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05049 2月23日 曇 稍重 （25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

510 ナスノニシキ 牡3栗 56 中舘 英二�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 482± 01：47．1 4．6�
714� エーシンザホット 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 484－ 61：47．31� 2．8�
36 ライブリーゲイト 牡3栗 56 丹内 祐次名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 456－ 21：47．93	 139．1�
35 ティアップサニー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 464± 01：48．0	 16．5�
59 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 丸山 元気 	ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 41：48．21� 32．4

23 マンハッタンケイ 牡3青 56

54 △菱田 裕二橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 460－ 8 〃 アタマ 9．9�
612 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466± 0 〃 クビ 13．9�
12 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 高倉 稜前田 葉子氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 41：49．47 79．8
47 トミケンブリランテ 牡3黒鹿56 川須 栄彦冨樫 賢二氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 482－ 41：49．72 27．0�
816 フェートグランド 牡3鹿 56 大野 拓弥 	社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 61：50．12	 4．4�
11 スズカブルパップ 牡3黒鹿 56

53 ▲水口 優也永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472＋ 21：50．41
 182．4�
24 スーサンタイガー 牡3栗 56 柴山 雄一林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 446＋ 21：50．5
 18．6�
48 リリーゴーゴー 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 436＋ 41：51．24 27．5�
713 シゲルカラスザ �3鹿 56 鮫島 良太森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか マークリ牧場 476－ 6 〃 アタマ 280．9�
611 スピーディシャープ 牡3鹿 56 村田 一誠吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 410－ 71：51．41� 142．4�
815 ゴットファザー 牡3芦 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 谷口育成牧場 464－101：52．78 41．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，621，600円 複勝： 18，194，900円 枠連： 6，630，000円
馬連： 21，696，400円 馬単： 14，913，400円 ワイド： 12，766，800円
3連複： 34，172，800円 3連単： 50，810，800円 計： 169，806，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 2，380円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 6，420円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 20，120円 3 連 単 ��� 83，520円

票 数

単勝票数 計 106216 的中 � 18351（3番人気）
複勝票数 計 181949 的中 � 34989（2番人気）� 47532（1番人気）� 1184（14番人気）
枠連票数 計 66300 的中 （5－7） 7978（2番人気）
馬連票数 計 216964 的中 �� 26844（1番人気）
馬単票数 計 149134 的中 �� 7635（4番人気）
ワイド票数 計 127668 的中 �� 12750（1番人気）�� 442（55番人気）�� 530（49番人気）
3連複票数 計 341728 的中 ��� 1254（61番人気）
3連単票数 計 508108 的中 ��� 449（253番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．3―13．2―12．7―12．8―12．7―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．5―43．7―56．4―1：09．2―1：21．9―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナスノニシキ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山14着

2010．2．16生 牡3栗 母 パーフェクトダンス 母母 パーフェクトサークル 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴットファザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月23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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイノタマテバコ号・カンタベリーリュウ号
（非抽選馬） 3頭 カシノコゴロウ号・クリノコトノオー号・コスモアオイ号

05050 2月23日 曇 稍重 （25小倉1）第5日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時20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

11 テングジョウ 牝8鹿 55 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 478＋ 6 59．1 13．9�
33 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472± 0 〃 アタマ 3．1�
610 ミヤジガンバレ 牝4鹿 55

52 ▲中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 484－ 6 59．31� 3．0�
69 アラマサスチール 牝5鹿 55 丹内 祐次�アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 464－ 4 〃 ハナ 75．2�
711 タガノプラージュ 牝4黒鹿 55

53 △西村 太一八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474－12 59．72� 7．3�

712 カプリースレディー 牝5鹿 55 伊藤 工真 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 416－ 6 〃 アタマ 134．3	
57 ハローエフェクト 牝5鹿 55 高倉 稜三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新冠 飛渡牧場 448－14 59．91� 49．1

58 ケ ツ ァ ー ル 牝5鹿 55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480－ 41：00．21� 25．9�
814 スマイルヴィジット 牝4栗 55 丸田 恭介ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 B436± 01：00．3� 14．9
813 プラッキーエリーナ 牝4栗 55

52 ▲横山 和生井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 462－ 21：00．4� 23．4�
45 ナイトフライト 牝5栗 55 松山 弘平橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 61：00．5� 11．7�
46 ノボプレシャス 牝4栗 55

52 ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 478＋ 21：00．71� 19．8�
34 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55 村田 一誠石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 414－ 81：01．02 426．0�
22 ナイキトリック 牝5鹿 55 大野 拓弥小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋241：01．63� 16．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，189，700円 複勝： 20，018，000円 枠連： 5，535，800円
馬連： 20，545，900円 馬単： 13，691，800円 ワイド： 11，651，500円
3連複： 30，934，700円 3連単： 47，752，100円 計： 161，319，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 280円 � 140円 � 150円 枠 連（1－3） 2，320円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 680円 �� 730円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 24，090円

票 数

単勝票数 計 111897 的中 � 6350（5番人気）
複勝票数 計 200180 的中 � 14079（4番人気）� 45038（1番人気）� 38077（2番人気）
枠連票数 計 55358 的中 （1－3） 1761（10番人気）
馬連票数 計 205459 的中 �� 6081（6番人気）
馬単票数 計 136918 的中 �� 1825（20番人気）
ワイド票数 計 116515 的中 �� 3856（6番人気）�� 3568（8番人気）�� 15074（1番人気）
3連複票数 計 309347 的中 ��� 9256（3番人気）
3連単票数 計 477521 的中 ��� 1463（57番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テングジョウ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Fairy King デビュー 2008．1．26 中山1着

2005．3．30生 牝8鹿 母 フェアリージェム 母母 Cajo 36戦2勝 賞金 30，480，000円
［他本会外：4戦0勝］

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月23日 曇 良 （25小倉1）第5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

715 ドラゴンサクラ 牝3青鹿54 勝浦 正樹大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428± 01：09．1 5．4�

59 ジャパンイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 434± 01：09．31� 4．0�
48 エイティグローリー 牝3栗 54 丸山 元気前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 412－12 〃 ハナ 15．0�
714 コアレスドラゴン 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 486± 01：09．4� 9．1�
612 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56 武 幸四郎森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 486－ 6 〃 アタマ 43．4�
11 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 吉田 隼人染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 454－ 21：09．5クビ 11．8�
816 キ ル ト 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 400－ 2 〃 アタマ 6．7	
23 マリンルック 牝3鹿 54 丸田 恭介岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 420－ 4 〃 ハナ 29．3

817 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 482± 0 〃 同着 19．0�
510 エイプリルメロディ 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 446± 01：09．71� 35．6�
24 タニノセレナーデ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 416＋ 41：09．91� 14．8
36 ラガーライオン 牡3鹿 56 古川 吉洋奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 464＋ 21：10．11� 198．0�
713 マインユアーズ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 430－101：10．2� 268．2�
12 ライブリクリール 牡3黒鹿56 北村 友一加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 456－ 21：10．3� 5．4�
611 デンコウショウイン 牡3青鹿 56

53 ▲水口 優也田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 452－ 61：10．4� 180．4�
47 ホノオノマイ 牝3鹿 54 丹内 祐次�ターフ・スポート田中 剛 浦河 笹地牧場 442＋ 61：10．5� 163．5�
35 ヨベルシチー 牡3黒鹿 56

54 △西村 太一 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 454＋181：10．71� 274．3�
818 シゲルクジャクザ 牝3黒鹿54 村田 一誠森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 千葉飯田牧場 440－ 71：11．02 354．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 13，712，700円 複勝： 21，013，300円 枠連： 8，769，600円
馬連： 22，459，300円 馬単： 16，369，700円 ワイド： 13，302，300円
3連複： 35，602，300円 3連単： 51，523，300円 計： 182，752，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 160円 � 400円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，330円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 137127 的中 � 20120（3番人気）
複勝票数 計 210133 的中 � 23901（3番人気）� 45287（1番人気）� 11052（8番人気）
枠連票数 計 87696 的中 （5－7） 12461（1番人気）
馬連票数 計 224593 的中 �� 15550（1番人気）
馬単票数 計 163697 的中 �� 6798（1番人気）
ワイド票数 計 133023 的中 �� 8437（1番人気）�� 2340（16番人気）�� 3462（10番人気）
3連複票数 計 356023 的中 ��� 6670（8番人気）
3連単票数 計 515233 的中 ��� 2006（26番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．6―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 ・（7，9）12，8（10，17）（1，6，14，16）（4，3，15）（2，18）（5，11）－13 4 ・（7，9）（8，12）（10，17）（1，14，16）（4，6，15）3，2（11，18）（5，13）

勝馬の
紹 介

ドラゴンサクラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．8．19 小倉4着

2010．4．7生 牝3青鹿 母 ドバイソプラノ 母母 Ring of Music 5戦1勝 賞金 8，600，000円
※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） 2頭 エーシンマイェスタ号・ヤマニンシェリル号
（非抽選馬） 3頭 カシノラッキー号・コウエイキズナ号・レーリュッケン号

05052 2月23日 曇 良 （25小倉1）第5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
1：57．2
1：56．1

良
良

611 ゴッドフロアー 牝3鹿 54 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 482－ 42：01．3 15．5�
36 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 勝浦 正樹土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 468＋ 4 〃 アタマ 4．5�
47 サンマルホーム 牡3栗 56 大野 拓弥相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 426－ 2 〃 ハナ 5．8�
713 デンコウウンリュウ 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494＋ 82：01．61� 91．3�
612 エーシンアプローズ 牡3黒鹿56 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 492－ 42：01．81� 35．4�
714 シゲルペガススザ �3黒鹿56 村田 一誠森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 416－142：02．65 170．3	
35 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 460－ 22：02．7� 9．9

11 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：02．8クビ 2．1�
510 ジェットソング 牡3黒鹿56 松田 大作橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 446－102：02．9� 14．9�
23 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 丸田 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 444－162：03．22 132．4
816 テワヒポウナム 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 426－ 82：03．3クビ 72．5�
715 ファインドラゴン 牡3鹿 56 荻野 琢真吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 428－ 22：03．51� 404．5�
818 モスコーオペラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452－122：04．03 45．4�
24 メイショウユウスゲ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 464－ 22：04．42� 48．0�
59 アテンファースト 牡3栗 56 古川 吉洋玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 462－102：04．71� 74．4�
48 スイートサンバ 牝3栗 54

52 △西村 太一シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 418－ 62：05．02 288．6�
817 ダイショウザー 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二馬場 祥晃氏 大根田裕之 浦河 高野牧場 474－ 72：05．53 205．3�
12 コスモフルーリング 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 川端牧場 362－102：05．71� 82．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 14，063，200円 複勝： 21，487，900円 枠連： 8，498，800円
馬連： 23，580，500円 馬単： 17，489，300円 ワイド： 13，470，600円
3連複： 33，823，000円 3連単： 56，829，100円 計： 189，242，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 340円 � 170円 � 180円 枠 連（3－6） 1，570円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，580円 �� 540円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 54，970円

票 数

単勝票数 計 140632 的中 � 7156（6番人気）
複勝票数 計 214879 的中 � 13543（6番人気）� 38457（2番人気）� 34482（3番人気）
枠連票数 計 84988 的中 （3－6） 4016（7番人気）
馬連票数 計 235805 的中 �� 4829（10番人気）
馬単票数 計 174893 的中 �� 1528（25番人気）
ワイド票数 計 134706 的中 �� 3326（10番人気）�� 2011（14番人気）�� 6597（5番人気）
3連複票数 計 338230 的中 ��� 3854（17番人気）
3連単票数 計 568291 的中 ��� 763（149番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―13．1―13．1―12．8―12．4―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．3―47．4―1：00．5―1：13．3―1：25．7―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3

1（2，5）－（3，10）（4，16，18）（9，13，17）－（6，14）（11，12）7，15，8・（1，5，13）12（3，2，6）（10，18，17）（11，14）（16，7）（4，8）（9，15）
2
4
1（2，5）－（3，10，18）（4，16）17（9，13）14，6，12（7，11）15，8・（1，13）（6，12）5－11（3，14）18，7，10，2，16（4，15，8）17－9

勝馬の
紹 介

ゴッドフロアー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．7．15 函館6着

2010．3．22生 牝3鹿 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジョロキアキャット号
（非抽選馬） 3頭 シアワセノホシ号・ニシノアイボウ号・ヤマニンアンビー号



05053 2月23日 曇 良 （25小倉1）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：44．1
1：44．1

良
良

12 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 490－ 61：48．6 3．9�
11 エリンジューム 牝3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B462± 0 〃 クビ 11．0�
36 プランスペスカ 牡3鹿 56 北村 友一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 450－ 4 〃 アタマ 9．8�
48 ショウナンバーキン 牝3青 54 丸山 元気国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 448＋ 61：48．7� 7．5�
816 レッドカチューシャ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 81：49．01� 3．0�
47 マルイチワンダー 牡3栗 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 448－101：49．21� 273．1	
23 ナリタカマー 牡3黒鹿56 松山 弘平�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 474－ 41：49．3� 17．3

815 クリノチョモラーリ 牝3栗 54

52 △西村 太一栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 474＋ 41：49．51� 108．2�
24 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 422－ 81：49．71� 379．1�
35 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56 丸田 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 444－ 21：49．91� 112．8
611 ミラフローレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－181：50．11� 115．7�
59 ニ シ ノ ワ ン 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 394－ 81：50．2� 101．2�
713 マイネルコイヌール 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム 448＋121：50．3� 63．6�

714 ポールシッター 牡3青鹿56 川須 栄彦平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 450－ 81：50．51� 4．8�
510 チョウダンディー 牡3鹿 56 西田雄一郎丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 466－ 2 〃 クビ 152．6�
612 ウインバース 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 浦河 谷川牧場 462－261：51．99 222．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，469，500円 複勝： 27，819，900円 枠連： 8，779，000円
馬連： 26，996，600円 馬単： 20，030，100円 ワイド： 15，088，000円
3連複： 38，647，700円 3連単： 66，738，300円 計： 222，569，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 260円 � 270円 枠 連（1－1） 1，730円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 590円 �� 700円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計 184695 的中 � 38108（2番人気）
複勝票数 計 278199 的中 � 56950（1番人気）� 25258（5番人気）� 24600（6番人気）
枠連票数 計 87790 的中 （1－1） 3756（10番人気）
馬連票数 計 269966 的中 �� 10922（9番人気）
馬単票数 計 200301 的中 �� 3951（17番人気）
ワイド票数 計 150880 的中 �� 6644（7番人気）�� 5398（9番人気）�� 1979（20番人気）
3連複票数 計 386477 的中 ��� 4925（22番人気）
3連単票数 計 667383 的中 ��� 1620（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．1―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．6―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
15，13（1，14）8（6，10）（7，9）（2，4）16－（11，12）5－3
15，13（1，14）10（8，2）6（9，16）7，4（5，11，12）－3

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

勝馬の
紹 介

デンコウリキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．5．1生 牡3黒鹿 母 デンコウレジーナ 母母 ストームシェルター 6戦1勝 賞金 10，800，000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） 1頭 オトメザミッキー号
（非抽選馬） 2頭 エスパシオ号・ラフジェントリー号

05054 2月23日 晴 稍重 （25小倉1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

69 ゴールウェイ 牝4鹿 54 丸田 恭介吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 460± 01：46．6 12．3�
610 コーラルビュー 牝5鹿 55 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 478－ 81：46．92 22．4�
22 リアライズクレア 牝4栗 54 高倉 稜工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：47．21� 2．6�
814 フェアリーガーデン 牝4鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 438－ 2 〃 ハナ 7．3�
711 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 454＋ 2 〃 クビ 23．7�
813 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 494－ 21：47．3� 24．7	
45 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 黛 弘人
ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B474± 0 〃 クビ 76．7�
712� シンワウォッカ 牝4鹿 54

51 ▲中井 裕二若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 450－ 8 〃 アタマ 12．5�
11 シルクシンフォニー 牝4栗 54

52 △菱田 裕二有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 454－ 41：47．51� 5．9
34 � ホワイトジュエル 牝6芦 55

53 △西村 太一 
フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：47．6クビ 7．7�
33 プレシャスペスカ 牝4黒鹿54 古川 吉洋山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 464＋ 21：47．7� 37．7�
57 � エリザベートアスク 牝5栗 55 大野 拓弥廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482－101：47．8クビ 118．6�
46 アッパレオリュウ 牝4黒鹿54 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 504－ 41：48．12 44．1�
58 ラブリーアリュール 牝4黒鹿54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：48．52	 14．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，755，000円 複勝： 20，922，000円 枠連： 7，504，200円
馬連： 20，523，300円 馬単： 14，841，600円 ワイド： 12，329，200円
3連複： 33，459，100円 3連単： 49，824，100円 計： 173，158，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 310円 � 580円 � 160円 枠 連（6－6） 9，690円

馬 連 �� 9，050円 馬 単 �� 22，590円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 650円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 118，240円

票 数

単勝票数 計 137550 的中 � 8822（5番人気）
複勝票数 計 209220 的中 � 16173（5番人気）� 7432（9番人気）� 47638（1番人気）
枠連票数 計 75042 的中 （6－6） 572（29番人気）
馬連票数 計 205233 的中 �� 1675（33番人気）
馬単票数 計 148416 的中 �� 485（74番人気）
ワイド票数 計 123292 的中 �� 1146（33番人気）�� 4958（4番人気）�� 2598（12番人気）
3連複票数 計 334591 的中 ��� 2015（45番人気）
3連単票数 計 498241 的中 ��� 311（388番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．0―13．4―12．9―12．7―12．4―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．2―43．6―56．5―1：09．2―1：21．6―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールウェイ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．10．1 中山6着

2009．4．18生 牝4鹿 母 メジロシルエット 母母 メジロアンジュ 14戦2勝 賞金 16，280，000円



05055 2月23日 晴 稍重 （25小倉1）第5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

58 マッシヴリーダー 牡5栗 57
54 ▲中井 裕二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 486－ 6 58．6 3．6�

46 � キクノラフィカ 牡4青鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B476－ 4 〃 クビ 19．5�
11 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 468－ 2 59．02� 4．7�
711 モンサンジュピター 牡4栗 57 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 500－ 6 〃 クビ 5．5�
33 オ ー パ ル ス 牡5芦 57 大野 拓弥広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 504＋ 2 59．1� 11．8�
813� クールテツマル 牡5栗 57

54 ▲横山 和生川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B500＋ 2 59．41� 29．2	
22 � ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B480＋ 6 59．5� 185．7

34 キングスウィープ 牡7青鹿57 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B472－ 2 59．6� 14．9�
712 メイショウジビュス 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 468－ 21：00．23� 17．0�
57 � メイショウヨシミツ 牡4栗 57

54 ▲水口 優也松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 444± 01：00．73 97．6
814 ニシノコハク 牝4栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 472－101：01．12� 51．3�
45 シューサクオー 	4鹿 57 高倉 稜杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476＋ 6 〃 クビ 16．8�
610� エヌワイグレース 牝4鹿 55 川須 栄彦サンアンドコム 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 476＋ 41：01．41� 8．4�
69 トウショウクルス 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二トウショウ産業� 武田 博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450＋ 41：01．5クビ 13．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，232，900円 複勝： 20，467，600円 枠連： 8，668，900円
馬連： 23，712，700円 馬単： 17，343，500円 ワイド： 13，224，800円
3連複： 35，284，300円 3連単： 58，648，300円 計： 191，583，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 450円 � 190円 枠 連（4－5） 1，570円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 360円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 33，510円

票 数

単勝票数 計 142329 的中 � 32030（1番人気）
複勝票数 計 204676 的中 � 42205（1番人気）� 9122（9番人気）� 30975（2番人気）
枠連票数 計 86689 的中 （4－5） 4077（9番人気）
馬連票数 計 237127 的中 �� 4975（14番人気）
馬単票数 計 173435 的中 �� 2371（20番人気）
ワイド票数 計 132248 的中 �� 2571（16番人気）�� 10145（1番人気）�� 1692（25番人気）
3連複票数 計 352843 的中 ��� 4429（16番人気）
3連単票数 計 586483 的中 ��� 1292（78番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッシヴリーダー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2010．11．27 京都9着

2008．2．16生 牡5栗 母 ビオンディーナ 母母 アランヴァンナ 18戦1勝 賞金 10，400，000円
［他本会外：4戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エーティーランボー号・クリーンヒット号・ハナズフレイム号・ヒノデポベーダ号

05056 2月23日 晴 良 （25小倉1）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：44．1
1：44．1

良
良

510 ル ナ 牡4芦 56
53 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 476± 01：45．7 2．6�

816� シベリアンスパーブ 牡4鹿 56 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 492－ 4 〃 アタマ 12．5�
11 エーブフウジン 牡5栗 57 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B478－ 81：46．33� 5．7�
35 カシノスターライト 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 504± 01：46．4� 10．2�
24 � ダノンハロー 牡5鹿 57

54 ▲中井 裕二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 452－171：46．72 27．5�
59 サンライズトリプル 牡6鹿 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 81：46．8クビ 9．2	
713 メイショウデビッド 牡4鹿 56

53 ▲水口 優也松本 好
氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 458－ 81：47．01� 69．1�
36 マイネルナタリス 牡6黒鹿57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：47．21	 6．4�
714 マイネルヴァルム 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 4 〃 ハナ 26．6
48 � ドリームパワー 牝4鹿 54

52 △西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 426－ 81：47．94 96．7�
815 ヒダカアルテミス 牝5栗 55 柴山 雄一�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 502＋ 61：48．0クビ 93．7�
23 アプフェルヴァイン 牝4鹿 54 松山 弘平下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 424± 0 〃 ハナ 68．8�
611 リバーハイランド 牡6鹿 57

55 △菱田 裕二山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム 492± 01：48．42� 11．0�
12 アグネスベネッセ 牡4栗 56 上村 洋行渡辺公美子氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 442＋ 61：48．82� 238．1�
47 � ブルースビスティー 牡5鹿 57 上野 翔備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 470－ 21：49．01� 37．7�
612 コスモマクスウェル 牝6鹿 55 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム B472－ 41：49．74 130．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，769，800円 複勝： 23，406，300円 枠連： 9，936，600円
馬連： 24，731，600円 馬単： 18，424，700円 ワイド： 13，730，100円
3連複： 36，892，500円 3連単： 66，045，600円 計： 207，937，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 320円 � 190円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 610円 �� 440円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 19，980円

票 数

単勝票数 計 147698 的中 � 45495（1番人気）
複勝票数 計 234063 的中 � 54476（1番人気）� 14815（6番人気）� 32661（3番人気）
枠連票数 計 99366 的中 （5－8） 7024（4番人気）
馬連票数 計 247316 的中 �� 9963（6番人気）
馬単票数 計 184247 的中 �� 5160（7番人気）
ワイド票数 計 137301 的中 �� 5596（5番人気）�� 8295（2番人気）�� 2235（17番人気）
3連複票数 計 368925 的中 ��� 7034（10番人気）
3連単票数 計 660456 的中 ��� 2440（39番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．9―11．8―12．0―11．4―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．4―47．2―59．2―1：10．6―1：22．1―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山7着

2009．3．15生 牡4芦 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント 18戦2勝 賞金 28，216，000円



05057 2月23日 晴 良 （25小倉1）第5日 第9競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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
2：38．1
2：37．3

良
良

56 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 508－ 62：41．9 3．0�
55 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 川須 栄彦�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 22：42．43 2．9�
33 ローリングストーン 牡4鹿 56 丸田 恭介佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 504＋ 22：42．61 9．3�
44 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 22：43．02� 6．1�
811 アメイジングアスク 牡5黒鹿57 松田 大作廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 424－ 22：43．1� 22．4�
68 ファーマペニー 牝5鹿 55 大野 拓弥中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 422－ 22：43．2� 82．6	
11 � セルリアンディンゴ 牡5黒鹿 57

55 △菱田 裕二
イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 476－28 〃 クビ 29．2�
812 ジョビアーレ 牝4栗 54 吉田 隼人広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 526＋ 42：43．41� 44．7�
710 マイネルイグアス 牡4青鹿56 丹内 祐次 �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 462－ 8 〃 ハナ 7．8
79 � トーセンモーション 牡6栗 57 伊藤 工真島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 22：43．61� 81．2�
22 トミケンプライム 牡8栗 57 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 422＋ 42：43．7	 21．8�
67 カシノアクセル 牡5鹿 57

54 ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 432－ 22：46．9大差 190．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 12，594，900円 複勝： 19，613，800円 枠連： 8，868，300円
馬連： 28，025，900円 馬単： 20，935，700円 ワイド： 14，433，400円
3連複： 40，248，600円 3連単： 84，009，200円 計： 228，729，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（5－5） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 125949 的中 � 33511（2番人気）
複勝票数 計 196138 的中 � 48650（1番人気）� 42919（2番人気）� 19833（5番人気）
枠連票数 計 88683 的中 （5－5） 18684（1番人気）
馬連票数 計 280259 的中 �� 59188（1番人気）
馬単票数 計 209357 的中 �� 19420（2番人気）
ワイド票数 計 144334 的中 �� 24485（1番人気）�� 6931（7番人気）�� 6988（6番人気）
3連複票数 計 402486 的中 ��� 38676（2番人気）
3連単票数 計 840092 的中 ��� 14130（9番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．9―12．8―12．7―13．2―13．7―13．0―12．4―11．9―11．4―11．0―11．3

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�
13．3―25．6―38．5―51．3―1：04．0―1：17．2―1：30．9―1：43．9―1：56．3―2：08．2―2：19．6―2：30．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F45．6―3F33．7
1
�
1，11（3，12）5（9，10）4（2，6）8－7・（1，6）11（12，10）（2，3，5）（9，8）4，7

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

勝馬の
紹 介

アクアブルーフライ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2009．7．26 札幌3着

2007．4．4生 牡6栗 母 ミ ス ポ ー ラ 母母 パウダースノー 30戦3勝 賞金 57，382，000円
※カシノアクセル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05058 2月23日 晴 良 （25小倉1）第5日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時50分 （ダート・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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

22 タイセイウインディ 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 438－121：45．3 42．7�
44 ブロードソード 牡3黒鹿56 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 クビ 4．7�
55 コ ウ セ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 474－ 21：46．04 2．7�
33 タマノペルセウス 牡3鹿 56 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 506－ 81：46．1クビ 14．1�
810 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿56 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 462＋ 2 〃 ハナ 24．6�
77 マイティウォリアー 牡3栗 56 丸田 恭介�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 468＋ 2 〃 ハナ 10．9	
66 アドマイヤイバマ 牡3芦 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 24．4

78 タガノギャラクシー 牡3鹿 56 中舘 英二八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530＋ 41：46．2� 9．0�
89 ポイントキセキ 牝3栗 54 荻野 琢真小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 500－ 21：46．62� 12．6�
11 ミヤジエルビス 牡3青鹿56 中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 486－ 21：47．23� 4．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，122，200円 複勝： 35，645，700円 枠連： 10，216，300円
馬連： 42，969，500円 馬単： 31，838，900円 ワイド： 21，744，000円
3連複： 59，661，800円 3連単： 131，208，700円 計： 356，407，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，270円 複 勝 � 690円 � 190円 � 130円 枠 連（2－4） 11，790円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 28，450円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 1，280円 �� 270円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 79，440円

票 数

単勝票数 計 231222 的中 � 4269（10番人気）
複勝票数 計 356457 的中 � 8570（10番人気）� 49173（2番人気）� 109302（1番人気）
枠連票数 計 102163 的中 （2－4） 640（27番人気）
馬連票数 計 429695 的中 �� 5901（22番人気）
馬単票数 計 318389 的中 �� 826（74番人気）
ワイド票数 計 217440 的中 �� 1792（33番人気）�� 3830（18番人気）�� 24184（1番人気）
3連複票数 計 596618 的中 ��� 7571（22番人気）
3連単票数 計1312087 的中 ��� 1219（264番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―12．2―13．2―12．5―12．3―12．2―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．7―42．9―55．4―1：07．7―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．6
1
3
8，5，1，4－2，3，9－6，7－10・（8，5）－（4，1）（2，3）6，9，7－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイウインディ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．16 中京3着

2010．4．20生 牡3黒鹿 母 フィクシャス 母母 デ ィ ペ イ ズ 3戦2勝 賞金 15，552，000円
※出走取消馬 マイティマックス号（疾病〔左肩跛行〕のため）

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　トキンパンチ号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



05059 2月23日 晴 良 （25小倉1）第5日 第11競走 ��1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走15時25分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

23 フェータルローズ 牝4栗 54 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436± 01：45．9 7．6�
11 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 柴山 雄一西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 460－ 4 〃 クビ 44．5�
611 クリスティロマンス 牝6黒鹿55 川須 栄彦 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 468＋ 61：46．0クビ 18．7�
24 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 450－ 6 〃 クビ 10．3�
714 ハイタッチクイーン 牝6栗 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454－ 21：46．1クビ 12．0�
35 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 502－ 4 〃 クビ 14．7

713 サンレガーロ 牝5鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 426± 01：46．2� 9．3�
59 ヤマニンリップル 牝5黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 476－ 2 〃 クビ 6．5�
47 マイネイディール 牝5青鹿55 大野 拓弥 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 498＋ 21：46．3クビ 18．3
36 タガノイノセンス 牝6青 55 鮫島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 504＋ 2 〃 ハナ 39．3�
48 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 444± 0 〃 アタマ 19．5�
612 イイデステップ 牝5鹿 55 村田 一誠 	アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B508＋ 81：46．51 4．9�
12 フレイムコード 牝4鹿 54 中舘 英二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 460－101：46．6� 7．6�
510 クイーンキセキ 牝4黒鹿54 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 430－101：47．23� 53．7�
816 スペシャルピース 牝5栗 55 松山 弘平�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 470－ 41：47．51� 129．4�
815 リトルダーリン 牝5黒鹿55 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント 422－ 81：47．81� 20．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，963，000円 複勝： 55，595，100円 枠連： 35，913，000円
馬連： 127，418，200円 馬単： 67，074，400円 ワイド： 49，372，600円
3連複： 197，237，900円 3連単： 319，839，700円 計： 882，413，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 1，090円 � 520円 枠 連（1－2） 1，620円

馬 連 �� 18，550円 馬 単 �� 32，570円

ワ イ ド �� 6，480円 �� 2，070円 �� 10，250円

3 連 複 ��� 104，730円 3 連 単 ��� 584，270円

票 数

単勝票数 計 299630 的中 � 31114（4番人気）
複勝票数 計 555951 的中 � 64466（3番人気）� 11864（14番人気）� 27567（9番人気）
枠連票数 計 359130 的中 （1－2） 16421（7番人気）
馬連票数 計1274182 的中 �� 5070（69番人気）
馬単票数 計 670744 的中 �� 1520（132番人気）
ワイド票数 計 493726 的中 �� 1864（78番人気）�� 5989（25番人気）�� 1172（93番人気）
3連複票数 計1972379 的中 ��� 1390（320番人気）
3連単票数 計3198397 的中 ��� 404（1747番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．1―11．6―11．9―12．1―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．1―34．6―46．7―58．3―1：10．2―1：22．3―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェータルローズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．14 阪神2着

2009．2．27生 牝4栗 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ 13戦3勝 賞金 43，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アナスタシアブルー号・サンデージョウ号

05060 2月23日 晴 良 （25小倉1）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お お む た

大 牟 田 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 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 レディオブパーシャ 牝5栗 55 丸山 元気 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 41：08．2 4．7�

12 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 462＋ 21：08．3� 16．5�
48 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 468＋ 4 〃 ハナ 2．2�
612	 サウンドマンデュロ 牡4青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 470－ 81：08．4
 18．1�
510 スピードルーラー 牡4鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 510＋ 61：08．5
 36．3�
11 クラウンエンビー 牡4栗 57 西田雄一郎矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 458＋ 21：08．6
 14．3�
36 アラカメジョウ 牝4鹿 55 丹内 祐次	アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 448± 0 〃 ハナ 24．9

816 クレムリンシチー 牡6栗 57 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 526－ 91：08．7� 93．2�
715 ユキノサイレンス 牡6鹿 57 大野 拓弥ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 470－ 2 〃 クビ 30．9
818 アンゲネーム �5鹿 57 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－ 21：08．8クビ 9．7�
817 フリーアズアバード 牡5鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480± 01：08．9� 58．7�
23 ナムラシンシン 牝4栗 55 村田 一誠奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 438＋ 4 〃 クビ 178．0�
714 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 452－ 21：09．0クビ 78．8�
713 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 450－ 21：09．1
 8．7�
611 セントアンズ 牝6栗 55 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 468－10 〃 アタマ 131．9�
47 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 古川 吉洋	イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 486＋ 21：09．2
 124．4�
35 	� ホウショウキング 牡5芦 57 松田 大作芳賀 吉孝氏 中野 栄治 米 Green

Gates Farm 476－ 71：09．41
 238．4�
59 サ ラ ロ ー サ 牝4鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 ノースヒルズマネジメント 436－ 6 〃 ハナ 161．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，684，000円 複勝： 41，192，300円 枠連： 17，739，600円
馬連： 60，183，800円 馬単： 39，088，200円 ワイド： 27，848，400円
3連複： 88，882，800円 3連単： 170，443，700円 計： 469，062，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 300円 � 120円 枠 連（1－2） 1，470円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 680円 �� 180円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 11，930円

票 数

単勝票数 計 236840 的中 � 40455（2番人気）
複勝票数 計 411923 的中 � 89267（2番人気）� 23215（5番人気）� 122704（1番人気）
枠連票数 計 177396 的中 （1－2） 8960（5番人気）
馬連票数 計 601838 的中 �� 16285（9番人気）
馬単票数 計 390882 的中 �� 6291（14番人気）
ワイド票数 計 278484 的中 �� 8593（8番人気）�� 48853（1番人気）�� 11501（4番人気）
3連複票数 計 888828 的中 ��� 44377（2番人気）
3連単票数 計1704437 的中 ��� 10551（23番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．0―11．1―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．7―44．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディオブパーシャ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Green Desert デビュー 2010．10．10 京都3着

2008．4．5生 牝5栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 23戦2勝 賞金 45，905，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（25小倉1）第5日 2月23日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 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

159，160，000円
5，680，000円
1，640，000円
14，490，000円
59，800，500円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
200，178，500円
325，376，800円
137，060，100円
442，843，700円
292，041，300円
218，961，700円
664，847，500円
1，153，672，900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 3，434，982，500円

総入場人員 6，297名 （有料入場人員 5，585名）
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