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重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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05085 3月3日 曇 稍重 （25小倉1）第8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

35 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 474＋ 21：47．3 1．7�
36 ヒキャクノアシ 牡3鹿 56 丸山 元気小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 458± 01：47．51� 7．9�
59 セトノプロミス 牡3鹿 56 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 486－ 4 〃 クビ 13．8�
23 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 466＋ 21：47．71 16．4�
48 タイセイボルト 牡3青鹿56 松田 大作田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 450－ 41：48．55 9．6�
611 キセキノチャンス 牝3栗 54 藤岡 康太深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 476－ 4 〃 アタマ 39．2	
612 サマニトップレディ 牝3鹿 54 北村 友一
渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 436－ 41：48．71� 6．1�
12 カシノハッピー 牡3栗 56

53 ▲横山 和生柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B452－ 21：48．91� 175．5�
11 ミカサパワー 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 458－ 21：49．43 33．7
816 クリノアンデス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 418＋ 41：49．93 63．0�
24 メイキングドラマ 牡3栗 56 宮崎 北斗齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 472± 0 〃 ハナ 242．7�
47 タッテハンジョウ 牡3栗 56 西村 太一平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458＋101：50．64 157．7�
714 アイノタマテバコ 牝3黒鹿54 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 クビ 42．9�
510 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 大野 拓弥林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 462－ 81：51．02� 98．0�
815 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 B470± 0 〃 クビ 66．8�
713 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 484＋ 41：51．31� 123．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，225，500円 複勝： 28，551，800円 枠連： 7，110，800円
馬連： 23，739，700円 馬単： 21，194，700円 ワイド： 15，623，400円
3連複： 41，816，400円 3連単： 70，675，800円 計： 220，938，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 310円 枠 連（3－3） 650円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 520円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 122255 的中 � 57292（1番人気）
複勝票数 計 285518 的中 � 140929（1番人気）� 27310（3番人気）� 12918（5番人気）
枠連票数 計 71108 的中 （3－3） 8084（3番人気）
馬連票数 計 237397 的中 �� 28587（2番人気）
馬単票数 計 211947 的中 �� 18160（2番人気）
ワイド票数 計 156234 的中 �� 17198（2番人気）�� 7143（5番人気）�� 2530（18番人気）
3連複票数 計 418164 的中 ��� 12124（8番人気）
3連単票数 計 706758 的中 ��� 6359（17番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．5―13．8―12．9―12．0―12．3―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．8―44．6―57．5―1：09．5―1：21．8―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．8
1
3
12，16（5，13，14）（3，9，15）（2，11）（6，7）－（1，8）－4－10・（12，16，6）3，14（5，15）（9，11，4）（2，8）（1，7）－（13，10）

2
4

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

勝馬の
紹 介

アロウィーバイオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2013．1．20 京都5着

2010．5．19生 牡3鹿 母 ケイパブルバイオ 母母 ブリリアントバイオ 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 ヒキャクノアシ号の騎手丸山元気は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※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） 3頭 シゲルツルザ号・スキャットマン号・ニジノハヤテ号
（非抽選馬） 2頭 ウエスタンカリーナ号・ガルム号

05086 3月3日 曇 稍重 （25小倉1）第8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）
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

610 クレバーアポロ 牡4栗 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 490＋ 2 58．4 4．0�
814� シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

55 △菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 500－ 2 58．61	 5．2�

33 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 中舘 英二大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 470＋ 4 58．81	 3．0�
34 サ ル ジ ュ 牡5芦 57

54 ▲原田 敬伍福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 B518＋10 58．9クビ 22．8�
813 エ リ ク サ ー 牡4栗 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 4 〃 ハナ 13．3�
711 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 478－ 2 59．0
 10．1	
46 モリトブイコール �5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480± 0 59．1クビ 65．5

11 � ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 462－16 59．2
 57．9�
22 メリーチャン 牝5芦 55 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468＋ 4 59．3	 17．3�
45 シシリアンルージュ 牝4栗 55 大野 拓弥ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460－12 59．51	 22．5�
57 ワンダーエレメント 牝5鹿 55

53 △中井 裕二山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 490＋ 2 59．6	 13．1�
69 サクラライジング 牡5鹿 57 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 466－ 8 59．7	 35．3�
712� アスターポメリー 牡5栗 57 川須 栄彦加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Joanne Crowe &

Donald Crowe 444－ 4 59．9
 104．2�
58 スズカベラミー 牝6栗 55 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 454－161：00．22 55．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，189，700円 複勝： 24，589，500円 枠連： 6，557，200円
馬連： 27，449，900円 馬単： 20，774，000円 ワイド： 14，661，400円
3連複： 42，121，000円 3連単： 71，359，500円 計： 221，702，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 380円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 141897 的中 � 28380（2番人気）
複勝票数 計 245895 的中 � 49089（1番人気）� 34014（3番人気）� 46664（2番人気）
枠連票数 計 65572 的中 （6－8） 6471（3番人気）
馬連票数 計 274499 的中 �� 22275（2番人気）
馬単票数 計 207740 的中 �� 8500（4番人気）
ワイド票数 計 146614 的中 �� 12294（2番人気）�� 16988（1番人気）�� 8742（3番人気）
3連複票数 計 421210 的中 ��� 34435（1番人気）
3連単票数 計 713595 的中 ��� 9872（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．8―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーアポロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．9 東京4着

2009．3．5生 牡4栗 母 フランダース 母母 グレートクリスティーヌ 16戦2勝 賞金 19，720，000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 オンワードナスキー号

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月3日 曇 良 （25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

715 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 506－ 81：09．1 8．6�
713 メイショウライナー 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458－12 〃 クビ 3．3�
35 ベルエアファルコン 牡3栗 56 丸山 元気榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 482＋ 41：09．2クビ 20．3�
11 ボンジュールココロ 牝3鹿 54 川須 栄彦田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 452＋ 61：09．3� 9．8�
12 ハッピーチャート 牝3芦 54

52 △菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 458－ 21：09．62 7．5	

48 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 452－ 2 〃 アタマ 70．3

24 ウチケンジェーニオ 牡3栗 56 大野 拓弥内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 444－ 2 〃 ハナ 112．4�
36 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 486± 0 〃 ハナ 8．1�
612 ハイランドコンドル 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 418＋ 61：09．7クビ 268．0
818 サマーフェアリー 牝3栗 54 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム 434－ 2 〃 クビ 7．5�
23 ライブリヘイロー 牝3鹿 54 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 462＋ 41：10．12� 196．0�
59 ミナミワオリーブ 牝3栗 54 松山 弘平鈴木 邦英氏 鈴木 孝志 日高 賀張中川牧場 412－ 21：10．2� 12．4�
47 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 鮫島 良太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 440－141：10．3� 13．8�
611 ラフィットオフ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政飯田 正剛氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 422－ 21：10．51 12．8�
817 サ チ ヒ メ 牝3青鹿54 古川 吉洋林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 430± 0 〃 クビ 77．5�
714 スピードサンダー 牡3栗 56 黛 弘人池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 462－ 41：10．6� 246．7�
510 トップギャル 牝3鹿 54 中舘 英二吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B460－101：11．02� 99．5�
816 マーティンゴールド 牝3栗 54 西村 太一大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 452＋ 21：11．95 174．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，619，400円 複勝： 25，734，600円 枠連： 11，023，000円
馬連： 29，694，300円 馬単： 20，014，400円 ワイド： 15，963，900円
3連複： 44，661，800円 3連単： 64，496，000円 計： 226，207，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 320円 � 170円 � 440円 枠 連（7－7） 1，320円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，760円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 44，240円

票 数

単勝票数 計 146194 的中 � 13489（5番人気）
複勝票数 計 257346 的中 � 19073（7番人気）� 53540（1番人気）� 12951（9番人気）
枠連票数 計 110230 的中 （7－7） 6184（7番人気）
馬連票数 計 296943 的中 �� 16143（3番人気）
馬単票数 計 200144 的中 �� 4761（8番人気）
ワイド票数 計 159639 的中 �� 5856（5番人気）�� 2173（30番人気）�� 3478（12番人気）
3連複票数 計 446618 的中 ��� 3458（37番人気）
3連単票数 計 644960 的中 ��� 1076（130番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．3―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンマイェスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．9 阪神4着

2010．4．18生 牡3黒鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 4戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非抽選馬） 4頭 シュウギン号・ブロンドバレット号・レディーピンク号・ワンダーノブレス号

05088 3月3日 晴 良 （25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）

牝，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

23 コスモスターター 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 62：01．4 25．0�
36 カネトシエターナル 牝3栗 54 丸田 恭介兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 426＋ 62：02．03� 7．5�
510 ウインノーヴァ 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 420－ 4 〃 クビ 97．7�
48 ムゲンコウネン 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 416－ 82：02．21� 14．1�
713 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 B464＋ 2 〃 クビ 3．9	
59 テンプトミーノット 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448－142：02．41� 27．1

47 エーシンラクーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 460＋ 42：02．71� 3．4�
612 レッドアモーレ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484－14 〃 ハナ 10．1�
24 パルトゥーラ 牝3栗 54 柴山 雄一加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 436－ 42：02．91� 169．5
35 ダイワレーヌ 牝3黒鹿54 松山 弘平大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 440＋ 42：03．0� 4．1�
714 アノヒミタユメ 牝3黒鹿54 吉田 隼人小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 422－ 22：03．21� 243．4�
12 ジョウノグロリア 牝3鹿 54 中舘 英二小川 義勝氏 平田 修 日高 三城牧場 440－18 〃 ハナ 56．1�
816 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 川須 栄彦田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 420－ 62：03．41� 46．9�
611 マイネマロニエ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 4 〃 ハナ 346．6�
11 ヒアルロンサン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B430＋ 42：03．61� 166．2�
818 ジョロキアキャット 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 380－102：04．13 152．7�

817 コウエイキズナ 牝3栗 54 西村 太一伊東 政清氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 414－ 42：04．41� 355．6�
715 オトメザミッキー 牝3栗 54 田中 健三木 久史氏 福島 信晴 安平 吉田牧場 426± 02：05．14 316．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，417，800円 複勝： 28，297，700円 枠連： 10，176，200円
馬連： 30，086，600円 馬単： 22，438，400円 ワイド： 17，000，600円
3連複： 45，375，700円 3連単： 69，152，800円 計： 239，945，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 580円 � 270円 � 2，080円 枠 連（2－3） 2，110円

馬 連 �� 7，590円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 18，630円 �� 9，860円

3 連 複 ��� 162，560円 3 連 単 ��� 981，440円

票 数

単勝票数 計 174178 的中 � 5512（7番人気）
複勝票数 計 282977 的中 � 12403（7番人気）� 32459（4番人気）� 3132（11番人気）
枠連票数 計 101762 的中 （2－3） 3560（8番人気）
馬連票数 計 300866 的中 �� 2929（21番人気）
馬単票数 計 224384 的中 �� 1015（48番人気）
ワイド票数 計 170006 的中 �� 1969（21番人気）�� 222（74番人気）�� 421（51番人気）
3連複票数 計 453757 的中 ��� 206（199番人気）
3連単票数 計 691528 的中 ��� 52（1133番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．6―13．3―12．4―12．2―11．9―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．1―49．4―1：01．8―1：14．0―1：25．9―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コスモスターター �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2012．6．30 福島2着

2010．5．3生 牝3栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 9戦1勝 賞金 11，150，000円
〔制裁〕 カネトシエターナル号の騎手丸田恭介は，決勝線手前での御法について戒告。
〔その他〕 エーシンラクーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エーシンラクーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月3日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヌーヴェルリュンヌ号
（非抽選馬） 3頭 アンスーリール号・ケイアイリーラ号・ソフトライム号



05089 3月3日 晴 良 （25小倉1）第8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

11 メイショウブシン 牡3鹿 56 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 450± 01：48．2 4．9�
24 サンライズピーク 牡3黒鹿56 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502－ 61：48．41� 3．1�
47 サムソンズプライド 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 アタマ 14．3�
59 プランスペスカ 牡3鹿 56 吉田 隼人山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448－ 21：48．93 6．3�
714 ミッキーサクセス 牡3栗 56

54 △菱田 裕二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 7．6�
48 ヤマノレガロ 牡3鹿 56 大野 拓弥山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 450＋ 2 〃 ハナ 41．6�
36 パッシオーネ 牝3栗 54 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 426－101：49．0� 9．2	
816 サトノユニコーン 牡3鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 454－161：49．21� 18．5

612 デンカノホウトウ 牡3栗 56 丸山 元気 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 456－ 41：49．3� 25．5�
23 ファミリータイズ 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 山本 昇寿 450＋ 21：49．51� 122．7
815 クライナーヘルツ 牡3鹿 56 松山 弘平林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 416＋ 81：49．6クビ 39．6�
35 ラフジェントリー 牡3黒鹿56 松田 大作今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 484± 01：49．7� 41．7�
12 オールウェイズラブ 牝3鹿 54 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 61：49．91� 32．7�
611 マイネルヴォル 牡3芦 56

54 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 41：50．0� 82．3�

713 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 464－ 41：50．1クビ 23．3�
510 デ ビ ル マ ン 牡3栗 56 柴山 雄一安原 浩司氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 446± 01：50．42 165．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，431，800円 複勝： 32，177，600円 枠連： 10，814，900円
馬連： 31，157，100円 馬単： 21，673，100円 ワイド： 17，213，200円
3連複： 45，008，800円 3連単： 67，283，200円 計： 243，759，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 160円 � 310円 枠 連（1－2） 790円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，190円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 19，500円

票 数

単勝票数 計 184318 的中 � 29793（2番人気）
複勝票数 計 321776 的中 � 53716（2番人気）� 63079（1番人気）� 22160（6番人気）
枠連票数 計 108149 的中 （1－2） 10198（1番人気）
馬連票数 計 311571 的中 �� 26926（1番人気）
馬単票数 計 216731 的中 �� 7966（2番人気）
ワイド票数 計 172132 的中 �� 11052（1番人気）�� 3416（12番人気）�� 3318（13番人気）
3連複票数 計 450088 的中 ��� 8276（8番人気）
3連単票数 計 672832 的中 ��� 2547（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．5―12．2―12．1―12．5―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．6―47．8―59．9―1：12．4―1：24．5―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
13，7（5，6，11）14，16，4－（9，10，15）（2，3，8）－1－12・（13，7）5（6，11）4（16，14）（2，15）9（1，8）－3，10，12

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

勝馬の
紹 介

メイショウブシン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．11．4 京都6着

2010．4．13生 牡3鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 デンカノホウトウ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 デンカノホウトウ号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 4頭 カシノコゴロウ号・ノアオーカン号・マイネルランスタン号・メイショウテンニョ号

05090 3月3日 晴 良 （25小倉1）第8日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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 サトノフローラ 牝5鹿 55 松山 弘平里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 434－ 21：08．7 5．8�
36 � クロンドローリエ 牝6青鹿 55

52 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 424－ 2 〃 クビ 16．9�

12 アマルフィターナ 牝6黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 462－ 41：08．8クビ 16．1�
713 メイショウアキシノ 牝4鹿 55 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 434－10 〃 ハナ 62．7�
510 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 458－ 4 〃 クビ 4．9	
817 アーベントロート 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 434± 01：08．9クビ 9．2

816 カルナヴァレ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 472＋ 6 〃 アタマ 25．3�
47 ヨドノグレイス 牝4鹿 55 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 15．9�
611� アルティメイト 牝4青鹿55 吉田 隼人アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 426－ 21：09．0クビ 48．2
714� ヤ マ ノ ラ ヴ 牝5鹿 55 川須 栄彦山住れい子氏 飯田 雄三 日高 竹島 幸治 480＋ 61：09．31� 22．7�
24 ハ ピ シ ン 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 462－ 8 〃 アタマ 33．8�
818� チアフルアイズ 牝5鹿 55 古川 吉洋ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム 454＋14 〃 クビ 52．5�
35 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B458－ 41：09．4� 3．2�
48 � エンプレスラブ 牝4黒鹿55 国分 優作 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 494－10 〃 クビ 26．8�
612 ミラクルムーン 牝4黒鹿55 大庭 和弥阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大北牧場 428－ 61：09．61	 131．2�
715 ハッシュドトーン 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 464± 01：09．7� 38．6�
11 � クリーンヒット 牝4鹿 55 西村 太一牧畠 清久氏 古賀 史生 浦河 大西牧場 476＋ 41：09．8� 177．2�
59 パスパルトゥー 牝4栗 55 丸山 元気�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 434＋ 21：09．9� 36．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，306，400円 複勝： 26，384，800円 枠連： 11，055，100円
馬連： 27，240，700円 馬単： 19，821，300円 ワイド： 16，203，000円
3連複： 44，570，500円 3連単： 69，590，500円 計： 230，172，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 370円 � 500円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，650円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 18，940円 3 連 単 ��� 90，740円

票 数

単勝票数 計 153064 的中 � 20996（3番人気）
複勝票数 計 263848 的中 � 32137（3番人気）� 18482（5番人気）� 12670（7番人気）
枠連票数 計 110551 的中 （2－3） 13649（1番人気）
馬連票数 計 272407 的中 �� 4473（14番人気）
馬単票数 計 198213 的中 �� 1815（25番人気）
ワイド票数 計 162030 的中 �� 2667（13番人気）�� 2437（17番人気）�� 1121（36番人気）
3連複票数 計 445705 的中 ��� 1737（55番人気）
3連単票数 計 695905 的中 ��� 566（237番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―44．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Avenue of Flags デビュー 2010．9．5 新潟1着

2008．4．28生 牝5鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura 15戦3勝 賞金 38，877，000円



05091 3月3日 晴 稍重 （25小倉1）第8日 第7競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 448－ 21：46．0 16．0�
713 ワンダーアシャード 牡4栗 57 藤岡 康太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 512± 01：46．31� 3．0�
48 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 460± 01：46．61� 168．4�
36 ディアヴァンドーム 牡5栗 57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 466＋ 2 〃 クビ 7．0�
816 サンライズドバイ 牡5芦 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 4 〃 ハナ 25．9�
23 マイネルハーシェル 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム B476－ 21：46．81� 74．3	
611 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 丸山 元気佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 454－ 2 〃 クビ 7．5

59 ベルラピエル 牡4黒鹿57 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 490± 01：46．9クビ 5．1�
47 メジロハクリュウ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 B466－ 4 〃 クビ 74．5
612 ジョーラプター 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム 472± 01：47．0クビ 7．2�

12 マコトローゼンボー 牡5黒鹿57 川須 栄彦尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 462－ 41：47．21� 12．9�
24 メルシーラスカル 牡4鹿 57 水口 優也永井 康郎氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 474－ 21：47．3� 62．4�
11 ブルーイングリーン 牡4栗 57

55 △中井 裕二青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B480－ 6 〃 アタマ 21．2�
35 � シャイニークラウン 牡4栗 57

54 ▲原田 敬伍小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 458＋ 21：47．72	 55．6�
714 シンデンアラタ 牡4黒鹿57 上野 翔神田 通博氏 嶋田 潤 新ひだか 落合 一巳 512＋ 21：47．8� 403．4�
815 カネトシスタチュー 牡4青鹿57 柴山 雄一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 宮内牧場 472＋ 21：49．410 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，893，600円 複勝： 25，664，300円 枠連： 11，091，600円
馬連： 31，230，900円 馬単： 21，023，700円 ワイド： 16，966，800円
3連複： 45，933，600円 3連単： 74，213，300円 計： 241，017，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 370円 � 180円 � 3，000円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 980円 �� 17，520円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 129，890円 3 連 単 ��� 652，020円

票 数

単勝票数 計 148936 的中 � 7352（7番人気）
複勝票数 計 256643 的中 � 17585（7番人気）� 49273（1番人気）� 1728（15番人気）
枠連票数 計 110916 的中 （5－7） 12713（2番人気）
馬連票数 計 312309 的中 �� 10051（9番人気）
馬単票数 計 210237 的中 �� 2502（24番人気）
ワイド票数 計 169668 的中 �� 4501（11番人気）�� 232（90番人気）�� 429（70番人気）
3連複票数 計 459336 的中 ��� 261（230番人気）
3連単票数 計 742133 的中 ��� 84（1122番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．4―13．3―13．3―12．2―12．5―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．5―42．8―56．1―1：08．3―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アクシーバンダム �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 サクラローレル デビュー 2011．10．22 京都5着

2009．2．2生 牡4黒鹿 母 グレイスケープ 母母 クイーンズバンダム 13戦2勝 賞金 13，700，000円
〔制裁〕 サンライズドバイ号の騎手国分優作は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

ワンダーアシャード号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：6
番・9番）
ワンダーアシャード号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

05092 3月3日 晴 良 （25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）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 アイビーフォールド 牡6鹿 57
55 △菱田 裕二 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 462± 01：08．8 4．2�

612 ユキノラムセス 牡6栗 57 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 484－ 61：09．01� 19．6�
816 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 410－ 41：09．1クビ 7．7�
713 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 462－ 2 〃 アタマ 4．5�
611 ゴールデンウィナー 牡4栗 57 高倉 稜�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474＋ 21：09．42 23．2	
12 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 国分 優作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450± 0 〃 ハナ 36．3

818 クィンビークイーン 牝6鹿 55 丸山 元気竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 442－ 21：09．5クビ 23．5�
35 � シセイギンガ 牡7青 57 北村 友一猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 446－16 〃 クビ 81．9�
36 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 柴山 雄一矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 496－ 21：09．6クビ 5．0
23 フジドリーム 牝4鹿 55 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 426＋ 4 〃 クビ 132．0�
24 リッカスウィープ 牡6鹿 57 大野 拓弥立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 474－ 4 〃 アタマ 31．7�
510 タガノカノープス 牝4鹿 55 古川 吉洋八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 426－ 41：09．7クビ 101．8�
59 キボウダクリチャン 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 442－ 21：09．8� 14．5�
715� オ フ 牝5鹿 55

52 ▲横山 和生森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 430－ 61：10．11� 231．0�
817 レッドアーヴィング 	4栗 57

55 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 アタマ 10．0�
11 � ワンダーストーリリ 牝6黒鹿55 菅原 隆一山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 408－ 21：10．41� 182．8�
48 ラ ン フ ァ ン 牝5鹿 55 吉田 隼人�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 442－121：10．71� 152．0�
714 ネ グ レ ス コ 	5黒鹿57 松田 大作吉田 和美氏 今野 貞一 新冠 アサヒ牧場 B450＋ 61：11．44 18．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，538，700円 複勝： 23，665，400円 枠連： 12，247，400円
馬連： 28，777，300円 馬単： 20，759，700円 ワイド： 16，313，100円
3連複： 45，952，700円 3連単： 72，189，200円 計： 234，443，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 500円 � 240円 枠 連（4－6） 2，310円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 710円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 37，290円

票 数

単勝票数 計 145387 的中 � 27622（1番人気）
複勝票数 計 236654 的中 � 38393（2番人気）� 10287（7番人気）� 26859（4番人気）
枠連票数 計 122474 的中 （4－6） 3926（13番人気）
馬連票数 計 287773 的中 �� 6978（11番人気）
馬単票数 計 207597 的中 �� 2760（18番人気）
ワイド票数 計 163131 的中 �� 3403（12番人気）�� 5937（5番人気）�� 1828（26番人気）
3連複票数 計 459527 的中 ��� 4190（20番人気）
3連単票数 計 721892 的中 ��� 1429（84番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．1―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイビーフォールド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2009．9．27 阪神11着

2007．5．10生 牡6鹿 母 ビューティテイスト 母母 ミヤマビユーテイー 33戦2勝 賞金 32，089，000円
〔制裁〕 アイビーフォールド号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

フジドリーム号の騎手丹内祐次は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 ウォーターメジャー号



05093 3月3日 晴 良 （25小倉1）第8日 第9競走 ��2，000�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，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
1：57．2
1：56．1

良
良

24 マーティンボロ 牡4青鹿57 川須 栄彦吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434± 02：00．5 3．0�
12 スプリングアルタ 牡6鹿 57 丸田 恭介加藤 春夫氏 高橋 文雅 様似 様似共栄牧場 454－ 8 〃 ハナ 57．9�
23 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �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 462－ 2 〃 クビ 16．8�
817� アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 492± 02：00．71� 17．3�
816 レッドシェリフ 牡5栗 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494＋ 22：00．91� 5．0�
714 ネオザイオン 牡5鹿 57 藤岡 康太小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 ハナ 48．9	
47 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿 57

55 △菱田 裕二 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－14 〃 ハナ 15．1�
48 � レッドキングダム 牡4鹿 57

55 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460－ 52：01．0� 27．2�
11 � メイショウシレトコ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466± 0 〃 クビ 147．9
35 コーディリア 牝4青 55 国分 優作 
社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 450＋ 42：01．1	 35．4�
36 スズカアンペール 牡5鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 462＋10 〃 ハナ 6．2�
715 マイネルヴェリタス 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム 500－ 6 〃 アタマ 54．4�

612 マンハッタンコード 牡4鹿 57 丸山 元気林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．31� 20．4�
713 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430－ 82：01．51� 35．0�
611� グルービーメテオ 牡4栗 57 黛 弘人
辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466－ 22：01．6クビ 296．1�
59 ミライヘノカゼ 牡4鹿 57 柴山 雄一三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 22：02．02� 13．1�
510� オ マ モ リ 牡4黒鹿57 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 436－102：02．1クビ 128．6�
818 ダブルイーグル 牡5鹿 57 鮫島 良太田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 476－ 82：02．52� 11．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，724，200円 複勝： 32，850，300円 枠連： 16，312，600円
馬連： 42，564，500円 馬単： 29，524，600円 ワイド： 22，170，800円
3連複： 65，707，400円 3連単： 107，957，200円 計： 336，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 1，480円 � 530円 枠 連（1－2） 5，310円

馬 連 �� 10，100円 馬 単 �� 15，310円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 1，260円 �� 9，260円

3 連 複 ��� 42，430円 3 連 単 ��� 222，550円

票 数

単勝票数 計 197242 的中 � 52348（1番人気）
複勝票数 計 328503 的中 � 76460（1番人気）� 4494（15番人気）� 13820（9番人気）
枠連票数 計 163126 的中 （1－2） 2270（18番人気）
馬連票数 計 425645 的中 �� 3112（33番人気）
馬単票数 計 295246 的中 �� 1424（55番人気）
ワイド票数 計 221708 的中 �� 1642（36番人気）�� 4484（13番人気）�� 576（81番人気）
3連複票数 計 657074 的中 ��� 1143（135番人気）
3連単票数 計1079572 的中 ��� 358（659番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．9―48．6―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：37．2―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3

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

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

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡4青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 10戦2勝 賞金 18，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 ウォーターワールド号

05094 3月3日 晴 良 （25小倉1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 ピ ン ゾ ロ 牡3栗 56 高倉 稜西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 464＋ 41：08．6 4．0�
36 クリノタカラチャン 牝3黒鹿54 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 404－ 2 〃 ハナ 11．5�
715 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿56 菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480＋ 21：08．7� 16．4�
23 ライブリシュネル 牡3鹿 56 松田 大作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：08．8� 16．0�
11 メイショウガンツ 牝3鹿 54 鮫島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 426± 01：09．01� 13．6�
12 テイエムシングン 牡3鹿 56 柴山 雄一竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 472－ 6 〃 クビ 18．0�
510 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56 北村 友一森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 462－ 21：09．21 31．2	
816 モーニングコール 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 426＋ 41：09．3� 5．7

714	 ファイアキング 牡3鹿 56 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 450± 0 〃 ハナ 232．1�
818 ハプスブルク 牡3鹿 56 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 442± 01：09．4
 30．7�
48 エメラルハヤブサ 牝3鹿 54 国分 優作高橋 勉氏 西浦 勝一 様似 髙村 伸一 480＋ 61：09．5� 5．6
713 ヤ マ ノ レ オ �3栗 56 西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 460－ 4 〃 ハナ 14．7�
24 ラヴァーズポイント 牝3青鹿54 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 460－141：09．71� 14．6�
35 マイネヴァイザー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 41：09．91� 62．2�
817	 ドクトルバロン 牡3栗 56 嘉藤 貴行湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム B466± 01：10．0� 447．7�
612 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 西田雄一郎�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 456－ 21：10．1
 102．8�
611 トゥルーカラーズ 牝3鹿 54 藤岡 康太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 408－201：10．63 125．5�
59 ラ ド ゥ ガ 牝3鹿 54 吉田 隼人石川 幸司氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 424－101：11．02� 13．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，384，400円 複勝： 37，513，700円 枠連： 21，387，600円
馬連： 71，376，800円 馬単： 39，709，500円 ワイド： 29，405，200円
3連複： 96，613，200円 3連単： 162，801，600円 計： 481，192，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 370円 � 480円 枠 連（3－4） 1，400円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，320円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 12，980円 3 連 単 ��� 42，430円

票 数

単勝票数 計 223844 的中 � 44808（1番人気）
複勝票数 計 375137 的中 � 74003（1番人気）� 23701（5番人気）� 17587（9番人気）
枠連票数 計 213876 的中 （3－4） 11325（7番人気）
馬連票数 計 713768 的中 �� 17641（9番人気）
馬単票数 計 397095 的中 �� 5970（10番人気）
ワイド票数 計 294052 的中 �� 7671（5番人気）�� 5512（12番人気）�� 2162（45番人気）
3連複票数 計 966132 的中 ��� 5495（36番人気）
3連単票数 計1628016 的中 ��� 2832（92番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ゾ ロ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．3．20生 牡3栗 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 6戦2勝 賞金 20，098，000円
〔発走状況〕 ワンダフルジュエル号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
※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 アカノジュウロク号・ジャガーバローズ号・トップエトワール号・ローガンサファイア号



05095 3月3日 晴 稍重 （25小倉1）第8日 第11競走 ��
��1，700�

は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．3以降25．2．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿52 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 468＋121：45．0 10．2�

714 シルクキングリー 牡4鹿 55 菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 464－141：45．21� 8．6�
713 カチューシャ 牝4栃栗53 大野 拓弥窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 466－ 61：45．3� 5．6�
36 ロ ン グ ロ ウ 牡6芦 57 松山 弘平吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534－141：45．4� 2．0�
35 トキノゲンジ 牡5鹿 55 西田雄一郎中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 494－181：45．5	 30．1�
48 サ ナ シ オ ン 牡4鹿 54 丸山 元気 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462－121：45．6� 64．5

815 バーチャルトラック 牡5鹿 54 丸田 恭介岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 454－ 21：45．7� 12．3�
47 セトノハリケーン 牡5鹿 54 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 518－ 41：45．8クビ 18．8�
11 ペガサスヒーロー 牡6鹿 54 北村 友一松岡 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 468－ 2 〃 クビ 46．3
510 ダノンボルケーノ 牡6栗 53 川須 栄彦�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－101：45．9クビ 35．5�
24 トウカイノーマル 牡6青鹿54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 532＋ 61：46．11� 76．9�
612 メルシーサイレンス 牡6栗 50 水口 優也永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 484－ 2 〃 アタマ 75．0�
12 
 ピンクデージー 牝6黒鹿51 宮崎 北斗野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 492－ 81：46．84 20．8�
59 
 トーホウベスト 牡5鹿 53 西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 496－ 2 〃 ハナ 76．8�
611 ケイティーズハート 牝4鹿 52 高倉 稜 	キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456－181：46．9	 25．5�
23 
 スマートスパークル 牡7栗 51 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 B510＋ 21：50．7大差 317．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，693，700円 複勝： 55，140，900円 枠連： 39，424，000円
馬連： 144，064，700円 馬単： 91，885，500円 ワイド： 50，702，000円
3連複： 213，256，800円 3連単： 414，069，200円 計： 1，047，236，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 340円 � 300円 � 240円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，130円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 58，180円

票 数

単勝票数 計 386937 的中 � 30004（4番人気）
複勝票数 計 551409 的中 � 40989（4番人気）� 47388（3番人気）� 67106（2番人気）
枠連票数 計 394240 的中 （7－8） 31892（3番人気）
馬連票数 計1440647 的中 �� 25689（14番人気）
馬単票数 計 918855 的中 �� 6497（34番人気）
ワイド票数 計 507020 的中 �� 8090（14番人気）�� 11148（12番人気）�� 12479（10番人気）
3連複票数 計2132568 的中 ��� 19486（23番人気）
3連単票数 計4140692 的中 ��� 5253（160番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．6―12．7―12．8―12．2―12．5―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．3―42．0―54．8―1：07．0―1：19．5―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
・（2，3，11）－8（1，13）14，4（9，12）6，16，10，5，7－15・（2，14）（11，13）8（9，12）（4，10，16）（3，1，7）（15，5）6

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

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ス タ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．3．31 阪神4着

2009．3．18生 牝4黒鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 6戦3勝 賞金 27，942，000円
〔制裁〕 シルクキングリー号の騎手菱田裕二は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートスパークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アグネスティンクル号・タガノプリンス号
（非抽選馬） 2頭 サンマルリジイ号・ラヴフェアリー号

05096 3月3日 晴 良 （25小倉1）第8日 第12競走 ��
��2，600�

よ ぶ こ

呼 子 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
2：38．1
2：37．3

良
良

33 ラブラドライト �4鹿 56 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 62：42．9 3．2�
44 マイネルテンクウ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 2 〃 クビ 13．1�
811 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 498－ 62：43．0	 16．5�
66 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：43．1クビ 9．4�
22 ゴットマスタング 牡5青鹿57 中舘 英二後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 468＋ 62：43．52
 2．0	
79 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 454－ 6 〃 アタマ 9．3

78 マイネルアクロス 牡4黒鹿56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：43．71� 18．5�
11 クリーンメタボ 牡5黒鹿57 川須 栄彦石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 468－ 42：43．8
 105．5�
810� リッカタキシード 牡6黒鹿57 丸山 元気立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 450± 02：44．01
 110．2
67 � ムカワタイガー 牡5栗 57 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 稲原牧場 456－ 42：45．27 273．5�
55 シンワカントリー 牡5黒鹿57 菱田 裕二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 508＋ 22：46．47 195．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，672，400円 複勝： 50，725，300円 枠連： 17，690，900円
馬連： 69，793，800円 馬単： 53，372，600円 ワイド： 31，278，800円
3連複： 89，367，000円 3連単： 234，796，000円 計： 582，696，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 330円 � 380円 枠 連（3－4） 2，230円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 600円 �� 820円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 24，240円

票 数

単勝票数 計 356724 的中 � 89691（2番人気）
複勝票数 計 507253 的中 � 130127（2番人気）� 34258（5番人気）� 28273（7番人気）
枠連票数 計 176909 的中 （3－4） 5859（9番人気）
馬連票数 計 697938 的中 �� 25578（9番人気）
馬単票数 計 533726 的中 �� 13876（11番人気）
ワイド票数 計 312788 的中 �� 13486（8番人気）�� 9468（11番人気）�� 4374（21番人気）
3連複票数 計 893670 的中 ��� 10965（23番人気）
3連単票数 計2347960 的中 ��� 7150（79番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．9―13．0―13．0―13．9―14．4―12．7―11．6―11．6―11．7―11．5―11．7

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�
13．1―24．9―37．8―50．8―1：03．8―1：17．7―1：32．1―1：44．8―1：56．4―2：08．0―2：19．7―2：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラドライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．17 阪神16着

2009．5．15生 �4鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 7戦2勝 賞金 21，801，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 シンワカントリー号は，馬場入場時に暴れて膠着し，騎手が騎乗できずに発走地点に引き付けられたことについて平地調

教注意。

３レース目



（25小倉1）第8日 3月3日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 197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
5，360，000円
1，620，000円
14，490，000円
68，099，000円
5，122，000円
1，891，200円

勝馬投票券売得金
238，097，600円
391，295，900円
174，891，300円
557，176，300円
382，191，500円
263，502，200円
820，384，900円
1，478，584，300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 4，306，124，000円

総入場人員 10，201名 （有料入場人員 9，226名）



平成25年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，473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

1，370，290，000円
4，160，000円
44，740，000円
13，580，000円
125，160，000円
503，153，000円
38，544，000円
14，140，800円

勝馬投票券売得金
1，786，457，000円
2，912，384，500円
1，272，121，100円
4，065，525，600円
2，717，954，200円
1，931，368，100円
5，944，752，400円
10，606，905，200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 31，237，468，100円

総入場延人員 72，521名 （有料入場延人員 66，043名）
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