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05001 2月7日 曇 重 （27小倉1）第1日 第1競走 1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

58 ハルマッタン 牝3鹿 54
52 △岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 474－ 6 57．9 1．2�

45 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B526± 0 58．85 23．6�
46 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 496＋ 6 58．9クビ 17．0�
33 カシノキングダム 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 456－ 2 59．0� 11．5�
57 タ ピ エ ス 牡3鹿 56 杉原 誠人細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 470－ 2 59．1� 13．9�
11 オルティラアスール 牝3鹿 54 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 480＋ 6 〃 アタマ 22．4	
22 ハクユウゼウス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 佐藤 静子 454－ 4 59．2クビ 153．1

69 カナラズカナラズ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 446＋ 6 59．52 120．4�
34 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 黛 弘人加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 492－ 61：00．24 80．9�
813 ア ト リ エ 牝3栗 54 田中 博康水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 426± 01：00．3� 13．5
711 テイエムジャック 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 438－ 21：00．72� 168．7�

712 ヤマノレッカー 牡3黒鹿56 高倉 稜澤村 敏雄氏 目野 哲也 新ひだか 坂本牧場 492－ 2 〃 アタマ 230．5�
610 コウザンダンサー 牝3栗 54 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 北星村田牧場 416＋121：00．8クビ 158．0�
814 カシノプルミエ 牡3鹿 56 丸田 恭介柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 454＋101：01．43� 164．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，074，700円 複勝： 72，172，500円 枠連： 7，516，500円
馬連： 28，219，900円 馬単： 25，015，800円 ワイド： 18，002，500円
3連複： 41，393，200円 3連単： 88，063，400円 計： 305，458，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 280円 � 240円 枠 連（4－5） 430円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 250747 的中 � 164939（1番人気）
複勝票数 計 721725 的中 � 588170（1番人気）� 13412（6番人気）� 16722（4番人気）
枠連票数 計 75165 的中 （4－5） 13404（2番人気）
馬連票数 計 282199 的中 �� 21901（6番人気）
馬単票数 計 250158 的中 �� 15330（6番人気）
ワイド票数 計 180025 的中 �� 10003（6番人気）�� 15148（3番人気）�� 3495（13番人気）
3連複票数 計 413932 的中 ��� 12471（10番人気）
3連単票数 計 880634 的中 ��� 10193（24番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．9―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．4
3 8，1，13，3（5，10）（6，11）7，2（9，14）－（4，12） 4 8－1，3，13（6，5）－（2，7）10（9，11）－（4，14）12

勝馬の
紹 介

ハルマッタン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．19 中京3着

2012．4．20生 牝3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 6戦1勝 賞金 12，800，000円
〔発走状況〕 ハードアスリート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 コパノチャールズ号

05002 2月7日 曇 重 （27小倉1）第1日 第2競走 1，700�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，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 ストレートラブ 牝6青鹿55 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 41：45．3 29．4�

612 ラクリモーサ 牝6青鹿55 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 448＋16 〃 クビ 18．0�
11 ブロンクスシルバー 牝4芦 54 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490± 01：45．51� 5．0�
815 アルマミーア 牝4黒鹿 54

52 △小崎 綾也前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466－ 61：45．71� 6．5�

24 メテオレイン 牝6鹿 55 松田 大作亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 472± 01：45．91 40．9	
12 � エイユーラピス 牝6鹿 55

54 ☆松若 風馬笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 480－ 81：46．0� 11．4

36 ハギノウィッシュ 牝6鹿 55 柴田 未崎日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 23．4�
48 グランドエンジェル 牝4鹿 54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 0 〃 クビ 10．2�
611 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486＋ 21：46．1クビ 5．5
35 ノーブルガイア 牝6黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 444＋ 41：46．42 28．6�
47 バーンアウル 牝4鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋181：47．14 17．9�
713� ドリームノート 牝4鹿 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B444－131：47．31� 233．2�
714 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484± 01：47．4� 17．8�
23 サンマルリジイ 牝6黒鹿55 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 504＋ 21：47．93 294．4�
510 フェイトカラー 牝4黒鹿54 D．バルジュー 吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 522＋201：48．0� 8．2�

（伊）

816 アイリッシュハープ 牝4栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462－ 21：48．42� 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，472，100円 複勝： 23，026，800円 枠連： 10，489，600円
馬連： 28，463，500円 馬単： 14，671，100円 ワイド： 16，964，500円
3連複： 41，551，700円 3連単： 47，592，700円 計： 196，232，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 920円 � 580円 � 200円 枠 連（5－6） 2，340円

馬 連 �� 22，300円 馬 単 �� 43，830円

ワ イ ド �� 5，680円 �� 2，880円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 38，370円 3 連 単 ��� 287，530円

票 数

単勝票数 計 134721 的中 � 3659（13番人気）
複勝票数 計 230268 的中 � 5599（12番人気）� 9313（8番人気）� 38222（1番人気）
枠連票数 計 104896 的中 （5－6） 3467（9番人気）
馬連票数 計 284635 的中 �� 989（74番人気）
馬単票数 計 146711 的中 �� 251（153番人気）
ワイド票数 計 169645 的中 �� 759（74番人気）�� 1515（35番人気）�� 2706（18番人気）
3連複票数 計 415517 的中 ��� 812（147番人気）
3連単票数 計 475927 的中 ��� 120（1129番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．6―12．5―12．5―12．2―12．5―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．9―42．4―54．9―1：07．1―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストレートラブ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Labeeb デビュー 2011．11．13 京都9着

2009．1．14生 牝6青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning 32戦2勝 賞金 22，950，000円
〔発走状況〕 フェイトカラー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 ホトトヤエ号
※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１日



05003 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1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

713� カフジオリオン 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 472＋ 81：09．0 13．6�

59 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 432－ 61：09．21� 5．5�
612 シェアザジョイフル 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 430－101：09．3� 60．5�
35 イ キ オ イ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450－ 4 〃 クビ 3．8�
816 イワヌガハナ �3黒鹿56 川島 信二國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472＋101：09．4	 53．2	
715 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 D．バルジュー 日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 8 〃 クビ 12．8

（伊）

36 テイエムヤンチャボ 牝3芦 54
52 △岩崎 翼竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 414－ 21：09．5クビ 4．9�

714 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444－ 8 〃 クビ 17．5�

11 アグネスレイア 牝3栗 54 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 39．1
24 グローリアポンテ 牡3黒鹿56 藤岡 康太幅田 京子氏 笹田 和秀 新冠 長浜牧場 464＋121：09．6クビ 20．5�
23 ユ ウ ヅ ツ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 21：09．81� 182．6�
510 ナイトディグニティ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 404＋ 41：10．22	 23．2�
817 ロングヒット 牡3鹿 56 国分 恭介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 460－ 41：10．3� 32．9�
48 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 470－ 41：10．51� 29．6�
12 ハ ヤ イ ガ ナ 牡3栗 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 460－121：10．6	 30．0�
818 タガノポワン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 406－ 81：10．81	 68．8�
47 カシノツバサ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 478－ 21：11．01� 132．2�
611 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松山 弘平セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 81：11．1� 8．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，646，600円 複勝： 24，799，200円 枠連： 12，933，400円
馬連： 30，315，700円 馬単： 16，630，100円 ワイド： 19，313，300円
3連複： 42，599，300円 3連単： 51，396，200円 計： 214，633，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 430円 � 200円 � 1，340円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 11，350円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 62，150円 3 連 単 ��� 305，420円

票 数

単勝票数 計 166466 的中 � 9730（6番人気）
複勝票数 計 247992 的中 � 14326（5番人気）� 39100（3番人気）� 4015（15番人気）
枠連票数 計 129334 的中 （5－7） 10036（3番人気）
馬連票数 計 303157 的中 �� 7005（8番人気）
馬単票数 計 166301 的中 �� 1816（19番人気）
ワイド票数 計 193133 的中 �� 4285（8番人気）�� 429（92番人気）�� 1085（48番人気）
3連複票数 計 425993 的中 ��� 514（191番人気）
3連単票数 計 513962 的中 ��� 122（957番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフジオリオン �
�
父 Pulpit �

�
母父 Rahy デビュー 2014．9．21 阪神4着

2012．5．22生 牡3鹿 母 Patti O’Rahy 母母 Fun House 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 タガノポワン号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アーススカイ号・クリノテツマン号・ホシヅキヨ号
※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。

05004 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1日 第4競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

48 サダムブルーハワイ 牝3鹿 54 藤岡 康太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 486＋ 61：49．1 2．7�
713 シャンデリアハウス 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 430＋141：49．2� 7．3�
816 プリモレガーロ 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－12 〃 クビ 8．1�
510 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 420＋ 81：49．41� 31．7�
611 ト キ ワ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 460± 01：49．5クビ 3．4�
12 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 D．バルジュー 飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 436± 0 〃 クビ 6．3	

（伊）

612 ジェルヴェーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 534＋ 81：49．81� 46．3

47 パイアタウン 牝3栗 54 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 448＋ 2 〃 クビ 25．1�
24 シ ェ ル ム 牝3黒鹿54 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 414－ 81：49．9クビ 179．9
35 カンタベリーキッズ 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 394－12 〃 ハナ 76．9�
23 サークルワルツ 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：50．11� 287．1�
11 マサノボーラー 牝3栗 54

52 △岩崎 翼猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 452＋ 4 〃 ハナ 168．0�
59 メイショウワゴコロ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 430－ 61：50．31� 26．4�
36 ティーアイアーチ 牝3黒鹿54 丸田 恭介田畑 憲士氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 418± 01：50．51� 103．4�
815 アーリーズベル 牝3栃栗 54

51 ▲原田 和真�浜本牧場 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 402－ 61：50．71� 344．1�
714 エスティサヴィ 牝3栗 54 嶋田 純次 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 408－ 41：51．01� 225．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，261，400円 複勝： 22，079，200円 枠連： 8，513，100円
馬連： 28，744，400円 馬単： 16，648，400円 ワイド： 16，695，700円
3連複： 39，395，200円 3連単： 59，916，100円 計： 208，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 210円 枠 連（4－7） 1，070円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 460円 �� 420円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 8，490円

票 数

単勝票数 計 162614 的中 � 47371（1番人気）
複勝票数 計 220792 的中 � 55438（1番人気）� 29675（3番人気）� 22914（5番人気）
枠連票数 計 85131 的中 （4－7） 6165（4番人気）
馬連票数 計 287444 的中 �� 20061（3番人気）
馬単票数 計 166484 的中 �� 6420（6番人気）
ワイド票数 計 166957 的中 �� 9555（5番人気）�� 10735（3番人気）�� 4233（10番人気）
3連複票数 計 393952 的中 ��� 11997（7番人気）
3連単票数 計 599161 的中 ��� 5112（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．5―49．0―1：01．6―1：14．0―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サダムブルーハワイ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．16 京都4着

2012．4．15生 牝3鹿 母 ショウナンタレント 母母 シ ャ ン ラ ン 4戦1勝 賞金 8，700，000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 チェリーシェイディ号
※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。



05005 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1日 第5競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

24 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿 56
54 △小崎 綾也山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 82：01．8 4．8�

816 カリテスグレース 牝3黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 470－ 22：01．9� 18．2�
48 ウインヴァポレット 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 420－ 22：02．11� 88．5�
12 トランスオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462－12 〃 クビ 20．0�
59 ライブリファースト 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 490－ 42：02．2クビ 295．9�
611 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 D．バルジュー 日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 464－ 4 〃 クビ 13．8	

（伊）

817 クロイツェル 牡3黒鹿 56
55 ☆松若 風馬 
社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 ハナ 2．5�

713 チェリーシェイディ 牝3栗 54 川須 栄彦戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 450－102：02．41� 9．4�
714 アドマイヤホーク 牡3栗 56 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 4．5
36 テイエムソラトブ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 456－ 62：02．5� 69．6�
35 リバイブビート 牡3栗 56 高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 472－102：02．6クビ 153．5�
47 リ プ カ 牝3栗 54 藤岡 康太佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 372－ 62：02．81� 16．7�
510 コスモブラッドレー 牡3黒鹿56 柴田 未崎 
ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 浦河小林牧場 472－ 42：03．33 30．8�
815 ホワイトトラップ 牡3芦 56 二本柳 壮熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田 宗将 424－ 62：03．61� 234．2�
11 メイショウカルデラ 牡3芦 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 490＋ 2 〃 クビ 161．5�
612 エスティサプライズ 牝3栗 54 嶋田 純次 
エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 414－102：03．7クビ 233．8�
23 タ イ ト 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二西山 茂行氏 森 秀行 新冠 川上牧場 462－ 62：03．91� 146．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 18，239，200円 複勝： 23，782，200円 枠連： 13，167，600円
馬連： 33，434，300円 馬単： 20，269，400円 ワイド： 19，923，800円
3連複： 43，873，700円 3連単： 63，337，900円 計： 236，028，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 550円 � 1，510円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 5，050円 �� 13，690円

3 連 複 ��� 67，700円 3 連 単 ��� 256，530円

票 数

単勝票数 計 182392 的中 � 29953（3番人気）
複勝票数 計 237822 的中 � 36435（3番人気）� 10589（8番人気）� 3477（11番人気）
枠連票数 計 131676 的中 （2－8） 16374（2番人気）
馬連票数 計 334343 的中 �� 6697（14番人気）
馬単票数 計 202694 的中 �� 2329（22番人気）
ワイド票数 計 199238 的中 �� 4931（12番人気）�� 1001（38番人気）�� 366（71番人気）
3連複票数 計 438737 的中 ��� 486（122番人気）
3連単票数 計 633379 的中 ��� 179（563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．6―48．9―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツボーイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．9 新潟9着

2012．3．19生 牡3黒鹿 母 ヤマカツマヤリス 母母 ヤマカツスズラン 7戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走状況〕 トランスオーシャン号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ヤマカツボーイ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年2月14日から平成27年2月

22日まで騎乗停止。（被害馬：9番・7番）
※エスティサプライズ号・チェリーシェイディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

05006 2月7日 曇 重 （27小倉1）第1日 第6競走 1，000�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，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

711 スマートエビデンス 牡4鹿 57 高倉 稜大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 520＋28 57．7 12．6�
34 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 498－ 4 57．91� 31．8�
814 ス テ ー キ 牡5栗 57 藤岡 康太藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 508± 0 58．0クビ 5．0�
610 マッドアバウトユー 牝4栗 55 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 460＋10 58．21� 21．8�
22 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 丸山 元気松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 460－ 4 58．3� 9．5�
33 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57

56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 58．4クビ 2．0	
57 � スリーエスペラント 牡5栗 57

55 △小崎 綾也永井商事
 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 500－ 4 〃 アタマ 7．5�
45 トウショウハマー 牡6栗 57 西田雄一郎トウショウ産業
 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 580－ 2 58．61� 18．8�
813 トウカイチャーム 牡7栗 57

54 ▲長岡 禎仁内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 482＋ 4 58．92 44．4
712 スナークマスカラス 牡4栗 57 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 468± 0 59．32� 142．5�
46 スリーチアサウス 牝4鹿 55 黛 弘人永井商事
 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 462－ 4 〃 アタマ 41．7�
69 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 松田 大作田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B472± 0 59．4� 26．7�
11 プリティーキャロル 牝5芦 55 杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 460－141：14．7大差 56．4�

（13頭）
58 アスターキング 牡5栗 57

55 △岩崎 翼加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 490± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，498，800円 複勝： 17，473，600円 枠連： 7，579，300円
馬連： 26，532，900円 馬単： 16，175，800円 ワイド： 15，249，800円
3連複： 32，014，800円 3連単： 48，866，800円 計： 179，391，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 590円 � 650円 � 250円 枠 連（3－7） 1，690円

馬 連 �� 31，880円 馬 単 �� 50，540円

ワ イ ド �� 6，450円 �� 1，700円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 39，620円 3 連 単 ��� 343，960円

票 数

単勝票数 差引計 154988（返還計 1493） 的中 � 9782（5番人気）
複勝票数 差引計 174736（返還計 2325） 的中 � 7226（6番人気）� 6485（8番人気）� 21640（4番人気）
枠連票数 差引計 75793（返還計 253） 的中 （3－7） 3459（6番人気）
馬連票数 差引計 265329（返還計 7046） 的中 �� 645（52番人気）
馬単票数 差引計 161758（返還計 4171） 的中 �� 240（96番人気）
ワイド票数 差引計 152498（返還計 5270） 的中 �� 600（51番人気）�� 2347（16番人気）�� 1522（27番人気）
3連複票数 差引計 320148（返還計 15948） 的中 ��� 606（95番人気）
3連単票数 差引計 488668（返還計 23781） 的中 ��� 103（683番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．1―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートエビデンス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．6．22 阪神4着

2011．2．28生 牡4鹿 母 マルハチリプリー 母母 トリプルエンコア 14戦2勝 賞金 21，250，000円
〔競走除外〕 アスターキング号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 プリティーキャロル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 プリティーキャロル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 プリティーキャロル号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アーネストミノル号・タイキマーシャ号



05007 2月7日 曇 重 （27小倉1）第1日 第7競走 2，400�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

713 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 462－ 42：33．6 11．9�
24 � ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468－ 6 〃 クビ 4．7�
612 チュウワストライク 牡6鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 508－ 22：33．92 17．4�
815 グランプレージョ 牡6鹿 57

56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 492＋ 42：34．0クビ 8．2�
48 ティーポイズン 牡4栗 56

54 △小崎 綾也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 508－ 62：34．32 6．2�
59 シ ッ プ ウ �4黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486＋ 22：34．72� 4．5


47 カフジスター 牡4青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 468＋ 62：34．91� 5．7�
12 ヴァルティカル 牡5鹿 57 川島 信二 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B444＋ 22：35．0クビ 22．6�
35 ランドントウォーク 牡4青鹿56 D．バルジュー 井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484－ 6 〃 クビ 57．0

（伊）

36 ウインサーガ �6黒鹿57 松山 弘平	ウイン 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 496－ 82：35．21� 36．9�
611 クラウンデピュティ 牡4芦 56 丹内 祐次矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 B494＋ 8 〃 ハナ 113．0�
510 ハワイアンソルト 牡6芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：35．41� 21．2�
23 ホッコーエイコウ 牡4鹿 56 �島 良太矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496－ 4 〃 ハナ 185．8�
816 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 448－ 62：35．72 118．8�
714 オンワードナルシス 牡5黒鹿57 吉田 隼人樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 482± 02：38．3大差 19．8�
11 ガッテンキャンパス 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 462± 0 （競走中止） 70．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，144，900円 複勝： 20，955，500円 枠連： 11，100，700円
馬連： 27，491，000円 馬単： 14，631，500円 ワイド： 16，673，900円
3連複： 37，573，500円 3連単： 49，179，100円 計： 191，750，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 380円 � 200円 � 410円 枠 連（2－7） 2，520円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，190円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 78，360円

票 数

単勝票数 計 141449 的中 � 9445（6番人気）
複勝票数 計 209555 的中 � 13044（6番人気）� 33089（2番人気）� 11908（7番人気）
枠連票数 計 111007 的中 （2－7） 3405（11番人気）
馬連票数 計 274910 的中 �� 5557（13番人気）
馬単票数 計 146315 的中 �� 1260（33番人気）
ワイド票数 計 166739 的中 �� 4586（8番人気）�� 1918（28番人気）�� 3068（15番人気）
3連複票数 計 375735 的中 ��� 1879（51番人気）
3連単票数 計 491791 的中 ��� 455（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．8―37．6―50．8―1：04．2―1：18．0―1：31．9―1：45．1―1：57．1―2：09．3―2：21．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートヴァリュー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2010．8．14 小倉2着

2008．4．29生 牡7黒鹿 母 パトリシアローズ 母母 ダウンチータ 37戦2勝 賞金 30，370，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンパンテオン号の騎手岩崎翼は，検査のため勝浦正樹に変更。
〔競走中止〕 ガッテンキャンパス号は，発走後に右手綱の尾錠が外れたため2周目3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ガッテンキャンパス号の調教師本間忍は，発走後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。

オンワードナルシス号の騎手吉田隼人は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番）
※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。

05008 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

510� ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 57 丸田 恭介 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 452± 01：47．2 13．5�
36 カレンヴィットリア 牡4黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B506＋ 81：47．3� 5．8�
816 ヴィンセンツイヤー 牡4栗 56

54 △小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：47．61� 35．9�

59 マイネルコランダム 牡6青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 480－ 41：47．7� 7．5�

11 ネルトスグアサ 牡5黒鹿 57
54 ▲伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 472＋161：47．91� 56．4	

815 オウエイバスター 牡7黒鹿 57
54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 30．8

47 マイネルピクトル 牡4鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 498－ 81：48．0� 51．0�
48 タルトオポム 牡4黒鹿56 津村 明秀窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：48．1� 3．3�
35 � トスカニーニ 牡5鹿 57

56 ☆松若 風馬田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 454± 01：48．2� 109．9
24 マイネルゼーラフ 牡4青鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 502＋18 〃 アタマ 51．2�
713 グインネヴィア 牝6栗 55 丸山 元気 �サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：48．3� 14．5�
714 ショウナンガッチャ 牡4栗 56 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478－ 21：48．4� 9．6�
612 プラチナグロース �5芦 57 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 B488－ 81：48．72 5．8�
12 キョウエイダルク 牝4鹿 54 勝浦 正樹田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 434± 01：49．33� 56．7�
611 モエレマリーア 牝6黒鹿55 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 452－ 6 〃 クビ 86．0�
23 � ロードジェネラル 牡5黒鹿57 D．バルジュー �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 494－ 61：54．5大差 13．8�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，664，500円 複勝： 18，363，800円 枠連： 10，076，300円
馬連： 29，805，700円 馬単： 15，707，300円 ワイド： 16，793，600円
3連複： 37，561，000円 3連単： 52，500，700円 計： 195，472，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 320円 � 200円 � 620円 枠 連（3－5） 1，340円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，660円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 32，340円 3 連 単 ��� 217，500円

票 数

単勝票数 計 146645 的中 � 8664（6番人気）
複勝票数 計 183638 的中 � 14412（6番人気）� 27847（2番人気）� 6587（9番人気）
枠連票数 計 100763 的中 （3－5） 5809（6番人気）
馬連票数 計 298057 的中 �� 5983（15番人気）
馬単票数 計 157073 的中 �� 1488（30番人気）
ワイド票数 計 167936 的中 �� 3630（12番人気）�� 1165（39番人気）�� 1433（33番人気）
3連複票数 計 375610 的中 ��� 871（99番人気）
3連単票数 計 525007 的中 ��� 175（628番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．3―47．7―59．8―1：11．7―1：23．6―1：35．2

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

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

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

�ゴ ー ス ル ー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ウォーニング

2010．3．31生 牡5鹿 母 ジプシーダンサー 母母 インヴァイト 16戦1勝 賞金 17，895，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ネルトスグアサ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードジェネラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月7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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サウンドバスター号
※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。



05009 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1日 第9競走 1，200�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ヤマニンマルキーザ 牡4栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 468＋ 21：07．7 2．8�
11 ユキノラムセス 牡8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 474－101：07．91� 45．1�
714 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 吉田 隼人吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 478＋ 21：08．0� 21．7�
35 キングナポレオン 牡4黒鹿57 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋121：08．1� 12．3�
12 スピーディユウマ 牝5青鹿 55

52 ▲伴 啓太竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 61：08．2クビ 36．2�

48 クールジョジョ 牝4黒鹿55 D．バルジュー 川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430－ 6 〃 クビ 10．6�
（伊）

510 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 アタマ 3．8	
36 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 勝浦 正樹國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 434＋ 61：08．41� 88．8

816 ケントヒーロー 牡5栗 57 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 496－ 2 〃 アタマ 14．7�
817 イーグルアモン 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 01：08．5� 59．8�
23 � エーデルシュタイン 牝6黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 492－ 6 〃 クビ 101．0
715 メイショウカイモン �4鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 474＋ 81：08．6クビ 53．0�
47 ドリームマークス 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 長沼 幸一 466± 0 〃 ハナ 17．2�
24 キボウダクリチャン 牝6栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 464＋ 41：08．7� 147．5�
713 マンドレイク 牡5黒鹿57 川須 栄彦�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 506＋ 8 〃 アタマ 13．3�
611 ジャストザオネスト 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 510＋ 8 〃 ハナ 29．0�

612 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 450＋ 41：08．91� 74．8�

818 ショウナンバグース 牡5黒鹿57 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 456＋ 4 〃 アタマ 16．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，341，200円 複勝： 26，338，300円 枠連： 17，592，400円
馬連： 39，377，800円 馬単： 22，120，700円 ワイド： 23，178，100円
3連複： 57，985，100円 3連単： 82，411，500円 計： 288，345，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 860円 � 440円 枠 連（1－5） 1，940円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 980円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 27，680円 3 連 単 ��� 144，660円

票 数

単勝票数 計 193412 的中 � 53569（1番人気）
複勝票数 計 263383 的中 � 61477（1番人気）� 6211（12番人気）� 13419（7番人気）
枠連票数 計 175924 的中 （1－5） 6999（7番人気）
馬連票数 計 393778 的中 �� 4862（19番人気）
馬単票数 計 221207 的中 �� 1873（28番人気）
ワイド票数 計 231781 的中 �� 3055（18番人気）�� 6278（6番人気）�� 887（65番人気）
3連複票数 計 579851 的中 ��� 1571（81番人気）
3連単票数 計 824115 的中 ��� 413（427番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．5―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―32．9―44．2―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマルキーザ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．12．21 中山6着

2011．4．20生 牡4栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 14戦2勝 賞金 28，482，000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。

05010 2月7日 曇 稍重 （27小倉1）第1日 第10競走 ��2，000�
か ら と

唐 戸 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

815 ビオラフォーエバー 牡4栗 56 吉田 隼人熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 81：59．4 4．0�
12 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 56 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：59．72 2．8�
48 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 津村 明秀 �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 478＋ 21：59．91� 19．2�
11 スマッシュスマイル �7栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 7．3�
35 � サトノフラクタル 牡4青鹿56 藤岡 康太里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar

Farm, LLC 494＋102：00．21	 14．8	
23 スマートルピナス 牝5鹿 55 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462－ 42：00．62
 25．6

713 レインオーバー �4青鹿56 丸山 元気 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B428－ 8 〃 アタマ 22．0�
59 ラ イ ザ ン 牡4青鹿56 松田 大作林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 25．1�
24 マイネルナタリス 牡8黒鹿57 丹内 祐次 �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 464＋ 22：00．7
 131．2
714 サウンドバスター 牡7鹿 57 �島 良太増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 490－142：00．91 122．7�
612 ミッキーサクセス 牡5栗 57 川須 栄彦野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：01．0
 37．8�
510 ダノンドリーム 牡6青鹿57 D．バルジュー �ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 468－ 42：01．1
 12．2�

（伊）

47 ワクワクカンヲ 牡4鹿 56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B472－ 42：01．2
 8．5�
36 イ オ ラ ニ 牡4黒鹿56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 488－ 4 〃 ハナ 31．9�
611� スリーダッシュ �5黒鹿57 国分 恭介永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 452－102：01．3	 245．2�
816� セルリアンアクウー 牡5青鹿57 高倉 稜�イクタ 大根田裕之 日高 長谷川 一男 484－ 22：02．04 253．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，632，500円 複勝： 32，950，900円 枠連： 16，266，000円
馬連： 57，034，800円 馬単： 29，753，600円 ワイド： 27，932，400円
3連複： 71，760，900円 3連単： 109，982，100円 計： 369，313，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 140円 � 290円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，070円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 236325 的中 � 46471（2番人気）
複勝票数 計 329509 的中 � 52446（2番人気）� 75349（1番人気）� 22216（6番人気）
枠連票数 計 162660 的中 （1－8） 22577（1番人気）
馬連票数 計 570348 的中 �� 58236（1番人気）
馬単票数 計 297536 的中 �� 12725（2番人気）
ワイド票数 計 279324 的中 �� 19965（1番人気）�� 6324（10番人気）�� 7958（8番人気）
3連複票数 計 717609 的中 ��� 12286（10番人気）
3連単票数 計1099821 的中 ��� 4243（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―11．9―12．7―12．2―11．9―11．9―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．2―36．1―48．8―1：01．0―1：12．9―1：24．8―1：36．3―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビオラフォーエバー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Entrepreneur デビュー 2013．9．1 小倉6着

2011．3．10生 牡4栗 母 ミッドキャップ 母母 Tis Juliet 14戦2勝 賞金 24，813，000円
※サウンドバスター号・スマートルピナス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



05011 2月7日 小雨 重 （27小倉1）第1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，26．2．8以降27．2．1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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

23 トップボンバー 牡4鹿 54 松若 風馬�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448－ 41：43．4 4．8�
59 サンライズワールド �5栗 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 438－181：43．71� 14．3�
24 エーペックス 牡6青鹿53 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 508＋ 21：43．91� 77．2�
12 マ ユ キ 牝4栗 52 中井 裕二稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 470－ 41：44．11� 31．6�
714� サンデーミノル 牡5鹿 54 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B498± 0 〃 アタマ 50．1	
11 サンライズバロン 牡5鹿 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 514－ 2 〃 クビ 6．1

510 ヴァンヘルシング 牡6青鹿54 小崎 綾也市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456－ 21：44．2� 5．3�
611 メイショウサリマン 牡7栗 54 田中 博康松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 480＋ 41：44．3� 193．1�
612 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 54 D．バルジュー �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 41：44．4クビ 12．1

（伊）

35 ニシノシュロ 牝4青鹿52 岩崎 翼西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 496－ 6 〃 アタマ 28．3�
713 パフュームボム 牝4鹿 52 川島 信二飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 470＋121：44．5� 14．9�
36 アグネスダリム 牝6栗 51 藤懸 貴志渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468－ 61：44．82 50．1�
47 ヨヨギマック 牡4栗 53 国分 恭介一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 512－ 21：44．9� 4．0�
816 マルカロゼッタ 牡4栗 52 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496－141：45．0クビ 170．6�
48 � マヤノカデンツァ 牡6栗 53 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B490± 01：45．53 21．2�
815 アドマイヤカロ 牡4栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 522－ 61：47．3大差 20．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，799，800円 複勝： 44，413，300円 枠連： 30，960，900円
馬連： 114，345，400円 馬単： 53，834，000円 ワイド： 47，639，200円
3連複： 153，409，000円 3連単： 229，675，900円 計： 705，077，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 270円 � 500円 � 1，680円 枠 連（2－5） 1，340円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 8，290円 �� 13，290円

3 連 複 ��� 145，640円 3 連 単 ��� 500，040円

票 数

単勝票数 計 307998 的中 � 51188（2番人気）
複勝票数 計 444133 的中 � 49572（4番人気）� 22991（8番人気）� 6078（14番人気）
枠連票数 計 309609 的中 （2－5） 17774（6番人気）
馬連票数 計1143454 的中 �� 21377（16番人気）
馬単票数 計 538340 的中 �� 7065（18番人気）
ワイド票数 計 476392 的中 �� 7449（17番人気）�� 1466（66番人気）�� 912（84番人気）
3連複票数 計1534090 的中 ��� 790（261番人気）
3連単票数 計2296759 的中 ��� 333（1120番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．6―42．2―54．6―1：06．7―1：18．8―1：30．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップボンバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．16 京都7着

2011．3．26生 牡4鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 8戦3勝 賞金 25，871，000円
〔発走状況〕 ニシノシュロ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 エーペックス号の騎手丸山元気は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロパレス号・ドリームカイザー号・ローレルアルトス号
（非抽選馬） 4頭 カレンコティヤール号・コスモラヴモア号・タンスチョキン号・ロゼッタストーン号
※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。

05012 2月7日 晴 稍重 （27小倉1）第1日 第12競走 ��1，200�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 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 9，100，000円 3，600，000円 1，850，000
1，850，000

円
円 910，000円

付 加 賞 630，000円 180，000円 45，000
45，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 コスモドーム 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 504－ 21：08．1 29．7�
714 ブラウンカイ 牡4鹿 57 津村 明秀キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 468± 0 〃 ハナ 26．1�
47 ワイレアワヒネ 牝4栗 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 492－ 81：08．31 5．6�
611 ラブリープラネット 牡4栗 57 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 同着 22．4�
35 � サウンドマンデュロ 牡6青鹿57 川須 栄彦増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 484＋101：08．4� 62．2�
48 � ハイマウンテン 牝5鹿 55 D．バルジュー 北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 454－101：08．5	 5．2	

（伊）

12 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 吉田 隼人�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450－ 6 〃 アタマ 92．4

23 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B452＋ 2 〃 クビ 25．2�
817 ビービーブレイン 
4鹿 57 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 506＋14 〃 アタマ 96．5�
818 メイショウネブタ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 480－ 21：08．71� 11．2
612 ビジョナリー 牝4鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 406－ 8 〃 クビ 23．6�
59 ファインスマッシュ 牝5鹿 55 黛 弘人�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454＋ 81：08．8クビ 161．3�
713 サチノリーダース 牡5青鹿57 藤懸 貴志佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 452＋ 2 〃 クビ 11．1�
36 ダ ラ ニ 牝4栗 55 小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 482± 0 〃 アタマ 4．6�
24 � ガラッシアファータ 牝4黒鹿55 丸山 元気前田 幸治氏 萩原 清 米 Diamond A

Racing Corp. 498－ 2 〃 ハナ 16．6�
816 トシストロング 牡4鹿 57 勝浦 正樹上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 496＋101：08．9クビ 28．3�
510 ダンツキャノン 牡4栗 57 松若 風馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 528＋ 6 〃 クビ 8．0�
715 クリノコマチ 牝4栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450± 01：09．0	 40．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，474，900円 複勝： 44，893，900円 枠連： 24，014，900円
馬連： 79，915，100円 馬単： 38，762，100円 ワイド： 42，596，300円
3連複： 108，118，000円 3連単： 153，127，000円 計： 520，902，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 670円 � 440円 �
�

220円
500円 枠 連（1－7） 7，050円

馬 連 �� 42，590円 馬 単 �� 71，420円

ワ イ ド �� 5，490円 ��
��

1，510円
5，780円

��
��

1，780円
3，860円

3 連 複 ���
���

30，370円
122，000円 3 連 単 ���

���
353，570円
760，340円

票 数

単勝票数 計 294749 的中 � 7914（13番人気）
複勝票数 計 448939 的中 �

�
11934
16455

（12番人気）
（10番人気）

� 19169（9番人気）� 49103（3番人気）

枠連票数 計 240149 的中 （1－7） 2637（26番人気）
馬連票数 計 799151 的中 �� 1454（99番人気）
馬単票数 計 387621 的中 �� 407（185番人気）
ワイド票数 計 425963 的中 ��

��
1183
3747
（88番人気）
（35番人気）

��
��

4472
1692
（25番人気）
（72番人気）

�� 1123（91番人気）

3連複票数 計1081180 的中 ��� 1336（198番人気） ��� 332（496番人気）
3連単票数 計1531270 的中 ��� 157（1995番人気） ��� 73（3053番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―44．9―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモドーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2013．6．1 東京4着

2011．3．17生 牡4鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 14戦2勝 賞金 20，930，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 ナイトジャスミン号
※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。



（27小倉1）第1日 2月7日（土曜日） 曇後雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 194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

164，940，000円
1，060，000円
5，580，000円
2，160，000円
14，970，000円
68，369，000円
5，018，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
237，250，600円
371，249，200円
170，210，700円
523，680，500円
284，219，800円
280，963，100円
707，235，400円
1，036，049，400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 3，610，858，700円

総入場人員 6，551名 （有料入場人員 5，895名）
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