： １６，３３５，０００円

３連複： ４８，４３９，９００円 ３連単： ７８，３９９，８００円 計： ２４６，８４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ４１０円 枠 連（２－４） ５６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ９９０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� １１，１５０円

票 数

単勝票数 計 １５２３５１ 的中 � ４１８６７（１番人気）
複勝票数 計 ２５０９７７ 的中 � ４９９５９（１番人気）� ４６１７５（２番人気）� １１８７２（７番人気）
枠連票数 計 １０５７８９ 的中 （２－４） １３９９４（１番人気）
馬連票数 計 ３０８４８５ 的中 �� ３２８９８（１番人気）
馬単票数 計 ２１９０９７ 的中 �� １４０９４（１番人気）
ワイド票数 計 １６３３５０ 的中 �� １５３２４（１番人気）�� ３８０４（９番人気）�� ３０８０（１１番人気）
３連複票数 計 ４８４３９９ 的中 ��� １０５８３（６番人気）
３連単票数 計 ７８３９９８ 的中 ��� ５１９１（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１１．１―１１．６―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．４―４５．０―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンフィルージュ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１１．２１ 京都５着

２００７．５．１２生 牝５栗 母 ウメノファイバー 母母 ウメノローザ １２戦３勝 賞金 ３２，８５４，０００円



０２０９３ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

５９ セトノハリケーン 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１４＋ ４１：４７．１ ２１．７�

４７ ジャニアリシックス 牡４栗 ５６ 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５０± ０１：４７．３１� ２．５�
７１３� コスモゴールデン 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ５０６＋ ４１：４８．０４ １４．７�
５１０ キングブラーボ 牡４黒鹿５６ 黛 弘人村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５１６± ０ 〃 クビ １３．２�
２３ 	 エーシンテュポーン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８８－ ２１：４８．２１ ３．３�
６１２ アラビアンザサン 牡４鹿 ５６ 松田 大作吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７４－ ６ 〃 クビ １０．４	
８１５ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４１：４８．３
 ７．７

７１４ ケイアイアレス 牡４栗 ５６ 村田 一誠 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７８＋ ４１：４８．７２
 １０６．２�
１１ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 西田雄一郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６０－ ２ 〃 ハナ １０２．９�
３５ � マーチインパクト 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一名古屋友豊� 作田 誠二 門別 白井牧場 ４９０－１９１：４８．８
 ９５．３
８１６ レッフェルン 牡４栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４９．０１� ４２．０�
６１１ アップターン 牡４栗 ５６

５３ ▲横山 和生島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０－ ２１：４９．３１� ２０８．０�
３６ ケ イ バ ズ キ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４６－ ８１：４９．５１� ５９．８�
２４ 	� ミリオンデンジャー 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介田� 正明氏 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５２２－ ２１：５０．２４ １２８．０�
１２ 	 リーガルファルコン 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４６６＋ ２１：５０．７３ １４４．０�
４８ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８６－ ６ 〃 アタマ ２１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１３０，４００円 複勝： ２４，８４３，２００円 枠連： １３，３１３，８００円

馬連： ３７，０１５，６００円 馬単： ２７，７０６，０００円 ワイド： １８，１１８，０００円

３連複： ５４，４５０，５００円 ３連単： １００，０５８，１００円 計： ２９２，６３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１７０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（４－５） １，０３０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ６，３１０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ２，８００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� ８８，９７０円

票 数

単勝票数 計 １７１３０４ 的中 � ６２２６（８番人気）
複勝票数 計 ２４８４３２ 的中 � １４４５７（６番人気）� ６７７３０（１番人気）� １２８１１（８番人気）
枠連票数 計 １３３１３８ 的中 （４－５） ９５６３（４番人気）
馬連票数 計 ３７０１５６ 的中 �� １４４９３（７番人気）
馬単票数 計 ２７７０６０ 的中 �� ３２４３（２１番人気）
ワイド票数 計 １８１１８０ 的中 �� ５３７１（８番人気）�� １５４２（３０番人気）�� ３８７７（１４番人気）
３連複票数 計 ５４４５０５ 的中 ��� ３５７９（３１番人気）
３連単票数 計１０００５８１ 的中 ��� ８３０（２５５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．４―１３．５―１２．８―１２．１―１２．３―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．５―３０．９―４４．４―５７．２―１：０９．３―１：２１．６―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

セトノハリケーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１２．５ 阪神７着

２００８．４．５生 牡４鹿 母 クリムゾンクローバ 母母 ラディカルチック １５戦２勝 賞金 １６，９４０，０００円

０２０９４ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�あ す な ろ 賞

発走１４時５０分 （芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．１

良

良

１１ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ８２：０１．９ １．９�

２２ エーシングルーオン 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５０－ ４２：０２．２１� ５．７�
３３ グッドマイスター 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 アタマ ４．３�
４４ マイネルスパーブ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム ４５６± ０２：０２．３クビ ３０．４�
６６ メイショウデビッド 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 ４６０－ ４２：０２．７２� ２６．１	
８８ ピュアソウル 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１０－１０２：０２．８� １１．５

７７ マイネアルナイル 牝３青鹿５４ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２２：０３．１２ ４９．０�
５５ ノ ー ブ リ ー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４６８－ ４２：０３．２� ８．０�
８９ ミ ス コ ク ラ 牝３芦 ５４ 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４５０－ ４２：０４．６９ １８０．１

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２９，９００円 複勝： ３０，３０４，１００円 枠連： ８，６２４，９００円

馬連： ４２，９１０，８００円 馬単： ３９，１４７，６００円 ワイド： １７，９３４，３００円

３連複： ５４，１６９，１００円 ３連単： １５０，４０４，８００円 計： ３７０，０２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（１－２） ５６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２６５２９９ 的中 � １１４２８０（１番人気）
複勝票数 計 ３０３０４１ 的中 � ９５０３８（１番人気）� ４４３７８（３番人気）� ６２５７２（２番人気）
枠連票数 計 ８６２４９ 的中 （１－２） １１４５６（２番人気）
馬連票数 計 ４２９１０８ 的中 �� ５６０４７（２番人気）
馬単票数 計 ３９１４７６ 的中 �� ３４１４７（２番人気）
ワイド票数 計 １７９３４３ 的中 �� １７１４８（２番人気）�� ３２０８２（１番人気）�� １４５５９（４番人気）
３連複票数 計 ５４１６９１ 的中 ��� ７０３０９（１番人気）
３連単票数 計１５０４０４８ 的中 ��� ５０００５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．６―５０．３―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．２―１：３８．７―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．７
１
３

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

・（４，８）－５（１，３，７）－（２，９）－６・（４，８）（１，５）（２，３，７）６＝９

勝馬の
紹 介

エキストラエンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１２．１．５ 京都４着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja ３戦２勝 賞金 １４，６０３，０００円



０２０９５ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．１
２：３７．４

良

良

５５ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５６ 丸田 恭介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２６＋ ２２：３８．８ ２．３�

７７ スーサングレート 牡４栗 ５６ 松山 弘平林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０２± ０２：３９．２２� １５．９�
４４ � ローレルクラシック 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ４．８�
７８ アドマイヤネアルコ 牡４芦 ５６ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８６＋１２２：３９．３クビ ７．０�
３３ エクセルサス 牡５栃栗５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６ 〃 クビ ３．６�
２２ トレジャーハント 牡６栗 ５７ 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１８－１０２：３９．６２ ４０．０	
１１ � マサノエクスプレス 牡４鹿 ５６ 高倉 稜古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４０＋ ２２：４０．０２� ４５．５

８９ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５７ 黛 弘人佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５３８－１８２：４０．２１� １９６．０�
８１０ アルジェンタム 牡４栗 ５６ 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：４０．４１� １４．０�
６６ メイショウクレモナ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠松本 好氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ２２：４１．０３� ９９．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，９５１，６００円 複勝： ３５，３３４，８００円 枠連： ２１，１３８，８００円

馬連： ９４，７４１，７００円 馬単： ６５，２６７，７００円 ワイド： ２８，９１７，０００円

３連複： １２５，１７６，５００円 ３連単： ３２９，４４５，８００円 計： ７２８，９７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（５－７） ６３０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２３０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １２，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２８９５１６ 的中 � ９９４５７（１番人気）
複勝票数 計 ３５３３４８ 的中 � ９００４２（１番人気）� ２０７１５（６番人気）� ６３３１４（３番人気）
枠連票数 計 ２１１３８８ 的中 （５－７） ２５０７１（３番人気）
馬連票数 計 ９４７４１７ 的中 �� ３６５１３（８番人気）
馬単票数 計 ６５２６７７ 的中 �� １８０６１（１２番人気）
ワイド票数 計 ２８９１７０ 的中 �� １０３７６（８番人気）�� ３８８５６（２番人気）�� ７９９１（１２番人気）
３連複票数 計１２５１７６５ 的中 ��� ３８０３１（９番人気）
３連単票数 計３２９４４５８ 的中 ��� １８９４２（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．５―１２．５―１２．５―１２．９―１３．４―１２．９―１２．５―１１．６―１１．４―１１．８―１２．２

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�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．６―１：００．１―１：１３．０―１：２６．４―１：３９．３―１：５１．８―２：０３．４―２：１４．８―２：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．０―３F３５．４
１
�
７＝８，２－（１，４）１０－３，５，６，９
７，８（１，２，１０）（４，３）（９，５）－６

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

勝馬の
紹 介

エーシンミラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２ 阪神６着

２００８．５．３生 牡４鹿 母 エイシンワンシャン 母母 エイシンテネシー １４戦３勝 賞金 ３６，８３６，０００円

０２０９６ ２月５日 曇 良 （２４小倉１）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�

せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走１６時００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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

１１ サイドアタック 牡４栗 ５６ 松山 弘平杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７０± ０１：４７．７ １０．７�

４６ ティボリペガサス 牝５黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ８．４�
４７ マヤノクレド 牡４鹿 ５６ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８４－ ８１：４８．０２ ５４．６�
２２ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 中舘 英二藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５２０＋ ２１：４８．１� ２６．６�
３４ インディーグラブ 牡４鹿 ５６ 二本柳 壮 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：４８．４１� ４．９�
２３ � ダッシュソング 牡４鹿 ５６ 酒井 学奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４５８＋ ２１：４８．６１	 １４９．１�
６１０ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 杉原 誠人西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４６８＋ ２１：４８．７クビ １０３．６	
５９ アドマイヤコリン 牡４青鹿５６ 吉田 隼人近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４８．９１ ２．６

６１１ タ イ タ ン 牡４栗 ５６ 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４７０－ ２１：４９．１１	 ７．０�
７１３ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７２± ０１：４９．２クビ １０．９
７１２ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５６ 大野 拓弥小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：４９．４１	 １４．０�
８１５ ブルースビスティー 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ８１：４９．５	 ６３．１�
８１４� ハイレイヤー 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ２７．２�
３５ ライブインベガス 牝４黒鹿５４ 古川 吉洋浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４２２－ ４ 〃 クビ ７６．８�
５８ � ファーストタッチ 牝６黒鹿５５ 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２２± ０１：４９．６� １２６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３０３，３００円 複勝： ４６，１２５，８００円 枠連： ２１，０１５，５００円

馬連： ７７，４７１，３００円 馬単： ４６，３７３，８００円 ワイド： ３１，９７９，９００円

３連複： １０５，９０２，８００円 ３連単： １９７，０２７，９００円 計： ５５６，２００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３７０円 � ２８０円 � ８７０円 枠 連（１－４） ３，６８０円

馬 連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ７，５４０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� ４，９７０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ５９，８９０円 ３ 連 単 ��� ２８０，１７０円

票 数

単勝票数 計 ３０３０３３ 的中 � ２２５２６（５番人気）
複勝票数 計 ４６１２５８ 的中 � ３３４４４（６番人気）� ４９４８７（３番人気）� １２３４４（１０番人気）
枠連票数 計 ２１０１５５ 的中 （１－４） ４２２６（１９番人気）
馬連票数 計 ７７４７１３ 的中 �� １６４０２（１６番人気）
馬単票数 計 ４６３７３８ 的中 �� ４５４０（３２番人気）
ワイド票数 計 ３１９７９９ 的中 �� ６６７６（１４番人気）�� １５５７（４７番人気）�� １８４５（４１番人気）
３連複票数 計１０５９０２８ 的中 ��� １３０５（１３７番人気）
３連単票数 計１９７０２７９ 的中 ��� ５１９（６７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３６．８―４８．５―１：００．５―１：１２．３―１：２４．０―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．４
１
３
７（６，１０，１５）１（３，８，１４）１３（４，１１）９－（２，５）－１２
７－６（１，１５）１０（３，８，１４）（４，１１，１３）－（２，９）－５，１２

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

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 デビュー ２０１１．２．５ 小倉１着

２００８．３．７生 牡４栗 母 ティークリッパー 母母 テイーブレーク ７戦２勝 賞金 １８，６１３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

３レース目



（２４小倉１）第８日 ２月５日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１５８，７３０，０００円
２，０８０，０００円
５，９６０，０００円
１，２２０，０００円
１４，４３０，０００円
５４，０９６，０００円
４，３１６，０００円
１，５９３，６００円

勝馬投票券売得金
２１６，４９６，８００円
３４８，２７７，６００円
１３３，４８３，０００円
４５８，８６６，３００円
３４３，１７８，５００円
２０８，１００，７００円
６５８，７７６，３００円
１，３２９，１８５，３００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 ３，６９６，３６４，５００円

総入場人員 ８，３９２名 （有料入場人員 ７，６７８名）


