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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
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

05037 2月15日 晴 良 （27小倉1）第4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

36 サンウィノナ 牝3鹿 54 川島 信二加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 434－ 81：49．1 5．8�
612 アスタキサンチン 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 小葉松 幸雄 B446－ 41：49．52� 4．7�
59 ガラドリエル 牝3栗 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 476－12 〃 クビ 2．9�
23 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 416＋ 21：49．6� 155．3�
12 アラビアンハート 牝3鹿 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 440－ 61：49．81� 51．5	
11 コウザンジョウオー 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 432＋ 81：49．9クビ 50．2

611 マラカイトスター 牝3栗 54 丸山 元気本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B464± 0 〃 クビ 27．0�
47 ノンリケット 牝3栗 54 D．バルジュー 大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 410－ 8 〃 ハナ 10．1�

（伊）

510 バイオレットフィズ 牝3黒鹿54 菱田 裕二中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 438＋ 21：50．85 47．8
35 スーパールミナル 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 474＋ 21：51．01� 7．6�
714 テ イ ア 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 412－ 61：51．42� 34．7�
48 ファインドミー 牝3鹿 54 藤田 伸二飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：52．25 13．6�
815 イサミサンキュウ 牝3栗 54 松田 大作前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 440＋181：52．51� 21．8�
24 ヤマニンノクターン 牝3鹿 54 中谷 雄太土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 412－12 〃 クビ 53．0�
816 プリンシアソーレ 牝3鹿 54 丹内 祐次芳川 貴行氏 中川 公成 池田 小濱 正博 420＋ 21：54．09 235．7�
713 デンタルキューティ 牝3青 54

51 ▲義 英真安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 436－ 4 （競走中止） 39．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，497，900円 複勝： 18，706，200円 枠連： 9，959，500円
馬連： 31，909，800円 馬単： 17，753，500円 ワイド： 19，646，700円
3連複： 48，756，100円 3連単： 61，814，200円 計： 222，043，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 420円 �� 400円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 134979 的中 � 18399（3番人気）
複勝票数 計 187062 的中 � 23333（3番人気）� 32099（2番人気）� 43979（1番人気）
枠連票数 計 99595 的中 （3－6） 10599（3番人気）
馬連票数 計 319098 的中 �� 21382（3番人気）
馬単票数 計 177535 的中 �� 5291（8番人気）
ワイド票数 計 196467 的中 �� 11326（3番人気）�� 12117（2番人気）�� 18931（1番人気）
3連複票数 計 487561 的中 ��� 31164（1番人気）
3連単票数 計 618142 的中 ��� 5822（12番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―13．6―13．0―13．0―13．2―13．3―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―43．3―56．3―1：09．3―1：22．5―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．8
1
3
・（5，11）－9，14（2，15，16）4，1（8，12）（7，10）－3，6・（5，11，12）（9，6）7（2，16，8）15，10（1，14，4，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンウィノナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Dancehall デビュー 2014．8．30 小倉8着

2012．4．13生 牝3鹿 母 スイートミルド 母母 Milde 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 デンタルキューティ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 カナラズカナラズ号
※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。

05038 2月15日 晴 良 （27小倉1）第4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 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

33 サンマルヴィグラス 牡5鹿 57 丸山 元気相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 512＋ 4 59．2 3．8�
11 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 584＋ 4 59．73 10．9�
34 � プレシャスベガ 牝4黒鹿55 川須 栄彦杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 4 〃 クビ 21．9�
711 リッシンロケット 牡5芦 57 藤岡 康太小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 468＋ 4 59．8� 7．2�
610� サンライズシルバー 牡5芦 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474＋ 2 59．9クビ 15．9�
46 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 2 〃 クビ 14．7	
813 ダンディーソル 牡5青鹿57 丸田 恭介 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 496－ 21：00．11� 5．3�
69 カーマンライン 牡4鹿 57 田中 博康吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 526－ 6 〃 クビ 6．6�
58 スリーチアサウス 牝4鹿 55

53 △岩崎 翼永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 462± 01：00．2� 73．5
22 アーネストミノル 牡4鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450± 01：00．41� 55．9�
814 タイキマーシャ 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁
大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 462± 01：00．71� 121．2�
45 ヨゾラニネガイヲ 牝5鹿 55 菱田 裕二 
キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム B466＋121：00．8� 19．9�
712 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55

52 ▲義 英真田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 482± 01：01．01� 6．8�
57 � ショウチシマシタ 牝5栗 55 国分 恭介
イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 B490＋ 31：01．32 107．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，821，500円 複勝： 20，061，400円 枠連： 9，826，200円
馬連： 29，155，300円 馬単： 16，058，400円 ワイド： 18，412，100円
3連複： 40，950，200円 3連単： 52，255，100円 計： 200，540，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 260円 � 400円 枠 連（1－3） 1，460円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，210円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 28，590円

票 数

単勝票数 計 138215 的中 � 28956（1番人気）
複勝票数 計 200614 的中 � 41659（1番人気）� 19062（5番人気）� 10671（8番人気）
枠連票数 計 98262 的中 （1－3） 5187（7番人気）
馬連票数 計 291553 的中 �� 13131（5番人気）
馬単票数 計 160584 的中 �� 4583（5番人気）
ワイド票数 計 184121 的中 �� 6929（6番人気）�� 3881（15番人気）�� 2730（24番人気）
3連複票数 計 409502 的中 ��� 4339（21番人気）
3連単票数 計 522551 的中 ��� 1325（69番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．9―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 3（5，8）12（4，6）（9，14）（11，13）（1，10）（2，7） 4 3，5（4，6，8）12（11，13）9（1，10，14）－（2，7）

勝馬の
紹 介

サンマルヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．3．9 阪神12着

2010．5．1生 牡5鹿 母 マイネマニフィーク 母母 マイネゴージャス 20戦2勝 賞金 31，790，000円

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4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 イサチルホープ 牡3栗 56
53 ▲義 英真小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 452－ 41：08．9 4．7�

612 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 464－ 81：09．11� 8．1�
36 プ リ ズ ム 牡3鹿 56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 41：09．2� 3．5�
（伊）

714 ワタシダイナマイト 牝3栗 54
53 ☆松若 風馬小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 448± 01：09．3� 4．7�

11 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 丹内 祐次スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 438＋ 61：10．04 14．5�
12 ナ ミ カ ゼ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 384－18 〃 アタマ 74．4�
713 エスペランサルル 牝3栗 54 古川 吉洋江上 幸	氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 420－ 4 〃 ハナ 117．1

48 グロウミングティア 牝3栗 54

52 △岩崎 翼山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 堤 牧場 434－ 81：10．1� 49．3�
611 ニシノフクオトコ 牡3芦 56 丸山 元気西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 464－ 4 〃 ハナ 5．4�
59 ド ー テ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 428± 0 〃 ハナ 94．5
510 アイスイモン 牝3芦 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 436± 0 〃 同着 24．6�
24 スリーキーノート 牝3黒鹿54 丸田 恭介永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 三石ファーム 416－ 41：10．31� 189．3�
818 ニホンピロラプター 牡3鹿 56 松田 大作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 460＋181：10．51 40．1�
35 アーススカイ 牡3鹿 56 川須 栄彦松山 増男氏 加藤 敬二 新冠 競優牧場 454± 01：10．6� 173．4�
817 プロセルピナ 牝3栗 54 西田雄一郎清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 442－ 2 〃 アタマ 265．3�
23 プロヴィジョン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 436＋ 61：10．81� 104．0�
816 アルフェリーチェ 牝3栗 54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 手塚 貴久 新ひだか 岡田スタツド 402－ 41：11．12 47．9�
47 ホ シ ヅ キ ヨ 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 國男 422＋ 21：11．42 156．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，289，500円 複勝： 21，770，400円 枠連： 12，779，300円
馬連： 31，711，800円 馬単： 17，268，900円 ワイド： 18，519，000円
3連複： 44，367，700円 3連単： 58，522，600円 計： 220，229，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 250円 � 150円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 720円 �� 460円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 21，510円

票 数

単勝票数 計 152895 的中 � 25928（2番人気）
複勝票数 計 217704 的中 � 31287（4番人気）� 18315（5番人気）� 45686（1番人気）
枠連票数 計 127793 的中 （6－7） 26594（1番人気）
馬連票数 計 317118 的中 �� 11128（9番人気）
馬単票数 計 172689 的中 �� 3578（16番人気）
ワイド票数 計 185190 的中 �� 6456（8番人気）�� 10768（3番人気）�� 5535（10番人気）
3連複票数 計 443677 的中 ��� 10183（9番人気）
3連単票数 計 585226 的中 ��� 1972（59番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．6
3 ・（10，15，14，16）（6，9）（2，11）12，3，13（4，18）17（5，8）1，7 4 ・（10，15，14）（6，16）（2，9，12）－（3，13，11）18（4，8）17（5，1）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イサチルホープ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2014．11．8 京都5着

2012．3．9生 牡3栗 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 5戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ソラーナ号・ダイゴサクラ号・ブーケオブローズ号・ラブローレル号
（非抽選馬） 1頭 ティーエスアルスト号
※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。

05040 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4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

24 ニシノマジック 牡3黒鹿 56
53 ▲伴 啓太秦 千織氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 480＋ 42：01．9 18．4�

818 ワーキングプライド 牝3鹿 54 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 3．6�

612 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 494－ 42：02．0� 8．9�
817 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 456－ 42：02．1� 6．5�
48 ア ゲ ハ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 446＋182：02．42 15．3�

（伊）

714 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 492＋122：02．5クビ 11．9	
23 アグネスエーデル 牡3鹿 56 藤田 伸二渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 500± 0 〃 アタマ 3．6

715 カリビアンブルー 牡3栗 56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 62：02．71� 7．5�
11 トドロキキシボジン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 516－ 82：02．91� 248．7
816 ア ン ネ イ 牡3栗 56 小牧 太橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 502＋ 8 〃 クビ 16．5�
510 ビュトンドール 牡3栗 56 北村 友一加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 488± 02：03．11� 133．9�
36 ナイフエッジ 牡3鹿 56 吉田 隼人河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 桑田フアーム 478＋ 62：03．52� 201．9�
35 カシノリコーダー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 402± 02：03．6� 465．4�
59 デンコウコテツ 牡3栗 56 藤岡 康太田中 康弘氏 中村 均 浦河 日の出牧場 432－18 〃 クビ 156．0�
47 クリノツーイーソー 牡3栗 56 田中 博康栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 432＋ 82：03．7� 329．2�
12 クリノジュンチャン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 いとう牧場 B484－ 22：04．02 211．9�
611 シゲルドンタク 牡3栗 56

54 △岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 22：05．06 271．7�
713 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54 杉原 誠人久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 440＋ 82：05．21� 472．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，245，900円 複勝： 26，882，100円 枠連： 14，491，000円
馬連： 34，807，300円 馬単： 18，812，300円 ワイド： 21，771，000円
3連複： 47，864，900円 3連単： 63，592，500円 計： 248，467，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 460円 � 180円 � 340円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 13，370円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，160円 �� 640円

3 連 複 ��� 9，020円 3 連 単 ��� 67，200円

票 数

単勝票数 計 202459 的中 � 8783（9番人気）
複勝票数 計 268821 的中 � 12842（8番人気）� 49881（2番人気）� 18773（6番人気）
枠連票数 計 144910 的中 （2－8） 29480（1番人気）
馬連票数 計 348073 的中 �� 5393（22番人気）
馬単票数 計 188123 的中 �� 1055（53番人気）
ワイド票数 計 217710 的中 �� 3670（25番人気）�� 2503（28番人気）�� 9251（4番人気）
3連複票数 計 478649 的中 ��� 3978（37番人気）
3連単票数 計 635925 的中 ��� 686（257番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．5―35．2―48．7―1：01．7―1：14．3―1：26．8―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノマジック �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2014．10．25 東京11着

2012．3．6生 牡3黒鹿 母 スターデュエット 母母 Savannah Song 4戦1勝 賞金 7，000，000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。



05041 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ヴィクタープライム 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 444 ―1：09．1 16．8�
816 ムラングシャンティ 牝3芦 54 高倉 稜三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 482 ―1：09．52� 7．7�
48 スマートシャイン 牝3栗 54 松田 大作大川 徹氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 410 ― 〃 クビ 29．9�
818 メイショウヤソヒメ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 458 ―1：09．6� 6．9�
23 オースミアース 牝3栗 54 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 400 ―1：09．91� 10．0�
714 エンジェルキッス 牝3鹿 54 吉田 隼人小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 470 ―1：10．22 29．7	
510 ミンナノプリンセス 牝3黒鹿54 D．バルジュー 
ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 448 ― 〃 ハナ 1．9�

（伊）

36 セレブデート 牝3鹿 54 中谷 雄太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 416 ―1：10．3� 59．1�
47 ローズカリーナ 牝3栗 54 松山 弘平吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 394 ― 〃 クビ 13．6
11 サニーロマンス 牝3栗 54

51 ▲原田 和真宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム 430 ―1：10．51� 20．7�

817 キタサンサイモン 牝3黒鹿 54
52 △岩崎 翼
大野商事 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 436 ―1：10．6クビ 65．5�

713 メイショウケンザン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 和子氏 武田 博 浦河 松栄牧場 450 ― 〃 クビ 92．0�
715 ナイスポジション 牡3鹿 56 丹内 祐次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466 ―1：11．13 71．0�
24 ニホンピロセリーン 牝3栗 54

51 ▲義 英真小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444 ―1：11．2� 154．4�
12 � エナジータウン 牡3鹿 56 菱田 裕二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 470 ―1：11．3� 47．1�
35 エスケイアタック 牝3栗 54 川須 栄彦服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 446 ―1：12．25 147．6�
612 フォルラーヌ 牝3栗 54 川島 信二 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 502 ―1：13．58 59．8�
611 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 杉原 誠人土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 486 ―1：13．71� 145．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，189，400円 複勝： 23，589，400円 枠連： 15，568，100円
馬連： 33，872，400円 馬単： 23，237，900円 ワイド： 22，324，400円
3連複： 50，099，100円 3連単： 72，755，500円 計： 260，636，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 420円 � 250円 � 650円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，840円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 22，850円 3 連 単 ��� 165，870円

票 数

単勝票数 計 191894 的中 � 9112（6番人気）
複勝票数 計 235894 的中 � 14432（5番人気）� 28087（2番人気）� 8642（9番人気）
枠連票数 計 155681 的中 （5－8） 36543（1番人気）
馬連票数 計 338724 的中 �� 5353（13番人気）
馬単票数 計 232379 的中 �� 1255（39番人気）
ワイド票数 計 223244 的中 �� 3655（14番人気）�� 2004（30番人気）�� 2653（20番人気）
3連複票数 計 500991 的中 ��� 1644（68番人気）
3連単票数 計 727555 的中 ��� 318（448番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．9―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 ・（9，16）18（5，6，10，15）－8（2，13，17）－（3，7）14－4－1＝（11，12） 4 ・（9，16）18（6，10，15）8，5（2，13，17）（3，7）14－4，1＝（11，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィクタープライム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラストタイクーン 初出走

2012．4．13生 牡3青鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォルラーヌ号・ヤマニンフライハイ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイヲトドケマス号・アゼリア号
※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。

05042 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第6競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走12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
2：38．1
2：37．3

良
良

22 ウインレーベン 牡4青鹿56 藤田 伸二�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 452－ 82：40．2 3．6�
78 � スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 高倉 稜永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 462± 02：40．3� 12．3�
66 ワンダフルワールド 牡4栗 56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 494＋12 〃 クビ 9．3�
77 ル ー 牡5鹿 57 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 458－ 22：40．4クビ 8．8�
33 ウインステージ 牝4栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 380－ 22：40．61� 43．6�
44 スノーストーム 牡5栗 57 吉田 隼人 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：40．7� 4．9

55 � モ シ モ シ 牝5黒鹿 55

54 ☆松若 風馬小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 404＋ 22：40．91� 36．6�
89 � ジンライムデザイア 牡4黒鹿 56

53 ▲伴 啓太飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 474＋122：41．53� 70．1�
11 スズカローラー 牝4鹿 54 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464＋122：42．88 2．5

（伊）

810 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿54 杉原 誠人井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 22：43．33 102．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，152，300円 複勝： 18，752，800円 枠連： 7，596，500円
馬連： 25，314，300円 馬単： 18，407，900円 ワイド： 15，161，800円
3連複： 36，103，800円 3連単： 68，221，000円 計： 205，710，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 220円 � 250円 枠 連（2－7） 1，060円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 530円 �� 690円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 22，290円

票 数

単勝票数 計 161523 的中 � 35559（2番人気）
複勝票数 計 187528 的中 � 31032（2番人気）� 21922（4番人気）� 17482（5番人気）
枠連票数 計 75965 的中 （2－7） 5509（4番人気）
馬連票数 計 253143 的中 �� 10938（6番人気）
馬単票数 計 184079 的中 �� 4037（12番人気）
ワイド票数 計 151618 的中 �� 7519（4番人気）�� 5637（12番人気）�� 3903（13番人気）
3連複票数 計 361038 的中 ��� 5772（17番人気）
3連単票数 計 682210 的中 ��� 2218（83番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．1―12．0―12．3―12．6―13．6―12．9―12．9―12．6―12．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．5―23．6―34．7―46．7―59．0―1：11．6―1：25．2―1：38．1―1：51．0―2：03．6―2：16．3―2：28．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F49．2―3F36．6
1
�
10＝2，1，3（4，5）（6，7）8，9
10－（2，1）（3，4，5）（6，7）（8，9）

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

勝馬の
紹 介

ウインレーベン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2013．7．28 函館4着

2011．4．23生 牡4青鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー 17戦2勝 賞金 24，000，000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。



05043 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4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，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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

813 ヴ レ ク ー ル 牡4栗 56 D．バルジュー �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 516＋121：47．2 6．5�
（伊）

814 ウエスタンパレード 牡4栗 56 藤岡 康太 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 506－ 4 〃 クビ 5．7�
33 シ ッ プ ウ �4黒鹿56 丸田 恭介 �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 480－ 61：47．41� 8．6�
34 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 534± 01：47．5� 7．1	
711 シャトーウインド 牡5黒鹿57 川須 栄彦円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 468－10 〃 ハナ 4．8

58 アグネスユニコーン 牡4黒鹿56 高倉 稜渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 500＋ 41：47．81� 12．7�
11 ウインヤード 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋101：47．9� 29．0�
712 サウザンドエース 牡4芦 56 森 一馬吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 530＋ 61：48．32� 60．6
57 ミッキーボクサー 牡4黒鹿56 北村 友一三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 432＋ 61：48．51� 61．0�
22 � ジャックポット 牡4鹿 56 津村 明秀�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 482＋ 81：48．6クビ 117．3�
610 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± 01：48．7� 131．4�
46 ナリタムーンライト 牡7栗 57

55 △岩崎 翼�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 526－ 2 〃 クビ 4．2�
45 ダブルミッション 牡4鹿 56 吉田 隼人広尾レース� 二ノ宮敬宇 大樹 大樹ファーム 478＋ 81：48．8� 27．0�
69 ベストヴィジョン 牡4黒鹿56 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B468± 01：49．11� 40．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，299，000円 複勝： 26，144，200円 枠連： 11，304，700円
馬連： 35，546，300円 馬単： 18，694，400円 ワイド： 20，610，200円
3連複： 49，119，200円 3連単： 70，743，900円 計： 249，461，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 250円 � 180円 � 250円 枠 連（8－8） 2，050円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，200円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 26，680円

票 数

単勝票数 計 172990 的中 � 21284（4番人気）
複勝票数 計 261442 的中 � 25832（5番人気）� 41903（2番人気）� 25987（4番人気）
枠連票数 計 113047 的中 （8－8） 4260（8番人気）
馬連票数 計 355463 的中 �� 12352（8番人気）
馬単票数 計 186944 的中 �� 4123（10番人気）
ワイド票数 計 206102 的中 �� 6676（7番人気）�� 4261（17番人気）�� 8637（5番人気）
3連複票数 計 491192 的中 ��� 6913（16番人気）
3連単票数 計 707439 的中 ��� 1922（79番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．5―12．7―13．2―13．0―12．8―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．7―42．4―55．6―1：08．6―1：21．4―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ レ ク ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．5．4 京都2着

2011．3．1生 牡4栗 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 4戦2勝 賞金 14，900，000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。

05044 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

11 ウインリバティ 牝4黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 21：59．7 5．8�
68 テイエムサンビカ 牝4青鹿 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 460－14 〃 アタマ 84．6�
813 スペランツァデーア 牝4黒鹿54 杉原 誠人吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B434－141：59．91� 29．7�
69 マイネリベルタス 牝4鹿 54 D．バルジュー �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 420－ 6 〃 ハナ 6．3�

（伊）

44 マイネボニータ 牝4栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 408± 0 〃 ハナ 9．6�

22 ヤマトダイアンサス 牝5栃栗 55
52 ▲長岡 禎仁みの商事	 大竹 正博 日高 山際 辰夫 482－ 42：00．0クビ 10．8


45 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿54 菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 458－10 〃 ハナ 5．5�

33 ガルデルスリール 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－142：00．1� 3．4�
710� クリノハッチャン 牝4鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 450－ 6 〃 クビ 118．3
57 ガーリッシュハート 牝4鹿 54 松山 弘平 	社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 474＋ 62：00．52� 15．1�
56 コウセイマユヒメ 牝4鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 452＋122：00．71� 124．6�
711 クイーンズシアター 牝4鹿 54

53 ☆松若 風馬 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋102：00．8� 10．8�
812 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 458－ 82：02．18 28．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，589，000円 複勝： 27，567，400円 枠連： 10，953，300円
馬連： 38，735，500円 馬単： 21，616，100円 ワイド： 23，435，500円
3連複： 51，560，600円 3連単： 75，949，900円 計： 268，407，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 2，310円 � 710円 枠 連（1－6） 1，400円

馬 連 �� 23，140円 馬 単 �� 33，280円

ワ イ ド �� 7，170円 �� 1，830円 �� 13，870円

3 連 複 ��� 141，650円 3 連 単 ��� 585，780円

票 数

単勝票数 計 185890 的中 � 25578（3番人気）
複勝票数 計 275674 的中 � 41986（2番人気）� 2642（12番人気）� 9243（10番人気）
枠連票数 計 109533 的中 （1－6） 6054（5番人気）
馬連票数 計 387355 的中 �� 1297（50番人気）
馬単票数 計 216161 的中 �� 487（85番人気）
ワイド票数 計 234355 的中 �� 836（51番人気）�� 3384（27番人気）�� 430（66番人気）
3連複票数 計 515606 的中 ��� 273（202番人気）
3連単票数 計 759499 的中 ��� 94（1011番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―12．3―11．8―12．0―12．3―12．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．8―34．0―46．3―58．1―1：10．1―1：22．4―1：35．0―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインリバティ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fly So Free デビュー 2013．6．29 中京5着

2011．4．24生 牝4黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation 18戦2勝 賞金 32，842，000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。



05045 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4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

11 サビーナクレスタ �4鹿 57 西田雄一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：08．6 15．6�

510 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426－ 21：08．81� 19．7�
12 � ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 430－ 21：08．9� 43．8�
715 テイエムシングン 牡5鹿 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 512＋10 〃 クビ 64．0�
611 サウンドカール 牡4青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 476± 01：09．0クビ 18．7�
816 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 500－12 〃 ハナ 4．7	

（伊）

612 ジャストザオネスト 牡5黒鹿57 杉原 誠人ジャスト・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 512＋ 21：09．1� 28．6�

817 アラカメジョウ 牝6鹿 55
52 ▲伴 啓太�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 458＋ 4 〃 ハナ 27．7

23 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 古川 吉洋矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 466± 01：09．2クビ 10．9�
36 � ノンブルドール 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 448－16 〃 クビ 115．0�
59 ビアンコカンドーレ 牝4芦 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋181：09．3クビ 9．3�
35 ケープオブホープ 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 榊原 敏明 430＋ 4 〃 クビ 106．7�
24 フィボナッチ 牡5鹿 57

54 ▲義 英真水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 474＋ 2 〃 ハナ 9．8�
714� サンライズテナンゴ 牡5芦 57

55 △岩崎 翼松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472＋101：09．4クビ 35．5�
818 シャインシュラーク �4栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド B450＋ 2 〃 クビ 39．7�
47 � デルマコナキジジ �5栗 57 川島 信二浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 486－101：09．5� 167．7�
48 シャルマンウーマン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 502－101：09．71� 3．4�
713 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 松山 弘平木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 464＋ 2 〃 ハナ 9．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，544，700円 複勝： 29，404，300円 枠連： 18，538，800円
馬連： 53，395，300円 馬単： 28，145，400円 ワイド： 31，827，200円
3連複： 78，942，300円 3連単： 108，490，100円 計： 371，288，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 540円 � 460円 � 1，030円 枠 連（1－5） 3，970円

馬 連 �� 14，260円 馬 単 �� 28，520円

ワ イ ド �� 4，130円 �� 5，960円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 97，860円 3 連 単 ��� 639，470円

票 数

単勝票数 計 225447 的中 � 11490（7番人気）
複勝票数 計 294043 的中 � 14709（8番人気）� 17505（7番人気）� 7081（13番人気）
枠連票数 計 185388 的中 （1－5） 3610（20番人気）
馬連票数 計 533953 的中 �� 2900（49番人気）
馬単票数 計 281454 的中 �� 740（101番人気）
ワイド票数 計 318272 的中 �� 1997（49番人気）�� 1376（74番人気）�� 1166（80番人気）
3連複票数 計 789423 的中 ��� 605（296番人気）
3連単票数 計1084901 的中 ��� 123（1878番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サビーナクレスタ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．8 東京8着

2011．5．14生 �4鹿 母 キョウエイアン 母母 インターソリスト 17戦2勝 賞金 18，050，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 6頭 アースプレイ号・エクスシア号・クリノジュロウジン号・ジェラテリアバール号・ショウナンバグース号・

ベイビーイッツユー号
※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。

05046 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第10競走 ��1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 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 1，155，000
1，155，000

円
円

付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード
中央レコード

1：44．1
1：43．9

良
良

812 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 小牧 太鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 486－ 81：47．7 3．4�
22 マイネルピクトル 牡4鹿 56 津村 明秀 �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± 0 〃 クビ 41．7�
79 エーデルグランツ 牡4青鹿56 松田 大作 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：47．8クビ 7．3�
11 � ベネフィットユー 牡6黒鹿57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460－ 4 〃 クビ 6．1�
811 グリーンラヴ 牡5栗 57 D．バルジュー �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 488＋ 8 〃 同着 7．7

（伊）

710 ナイトジャスミン 牝4黒鹿54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 392－ 61：47．9クビ 41．9�

44 サダムダイジョウブ 牡5青 57 丸山 元気大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 16．7�

67 インターンシップ 牡4鹿 56 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 448－ 6 〃 クビ 3．9
55 フミノスナイパー 牡4栗 56 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 494－ 21：48．11� 10．3�
68 マイネルアルティマ 牡6芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 472－ 41：48．73� 61．2�
33 レッドムーヴ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 454－ 61：49．02 94．7�
56 テイエムレンジャー 牡5鹿 57 菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 516＋121：49．21� 22．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，639，600円 複勝： 32，043，000円 枠連： 16，074，600円
馬連： 57，002，600円 馬単： 31，568，900円 ワイド： 28，845，000円
3連複： 75，445，100円 3連単： 123，773，400円 計： 392，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 650円 � 250円 枠 連（2－8） 4，680円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 520円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 14，600円 3 連 単 ��� 77，350円

票 数

単勝票数 計 276396 的中 � 64645（1番人気）
複勝票数 計 320430 的中 � 65635（1番人気）� 9836（10番人気）� 32527（5番人気）
枠連票数 計 160746 的中 （2－8） 2658（16番人気）
馬連票数 計 570026 的中 �� 5940（29番人気）
馬単票数 計 315689 的中 �� 2250（44番人気）
ワイド票数 計 288450 的中 �� 3666（25番人気）�� 15427（3番人気）�� 1892（40番人気）
3連複票数 計 754451 的中 ��� 3873（53番人気）
3連単票数 計1237734 的中 ��� 1160（275番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．9―48．9―1：00．8―1：12．6―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンバッドボーイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．9．16 阪神2着

2010．2．16生 牡5鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 13戦3勝 賞金 41，498，000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。



05047 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第11競走 ��1，700�
も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．2．15以降27．2．8まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

12 サンバビーン 牝5鹿 51 丸田 恭介岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 498± 01：45．1 19．3�
510 グレナディアーズ 牡4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 01：45．2� 3．1�
24 コウセイコタロウ 牡6黒鹿55 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 506－ 41：45．52 42．3�
612 ベルウッドテラス 牡5鹿 54 津村 明秀鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 512－ 2 〃 クビ 9．2�
816 サイモンガーランド 牝6鹿 53 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 478－ 81：45．92� 26．6�
48 � シンワウォッカ 牝6鹿 52 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 484＋ 21：46．0クビ 11．4	
59 エ ス ペ リ ア 牡6栗 53 藤懸 貴志佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 460± 01：46．21� 156．4

611� マヤノクレド 牡7鹿 53 国分 恭介田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B510－ 6 〃 クビ 33．7�
815 シグナルプロシード 牡5鹿 55 D．バルジュー 髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 518＋ 41：46．41� 6．6�

（伊）

11 クリノアマダブラム 牝5栗 52 義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 440－ 41：46．6� 43．4
23 セイカフォルトゥナ 牝6栗 52 杉原 誠人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 480－16 〃 クビ 43．2�
36 タイセイシュバリエ 牡6芦 57．5 高倉 稜田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 8 〃 ハナ 4．7�
35 	 デ ィ ル ガ 牝4栗 51 田中 博康前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 442－161：46．7クビ 62．2�
714 ステキナシャチョウ 牡8鹿 52 岩崎 翼池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 476± 0 〃 ハナ 172．4�
713 メイショウコンカー 牡6栗 56 吉田 隼人松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋ 41：46．91 7．3�
47 ヒミノオオタカ 牡5鹿 55 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 81：47．64 41．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，471，600円 複勝： 69，373，500円 枠連： 42，110，200円
馬連： 177，952，100円 馬単： 81，837，800円 ワイド： 77，568，500円
3連複： 265，577，300円 3連単： 401，575，900円 計： 1，159，466，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 480円 � 160円 � 780円 枠 連（1－5） 2，480円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 7，810円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 38，580円 3 連 単 ��� 173，190円

票 数

単勝票数 計 434716 的中 � 17929（7番人気）
複勝票数 計 693735 的中 � 32222（7番人気）� 155529（1番人気）� 18337（10番人気）
枠連票数 計 421102 的中 （1－5） 13149（14番人気）
馬連票数 計1779521 的中 �� 38907（13番人気）
馬単票数 計 818378 的中 �� 6755（31番人気）
ワイド票数 計 775685 的中 �� 18980（10番人気）�� 2485（69番人気）�� 9522（21番人気）
3連複票数 計2655773 的中 ��� 5162（115番人気）
3連単票数 計4015759 的中 ��� 1681（513番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．8―12．5―12．7―12．5―12．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．8―55．3―1：08．0―1：20．5―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンバビーン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．5．5生 牝5鹿 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 17戦4勝 賞金 46，158，000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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 エイシンヴァラー号・キャニオンバレー号・スピナッチ号・スプリングシーズン号・トップボンバー号・

ピンウィール号・プリンセスジャック号・メイショウスミトモ号・ライジングサン号
※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。

05048 2月15日 曇 良 （27小倉1）第4日 第12競走 ��1，200�
ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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 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

715 ストロングロビン 牡9鹿 57 丸田 恭介村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 492－ 61：07．8 28．2�
818 ヴァイサーリッター 牡4芦 57 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476＋12 〃 クビ 18．8�
510 クラウンカイザー 牡6黒鹿57 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 506－ 6 〃 ハナ 19．2�
59 ローズミラクル 牡5青鹿57 菱田 裕二 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 540－ 21：07．9� 5．1�
23 サンセットスカイ 牡5栗 57 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B482－ 61：08．0クビ 20．2	
612 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：08．21� 10．2

12 スターマイン 牡6青 57 古川 吉洋�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 488－121：08．3� 67．3�
11 ベルリネッタ 牡4鹿 57 松若 風馬大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 462－ 6 〃 ハナ 8．7�
611 キタサンエピソード 牡6栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 488± 0 〃 ハナ 3．6
816 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 高倉 稜�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 500－ 8 〃 同着 189．2�
48 ホープタウン 牡4黒鹿57 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 2 〃 アタマ 4．1�
（伊）

35 ラインロバート 牡6青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：08．51� 73．2�
714	 ホーマンベルウィン 牡7黒鹿57 北村 友一久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 474－ 2 〃 クビ 142．7�
713 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 丹内 祐次土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 524＋14 〃 ハナ 77．5�
24 	 リバティーホール 牝6鹿 55 吉田 隼人吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B452－ 6 〃 ハナ 70．3�
36 デンコウデア 牝6黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 476－12 〃 同着 91．1�
47 コスモドーム 牡4鹿 57 津村 明秀 �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 502－ 2 〃 ハナ 17．9�
817 パープルタイヨー 牡9鹿 57 藤田 伸二中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 450－141：08．6� 280．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，904，800円 複勝： 54，181，300円 枠連： 32，041，500円
馬連： 107，495，800円 馬単： 50，756，600円 ワイド： 52，293，000円
3連複： 155，639，800円 3連単： 230，822，800円 計： 722，135，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 630円 � 640円 � 590円 枠 連（7－8） 4，590円

馬 連 �� 16，000円 馬 単 �� 32，590円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 3，590円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 84，460円 3 連 単 ��� 527，900円

票 数

単勝票数 計 389048 的中 � 11018（10番人気）
複勝票数 計 541813 的中 � 22533（9番人気）� 22380（10番人気）� 24494（8番人気）
枠連票数 計 320415 的中 （7－8） 5407（19番人気）
馬連票数 計1074958 的中 �� 5206（50番人気）
馬単票数 計 507566 的中 �� 1168（103番人気）
ワイド票数 計 522930 的中 �� 3493（40番人気）�� 3763（36番人気）�� 3169（44番人気）
3連複票数 計1556398 的中 ��� 1382（231番人気）
3連単票数 計2308228 的中 ��� 317（1364番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．8―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．4―44．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングロビン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2008．8．2 新潟3着

2006．3．28生 牡9鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー 41戦4勝 賞金 76，577，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 デンコウデア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クラウンカイザー号の騎手国分恭介は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 デンコウデア号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイアイウィルゴー号
※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。

３レース目



（27小倉1）第4日 2月15日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

180，410，000円
1，060，000円
6，460，000円
1，570，000円
16，410，000円
66，356，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
266，645，200円
368，476，000円
201，243，700円
656，898，500円
344，158，100円
350，414，400円
944，426，100円
1，388，516，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，520，778，900円

総入場人員 11，280名 （有料入場人員 10，278名）
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