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05025 2月15日 曇 重 （26小倉1）第3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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 フォローハート 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 462－121：46．1 2．5�

48 ベストガーディアン 牝3鹿 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 520－241：46．52� 8．5�
59 キネオマドンナ 牝3芦 54 松山 弘平吉田 千津氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 クビ 5．6�
816 アルマミーア 牝3黒鹿54 中舘 英二前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－141：47．24 15．5�
23 メイショウオダマキ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 448－ 21：47．3� 4．9�
35 スリールドランジュ 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464－10 〃 ハナ 6．4�
713 モネノカガヤキ 牝3芦 54

51 ▲森 一馬	宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 B422－ 41：47．61� 53．2

36 シゲルサヌキ 牝3栗 54

53 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 400－10 〃 ハナ 66．2�
815 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 丸山 元気松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448＋10 〃 クビ 68．6�
47 リゼタイムス 牝3栗 54 小林 徹弥飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 396± 01：48．02� 49．4
714 ニシノベニザクラ 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 B476－ 2 〃 アタマ 77．5�
24 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438－181：48．21� 199．4�
510 ブルーウィステリア 牝3黒鹿54 田中 博康桜井 欣吾氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 422－ 21：48．41� 165．0�
612 レインボーダンス 牝3栗 54

52 △藤懸 貴志幅田 京子氏 加用 正 浦河 信岡牧場 424－ 61：48．61� 279．2�
12 ファインコート 牝3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 442－101：49．13 25．2�
11 テイケイジュエル 牝3栗 54 吉田 隼人兼松 忠男氏 鈴木 伸尋 新冠 坂元 芳春 466± 01：49．63 187．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，304，100円 複勝： 26，778，300円 枠連： 6，534，300円
馬連： 28，325，300円 馬単： 19，020，000円 ワイド： 16，570，100円
3連複： 49，365，300円 3連単： 69，130，300円 計： 231，027，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 150円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 500円 �� 250円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 9，000円

票 数

単勝票数 計 153041 的中 � 48308（1番人気）
複勝票数 計 267783 的中 � 71597（1番人気）� 21945（5番人気）� 50927（2番人気）
枠連票数 計 65343 的中 （4－6） 4014（5番人気）
馬連票数 計 283253 的中 �� 15281（6番人気）
馬単票数 計 190200 的中 �� 6380（7番人気）
ワイド票数 計 165701 的中 �� 7826（6番人気）�� 19580（1番人気）�� 5327（8番人気）
3連複票数 計 493653 的中 ��� 21360（4番人気）
3連単票数 計 691303 的中 ��� 5669（14番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．9―13．1―13．0―12．4―12．7―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．6―42．7―55．7―1：08．1―1：20．8―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝3黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 4戦1勝 賞金 8，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイントパール号

05026 2月15日 曇 重 （26小倉1）第3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

11 サトノプレシャス 牡4栗 57 勝浦 正樹里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 488－ 2 58．6 3．5�
46 マウントフジ 牝6鹿 55 D．バルジュー �グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 434－ 2 〃 アタマ 4．8�
（伊）

57 メイショウノーベル 牡5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 512＋10 〃 ハナ 3．6�
610 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿57 酒井 学�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 548＋ 2 59．13 11．2�
69 ドリームボンバー 牡6鹿 57

56 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B484－ 6 59．41� 31．2�
45 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 2 〃 クビ 10．7	
712 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 二本柳 壮
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B444－12 59．71� 165．6�
22 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 吉田 隼人小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B508－ 2 〃 クビ 180．0�
813 シャトルアップ �6栗 57 丸山 元気広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド 508＋ 4 〃 ハナ 15．6
33 アラビアンマジック 牡5鹿 57 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 466－ 6 59．8クビ 25．7�
34 アジャストメント 牡4鹿 57

55 △藤懸 貴志山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 494－ 21：00．01� 90．9�
58 トウケイムーン 牡4栗 57 古川 吉洋木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 470－10 〃 クビ 18．7�
711 バクシンパワー �4鹿 57

54 ▲城戸 義政
宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 464－ 61：00．63	 23．4�
814 エリモタフネス 牡4青鹿57 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 474－ 41：00．81	 25．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，827，500円 複勝： 27，961，100円 枠連： 10，351，200円
馬連： 34，226，700円 馬単： 23，607，400円 ワイド： 19，366，000円
3連複： 54，345，100円 3連単： 81，107，800円 計： 267，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 168275 的中 � 38962（1番人気）
複勝票数 計 279611 的中 � 56760（2番人気）� 60225（1番人気）� 52324（3番人気）
枠連票数 計 103512 的中 （1－4） 10994（3番人気）
馬連票数 計 342267 的中 �� 26715（3番人気）
馬単票数 計 236074 的中 �� 9649（5番人気）
ワイド票数 計 193660 的中 �� 14746（3番人気）�� 16650（2番人気）�� 17643（1番人気）
3連複票数 計 543451 的中 ��� 43894（1番人気）
3連単票数 計 811078 的中 ��� 12078（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．7―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノプレシャス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Lode デビュー 2012．9．29 阪神2着

2010．4．5生 牡4栗 母 ハニーローズ 母母 Honey Honey 8戦1勝 賞金 13，700，000円
［他本会外：1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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェンセール号・エイユーモモチャン号・キョウエイショウリ号・コウヨウエンプレス号・バンブーバッジョ号
※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。

第１回 小倉競馬 第３日



05027 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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

818 ノーブルサイレンス 牝3青鹿 54
53 ☆菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 410－121：10．2 4．8�

510 ドナエテルニテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 434＋ 21：10．41� 5．2�
12 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 466＋ 8 〃 クビ 2．3�
817 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 41：10．5クビ 33．1�
23 コンゴウサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 420－121：10．6� 23．0�
11 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 丸山 元気福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 472－ 61：10．7� 15．5�
612 メリディアン 牝3栗 54 黛 弘人折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 410－ 21：10．91� 44．5	
715 クレインテオドーラ 牝3鹿 54 太宰 啓介
ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 470± 0 〃 ハナ 35．4�
24 タケショウレーブ 牡3栗 56 中舘 英二
ナイト商事 矢野 照正 浦河 富菜牧場 480± 0 〃 クビ 68．6�
35 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 伊藤 工真
ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 418－171：11．0クビ 41．8
714 アートプリズム 牝3鹿 54 勝浦 正樹飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 61：11．1� 18．6�
36 シップウハヤト 牡3鹿 56 酒井 学平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454± 0 〃 クビ 186．6�
816 ローゼルキュート 牝3鹿 54 松田 大作村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 458－ 61：11．2� 27．5�
47 カシノチサヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 438＋ 6 〃 アタマ 127．4�
48 カシノエーデル 牝3鹿 54 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 426－ 2 〃 クビ 55．6�
59 カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 吉田 隼人小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 462－ 21：11．41 17．1�
611 アキノムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 414± 01：13．2大差 330．0�
713 ア ス ト レ ア 牝3青鹿 54

52 △藤懸 貴志
ターフ・スポート牧浦 充徳 日高 モリナガファーム 414＋ 61：14．26 87．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 14，111，600円 複勝： 23，864，800円 枠連： 11，146，700円
馬連： 28，941，200円 馬単： 21，514，100円 ワイド： 17，957，900円
3連複： 49，134，100円 3連単： 74，600，200円 計： 241，270，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 840円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 220円 �� 210円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 141116 的中 � 23325（2番人気）
複勝票数 計 238648 的中 � 47346（2番人気）� 35696（3番人気）� 69417（1番人気）
枠連票数 計 111467 的中 （5－8） 9823（3番人気）
馬連票数 計 289412 的中 �� 17380（3番人気）
馬単票数 計 215141 的中 �� 6439（6番人気）
ワイド票数 計 179579 的中 �� 8445（3番人気）�� 21698（2番人気）�� 23314（1番人気）
3連複票数 計 491341 的中 ��� 51404（1番人気）
3連単票数 計 746002 的中 ��� 10976（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．0―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．9
3 ・（2，10，17）（1，14，16）（3，18）（5，15）（4，9）（7，8）（12，6）（11，13） 4 2（10，17）（1，14，16）（3，18）－（5，15）9，4（12，7，8）－6，11－13
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ノーブルサイレンス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神4着

2011．3．20生 牝3青鹿 母 エイシンサイレンス 母母 コンキスタドアブルー 9戦1勝 賞金 12，550，000円
〔制裁〕 カシノチサヒメ号の騎手長岡禎仁は，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10，000円。（被害馬：8番）

ヨザクラオシチ号の騎手丸山元気は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アストレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月15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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カシノリーベ号・キタサンゲッコウ号・スズカプリティー号・フタリノエニシ号
（非抽選馬） 2頭 トウカイアイドル号・ミカサレディ号

05028 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 メイショウラリマー 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 480－ 82：03．3 2．5�
47 ア タ リ ク ジ 牡3鹿 56

55 ☆杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 466－ 62：03．51� 14．9�
816 タガノトッピー 牡3黒鹿56 酒井 学八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 42：03．81� 11．0�
612 ヤマニンルポ 牡3鹿 56 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486－ 62：04．01	 51．2�
715 ダンディーズムーン 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 62：04．21� 4．9�

36 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430－ 8 〃 ハナ 26．1�
817 タッテナムコーナー 牡3栗 56 松山 弘平	和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 442± 0 〃 クビ 165．8

714 スプリングカンナ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 464－ 62：04．3クビ 567．8�
23 マイネルフレスコ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 クビ 10．8
818 デンコウガイア 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 452＋ 42：04．4クビ 17．9�
510 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 89．9�
713 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 丸山 元気吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 492＋ 62：04．5	 5．2�
12 ジ ラ ソ ー レ 牝3芦 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 出羽牧場 414－162：04．71 108．1�
35 ケ レ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 B420－12 〃 アタマ 190．7�
24 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 伊藤 工真 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 432－ 42：04．91� 164．3�
11 テイエムゴージャス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 478－ 42：05．0	 378．0�
59 キングデジタル 牡3鹿 56 藤岡 佑介伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 476± 02：05．1	 93．7�
611 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 北村 友一﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 426± 02：05．42 29．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，923，600円 複勝： 23，856，000円 枠連： 11，092，800円
馬連： 29，518，000円 馬単： 20，197，400円 ワイド： 16，344，900円
3連複： 43，585，800円 3連単： 68，513，800円 計： 229，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 460円 � 370円 枠 連（4－4） 3，370円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 870円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 51，710円

票 数

単勝票数 計 159236 的中 � 52052（1番人気）
複勝票数 計 238560 的中 � 59492（1番人気）� 10969（7番人気）� 14365（5番人気）
枠連票数 計 110928 的中 （4－4） 2433（11番人気）
馬連票数 計 295180 的中 �� 7081（11番人気）
馬単票数 計 201974 的中 �� 3059（14番人気）
ワイド票数 計 163449 的中 �� 3770（11番人気）�� 4767（8番人気）�� 1784（23番人気）
3連複票数 計 435858 的中 ��� 3126（32番人気）
3連単票数 計 685138 的中 ��� 978（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．3―48．2―1：01．0―1：13．8―1：27．1―1：39．9―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウラリマー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．1．5 京都8着

2011．5．4生 牡3栗 母 シェムリアップ 母母 フローラルレディ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノダイコクテン号・シゲルサツマ号



05029 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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

23 メイショウチギリ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 480± 01：50．2 1．4�
12 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468± 01：50．3� 6．2�
612 デルマシシマル 牡3青鹿 56

55 ☆菱田 裕二浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 18．5�
714 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 478－ 81：50．4クビ 10．3�
35 サヴィルロウ 牡3黒鹿 56

54 △藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 466－10 〃 ハナ 11．7	
815 トップザサブライ �3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 416－ 81：50．5� 63．1

48 サムデイオーラム 牡3青鹿56 西田雄一郎�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 472＋ 41：50．71� 65．8�
36 マスソングウインド 牡3黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 486－101：50．91� 174．8�
816 ヤマニンアルブル 牡3黒鹿56 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 440＋ 61：51．32� 135．8
713 ベルリネッタ 牡3鹿 56 高倉 稜大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 434－16 〃 クビ 140．8�
510 マイネルシュムック 牡3栗 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 武 牧場 470＋201：51．4� 86．0�
611 イゾラベッラ 牡3芦 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 532－ 61：51．5クビ 39．1�
24 ニシノテレポート 牡3鹿 56 D．バルジュー 西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 川上牧場 B472＋101：51．71� 55．6�

（伊）

11 フヨウヤマヒコ 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 小河 豊水 428＋ 81：51．8� 150．5�

59 ワイドショー 牝3鹿 54 松田 大作安原 浩司氏 大久保龍志 浦河 辻 牧場 482－ 81：52．01� 48．9�
47 フレンドファイバー 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂横尾 晴人氏 清水 美波 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング 432－ 21：52．74 389．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，838，300円 複勝： 79，870，200円 枠連： 10，119，500円
馬連： 31，550，000円 馬単： 28，662，300円 ワイド： 20，133，200円
3連複： 51，417，000円 3連単： 104，559，700円 計： 349，150，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 310円 枠 連（1－2） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 180円 �� 370円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 228383 的中 � 131501（1番人気）
複勝票数 計 798702 的中 � 584397（1番人気）� 61593（2番人気）� 20091（5番人気）
枠連票数 計 101195 的中 （1－2） 21070（1番人気）
馬連票数 計 315500 的中 �� 59946（1番人気）
馬単票数 計 286623 的中 �� 38058（1番人気）
ワイド票数 計 201332 的中 �� 34610（1番人気）�� 12483（4番人気）�� 6326（7番人気）
3連複票数 計 514170 的中 ��� 29666（3番人気）
3連単票数 計1045597 的中 ��� 20336（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―13．1―12．3―12．4―12．6―12．5―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―36．2―48．5―1：00．9―1：13．5―1：26．0―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウチギリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．9．28 阪神3着

2011．3．9生 牡3鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 4戦1勝 賞金 10，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ショウブキセキ号・ミラノモーダ号
※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。

05030 2月15日 曇 重 （26小倉1）第3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

35 ゼンノコリオリ 牡4鹿 56 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466± 01：43．5 5．8�
611 マンハッタンコード 牡5鹿 57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 492－ 61：43．71� 6．4�
713 ユキノスライダー 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 450－ 61：43．91 9．5�
48 シルクエルドール �5栗 57 丸山 元気有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋ 2 〃 クビ 6．0�
11 ゴーイングベル 牡4芦 56

53 ▲森 一馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498－ 41：44．22 5．4�
24 ホッコーゼニト 牡5鹿 57 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 470＋101：44．3� 65．7�
47 ポ ロ タ ン 牝4鹿 54

51 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 436± 01：44．51� 28．0	
36 サワヤカユウタ 牡6栗 57 太宰 啓介中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 464－ 61：44．6� 41．2

59 	 グッドシーユー 牡6黒鹿57 藤岡 佑介荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 167．2�
714	 マルトクスパート 牡4鹿 56 中舘 英二高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 490＋ 61：44．81� 15．6�
816 クオリティタイム �8鹿 57

56 ☆菱田 裕二名古屋友豊 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 51．5�
23 タニノタキシード 牡4黒鹿56 D．バルジュー 谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 472＋ 21：44．9クビ 4．6�

（伊）

510 トーホウビッグガン 牡4黒鹿56 吉田 隼人東豊物産 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 488－ 21：45．32� 18．5�
12 スリーヨーク 牡4鹿 56 松田 大作永井商事 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 41：45．5
 99．5�
815	 ワンダーストラ 牡7栗 57

54 ▲伴 啓太山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 506－161：45．71� 161．8�
612 サンライズドバイ 牡6芦 57 松山 弘平松岡 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 B500± 0 〃 クビ 42．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，398，200円 複勝： 26，027，500円 枠連： 8，446，000円
馬連： 30，752，500円 馬単： 19，308，600円 ワイド： 17，958，500円
3連複： 51，832，400円 3連単： 74，894，900円 計： 244，618，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 260円 � 210円 � 260円 枠 連（3－6） 1，530円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 800円 �� 920円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 32，770円

票 数

単勝票数 計 153982 的中 � 21026（3番人気）
複勝票数 計 260275 的中 � 26595（5番人気）� 34695（3番人気）� 26075（6番人気）
枠連票数 計 84460 的中 （3－6） 4090（10番人気）
馬連票数 計 307525 的中 �� 10258（10番人気）
馬単票数 計 193086 的中 �� 3284（20番人気）
ワイド票数 計 179585 的中 �� 5630（10番人気）�� 4807（14番人気）�� 4715（15番人気）
3連複票数 計 518324 的中 ��� 6207（20番人気）
3連単票数 計 748949 的中 ��� 1687（99番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．8―42．3―54．3―1：06．2―1：18．8―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノコリオリ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．6．10 函館3着

2010．3．13生 牡4鹿 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク 16戦2勝 賞金 19，870，000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。



05031 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

816 モーニングコール 牝4鹿 55 中舘 英二飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 438＋121：09．0 8．9�
35 エーシンエムディー 牝5黒鹿55 松田 大作�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 464－ 2 〃 アタマ 2．9�
48 プリンセスムーン 牝4栗 55 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 486＋141：09．1� 3．6�
715 トップルビー 牝6黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 454＋ 41：09．42 13．4�
23 アポロダイヤモンド 牝4鹿 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 444＋ 2 〃 クビ 22．3	
11 � ケージーサクランボ 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 418－191：09．5� 64．8

59 � オーファメイ 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458－ 21：09．6� 60．0�
817 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 吉田 隼人永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 450＋121：09．7クビ 20．2�
24 マイネノンノ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 420－101：10．02 12．8
12 プラッキーエリーナ 牝5栗 55

53 △藤懸 貴志井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B458－ 61：10．21 244．9�
47 トーアディアマンテ 牝5鹿 55 太宰 啓介高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 428＋121：10．52 171．2�
818 メイショウガンツ 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 444± 0 〃 ハナ 99．1�
714 ウインドストリーム 牝4鹿 55 北村 友一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B478＋181：11．03 6．3�
611 アクアブルーバレー 牝4栗 55 D．バルジュー 佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 464± 01：11．1クビ 92．0�

（伊）

612 セイウンヒマワリ 牝4栗 55 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 384－121：11．31� 29．5�
36 コウエイターボ 牝4黒鹿55 黛 弘人伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 494＋141：11．4クビ 74．6�
510� マーブルメーカー 牝5栗 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 440＋ 81：11．61	 200．0�

（17頭）
713 シ ェ ー ル 牝4芦 55

54 ☆杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，181，600円 複勝： 27，714，900円 枠連： 10，393，300円
馬連： 33，072，700円 馬単： 20，595，300円 ワイド： 17，238，400円
3連複： 49，069，000円 3連単： 73，989，100円 計： 249，254，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 490円 �� 810円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 差引計 171816（返還計 930） 的中 � 15309（4番人気）
複勝票数 差引計 277149（返還計 1120） 的中 � 22529（4番人気）� 74000（1番人気）� 48188（2番人気）
枠連票数 計 103933 的中 （3－8） 9442（3番人気）
馬連票数 差引計 330727（返還計 7454） 的中 �� 19308（4番人気）
馬単票数 差引計 205953（返還計 5465） 的中 �� 4825（10番人気）
ワイド票数 差引計 172384（返還計 3015） 的中 �� 8068（5番人気）�� 4539（8番人気）�� 24037（1番人気）
3連複票数 差引計 490690（返還計 20888） 的中 ��� 25514（2番人気）
3連単票数 差引計 739891（返還計 32362） 的中 ��� 3863（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モーニングコール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．14 新潟1着

2010．4．15生 牝4鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル 14戦2勝 賞金 24，853，000円
〔出走取消〕 シェール号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 トップルビー号の騎手菱田裕二は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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。

05032 2月15日 曇 重 （26小倉1）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13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

816 トウカイアストロ 牡5栗 57 中舘 英二内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 502± 01：43．5 12．9�
47 サトノテイオウ 牡4鹿 56 二本柳 壮里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：44．13� 9．8�
611 レオネプチューン 牡6鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474＋ 81：44．41� 17．8�
510 スリープレシャス 牡6青 57 D．バルジュー 永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 41：44．61� 6．5�

（伊）

612 ボストンリョウマ 牡6青鹿57 酒井 学ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484± 0 〃 アタマ 5．7�
815	 キママホウダイ 牡5栗 57 北村 友一小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 496－161：44．81� 21．7	
59 トーコーグリーン 牡4黒鹿56 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488－ 4 〃 アタマ 9．9

12 メイショウビリーヴ 
5黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 438－141：45．01� 151．5�
23 サルジェンツチェリ 牡4芦 56 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 478－ 4 〃 ハナ 247．6�
48 キ マ モ リ 牡4黒鹿56 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋ 41：45．42� 20．1
35 ナムライットウセイ 牡4黒鹿56 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 488＋ 61：45．5� 2．8�
36 ホッコーマグマ 牡4鹿 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B496－ 41：45．81� 18．9�
11 	 マヤノカデンツァ 牡5栗 57 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 476＋101：45．9� 43．7�
714 トゥルーカラーズ 牝4鹿 54

51 ▲岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 426－121：46．21� 110．5�
24 メイショウエイキ 牡4栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 B434＋ 21：46．41� 63．5�
713 サウスパシフィック 牡5鹿 57 田中 博康 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 510＋ 41：46．5� 32．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，103，200円 複勝： 34，166，600円 枠連： 11，520，600円
馬連： 38，947，500円 馬単： 23，099，500円 ワイド： 20，900，500円
3連複： 55，958，300円 3連単： 82，533，900円 計： 286，230，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 470円 � 270円 � 430円 枠 連（4－8） 3，000円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 11，880円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 2，320円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 25，780円 3 連 単 ��� 130，990円

票 数

単勝票数 計 191032 的中 � 11679（6番人気）
複勝票数 計 341666 的中 � 18036（7番人気）� 36449（3番人気）� 20114（6番人気）
枠連票数 計 115206 的中 （4－8） 2842（11番人気）
馬連票数 計 389475 的中 �� 4639（25番人気）
馬単票数 計 230995 的中 �� 1435（47番人気）
ワイド票数 計 209005 的中 �� 2286（28番人気）�� 2213（30番人気）�� 2652（24番人気）
3連複票数 計 559583 的中 ��� 1602（87番人気）
3連単票数 計 825339 的中 ��� 465（401番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．7―42．5―54．8―1：06．8―1：18．7―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7
1
3
16，14（5，6，15）（8，12，10，13）11，4，7，1（3，9）－2
16－（5，14，15）（6，10）（12，7）（8，13）11（4，9）（1，3）2

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

勝馬の
紹 介

トウカイアストロ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．2 中山4着

2009．2．27生 牡5栗 母 トウカイルックス 母母 ボブズディレンマ 18戦3勝 賞金 26，670，000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 テイエムエビスオー号
※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。



05033 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

610 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：01．4 1．9�
69 トーセンツリー 牡4芦 56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 62：01．61� 5．0�
58 ブロードスター �4鹿 56 松山 弘平安原 浩司氏 �島 一歩 浦河 バンブー牧場 488－ 82：01．7	 10．7�
22 
 ノアミラクル 牡4鹿 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 462＋ 4 〃 ハナ 92．8�
34 
 ダンツフォワード 牡5栗 57

54 ▲伴 啓太山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 434＋ 6 〃 クビ 179．1	
33 マイネルランスタン 牡4栗 56 高倉 稜 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：01．91� 27．4�
57 グランラファル 牡5栗 57 松田 大作山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 506＋ 22：02．0	 215．2�
45 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 吉田 隼人 
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 466－ 2 〃 ハナ 26．2
46 コスモハヤブサ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �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 462± 0 〃 アタマ 12．0�
712 クリビツテンギョ 牡5栗 57 太宰 啓介栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 478－ 22：02．1クビ 11．7�
813 マイネルグラード 牡6鹿 57 D．バルジュー 
サラブレッドクラブ・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 2 〃 クビ 19．3�

（伊）

11 ギリギリヒーロー 牡6栗 57 藤岡 佑介小林 照弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 82：02．52	 62．5�
814 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 酒井 学 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 492－122：03．03 44．0�
711 ト リ ガ ー �4鹿 56

55 ☆菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B466－102：03．53 13．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，583，700円 複勝： 37，177，700円 枠連： 13，997，300円
馬連： 48，568，000円 馬単： 35，432，100円 ワイド： 25，740，000円
3連複： 68，348，300円 3連単： 131，185，800円 計： 386，032，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（6－6） 590円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 計 255837 的中 � 109564（1番人気）
複勝票数 計 371777 的中 � 127131（1番人気）� 53990（2番人気）� 35015（3番人気）
枠連票数 計 139973 的中 （6－6） 17673（2番人気）
馬連票数 計 485680 的中 �� 66230（1番人気）
馬単票数 計 354321 的中 �� 34310（1番人気）
ワイド票数 計 257400 的中 �� 31095（1番人気）�� 14972（3番人気）�� 6756（9番人気）
3連複票数 計 683483 的中 ��� 29068（2番人気）
3連単票数 計1311858 的中 ��� 22752（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．8―12．8―12．5―12．8―12．4―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．3―35．1―47．9―1：00．4―1：13．2―1：25．6―1：37．7―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ー カ イ ブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy デビュー 2011．11．13 東京1着

2009．3．4生 牡5鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 12戦3勝 賞金 29，156，000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。

05034 2月15日 曇 重 （26小倉1）第3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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

813 ビタミンエース 牡3鹿 56 松山 弘平村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504－ 41：45．1 6．3�
57 エノラブエナ 牡3鹿 56 D．バルジュー 名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 548－ 6 〃 ハナ 6．6�

（伊）

610 ヴァイスヴァーサ 牝3栗 54 菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 444－ 6 〃 アタマ 47．5�

69 トラキチシャチョウ 牡3鹿 56 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 478＋ 8 〃 クビ 38．4�
711 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 酒井 学幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 518＋ 41：45．2� 3．0�
45 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 81：45．41 15．8	
11 マコトグロズヌイ 牡3芦 56 吉田 隼人�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 ハナ 5．5

58 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 松田 大作M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 478－ 41：45．5クビ 15．7�
22 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 黛 弘人玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 484± 0 〃 アタマ 7．9�
46 マミーテイラー 牝3鹿 54 森 一馬 キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472－161：45．6� 58．6�
34 カシノカーム 牡3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 462－ 41：45．7	 299．3�
712 スズカシルバー 牝3芦 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 440－ 21：46．97 16．1�
33 ウ メ 牝3栗 54 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 446＋ 41：47．21	 40．9�
814 マルカロゼッタ 牡3栗 56 北村 友一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502＋121：47．41
 36．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，733，500円 複勝： 62，579，800円 枠連： 18，038，800円
馬連： 78，618，300円 馬単： 44，055，500円 ワイド： 36，344，200円
3連複： 109，746，000円 3連単： 179，434，300円 計： 561，550，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 220円 � 1，160円 枠 連（5－8） 1，380円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，310円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 32，640円 3 連 単 ��� 138，380円

票 数

単勝票数 計 327335 的中 � 40944（3番人気）
複勝票数 計 625798 的中 � 82682（4番人気）� 84911（3番人気）� 11141（11番人気）
枠連票数 計 180388 的中 （5－8） 9716（5番人気）
馬連票数 計 786183 的中 �� 28033（7番人気）
馬単票数 計 440555 的中 �� 8456（11番人気）
ワイド票数 計 363442 的中 �� 14859（5番人気）�� 2619（36番人気）�� 1957（42番人気）
3連複票数 計1097460 的中 ��� 2482（95番人気）
3連単票数 計1794343 的中 ��� 957（409番人気）

ハロンタイム 6．8―10．6―11．6―12．9―12．6―12．5―12．5―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．4―29．0―41．9―54．5―1：07．0―1：19．5―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビタミンエース �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．6．30 中京9着

2011．5．1生 牡3鹿 母 シプカクラッチュ 母母 ラプロスペクト 9戦2勝 賞金 19，372，000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。



05035 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

58 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 55 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 456－ 61：47．6 9．7�
814 セトノフラッパー 牝4栗 54 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 33．8�
712 アサクサティアラ 牝4青鹿54 松田 大作田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434－ 21：47．7クビ 17．1�
713 サンレガーロ 牝6鹿 55 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 440± 0 〃 クビ 3．4�
46 ニシノテキーラ 牝6鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 466－ 6 〃 ハナ 24．6�
610 コスモバタフライ 牝6黒鹿55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 482－ 41：47．8� 24．4

815 フェータルローズ 牝5栗 55 太宰 啓介兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 ハナ 8．9�
22 ダイワデッセー 牝5栗 55 松山 弘平大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 494－ 41：48．01 12．1�
611� ベリーフィールズ 牝6鹿 55 武 幸四郎 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 452－221：48．1� 28．5
11 プレノタート 牝5鹿 55 吉田 隼人有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 460－12 〃 ハナ 5．1�
59 ディオジェーヌ 牝4鹿 54 菱田 裕二 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－ 6 〃 クビ 7．6�
47 コスモバルバラ 牝5黒鹿55 黛 弘人 	ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 41：48．63 31．9�
23 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 41：49．13 35．7�
34 ブルーバレット 牝4黒鹿54 中舘 英二泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 456－ 21：49．52� 20．6�
35 ディアマイベイビー 牝4青鹿54 北村 友一 	キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 454－121：49．6� 31．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，817，000円 複勝： 77，982，000円 枠連： 37，187，600円
馬連： 141，925，600円 馬単： 69，229，000円 ワイド： 60，023，800円
3連複： 232，312，000円 3連単： 344，653，200円 計： 1，004，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 340円 � 1，180円 � 520円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 16，960円 馬 単 �� 31，040円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 2，160円 �� 7，980円

3 連 複 ��� 84，800円 3 連 単 ��� 554，150円

票 数

単勝票数 計 408170 的中 � 33174（5番人気）
複勝票数 計 779820 的中 � 67681（5番人気）� 15878（15番人気）� 39614（8番人気）
枠連票数 計 371876 的中 （5－8） 22505（4番人気）
馬連票数 計1419256 的中 �� 6178（67番人気）
馬単票数 計 692290 的中 �� 1646（123番人気）
ワイド票数 計 600238 的中 �� 3151（66番人気）�� 6964（24番人気）�� 1831（89番人気）
3連複票数 計2323120 的中 ��� 2022（273番人気）
3連単票数 計3446532 的中 ��� 459（1689番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．7―47．7―1：00．0―1：12．2―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ マ ー ル ナ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．11．12 京都7着

2009．3．6生 牝5鹿 母 パ シ ア ン 母母 ビユーテイライダー 14戦4勝 賞金 47，253，000円

05036 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 バクシンテイオー 牡5鹿 57 丸山 元気林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466－ 81：09．6 5．7�
816 ブライトチェリー 牝4芦 55 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 468＋ 81：09．7� 2．3�
24 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 松田 大作本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 B476－ 2 〃 クビ 4．2�
35 ジェネクラージュ 牡4栗 57 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 450－ 61：09．8クビ 34．1�
612	 ニュアージゲラン 牝5鹿 55 長岡 禎仁白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 456－16 〃 ハナ 71．8�
713 テイエムコウノトリ 牝5黒鹿55 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446－ 61：09．9� 11．8�
12 サンライズポパイ 牡6鹿 57 太宰 啓介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 470＋ 61：10．0� 55．8	
611 サマニトップレディ 牝4鹿 55 菱田 裕二
渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 434－ 6 〃 クビ 218．2�
48 ジェネスサンキュー 牡6芦 57 勝浦 正樹山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 458＋ 81：10．1クビ 147．8�
714 ハギノソフィア 牝4栗 55 古川 吉洋安岡美津子氏 
島 一歩 日高 天羽 禮治 450± 0 〃 クビ 29．5
47 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440－ 81：10．2� 53．1�
59 エーシンショーモン 牡4黒鹿57 D．バルジュー �栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 530－ 41：10．3� 16．5�

（伊）

815 トウシンヴィーナス 牝4青鹿55 北村 友一�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 ハナ 28．0�
11 グッドジーン 牡4栗 57 丹内 祐次
フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 21：10．4� 113．1�
510 ジャパンイモン 牝4栗 55 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 B446－ 61：10．5クビ 40．5�
817 ビーマイラブ 牝4鹿 55 藤岡 佑介
フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：10．71� 18．9�
23 	 ヤギリエスペランサ 牝6栗 55 中舘 英二内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 504－ 71：10．91 246．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 35，799，800円 複勝： 60，565，000円 枠連： 23，570，900円
馬連： 100，359，400円 馬単： 44，570，000円 ワイド： 39，544，700円
3連複： 120，329，700円 3連単： 201，070，700円 計： 625，810，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連（3－8） 560円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 280円 �� 470円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 357998 的中 � 49605（3番人気）
複勝票数 計 605650 的中 � 88329（3番人気）� 156209（1番人気）� 123820（2番人気）
枠連票数 計 235709 的中 （3－8） 31296（2番人気）
馬連票数 計1003594 的中 �� 110760（2番人気）
馬単票数 計 445700 的中 �� 17758（5番人気）
ワイド票数 計 395447 的中 �� 35719（2番人気）�� 18786（3番人気）�� 43244（1番人気）
3連複票数 計1203297 的中 ��� 81321（1番人気）
3連単票数 計2010707 的中 ��� 22319（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．26 東京1着

2009．4．10生 牡5鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 11戦3勝 賞金 31，333，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 クレムリンシチー号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※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 アポロアリーナ号・エステージャ号・クロンドローリエ号・ユキノラムセス号
※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。



（26小倉1）第3日 2月15日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 191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

159，790，000円
5，660，000円
1，740，000円
14，530，000円
66，915，000円
4，966，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
271，622，100円
508，543，900円
172，399，000円
624，805，200円
369，291，200円
308，122，200円
935，443，000円
1，485，673，700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 4，675，900，300円

総入場人員 5，769名 （有料入場人員 5，042名）
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