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05001 2月13日 雨 重 （28小倉1）第1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

58 ラタンドレス 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 452－101：46．8 8．6�

47 ディアスプマンテ 牝3栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－161：47．33 5．0�
22 チャーミングリリ 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太杉元 四男氏 奥村 豊 浦河 高岸 順一 416－ 21：47．4� 10．1�
611 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 466－ 41：47．82� 4．0�
610 パープルミラクル 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 402－ 8 〃 ハナ 82．5�
34 リベリーターン 牝3鹿 54 藤懸 貴志	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 472－101：47．9� 18．8

23 ジューンマドレーヌ 牝3鹿 54 北村 友一吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 450－12 〃 ハナ 20．8�
713 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 田中 健山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 474－181：48．43 4．3�
11 ヨドノローズ 牝3栗 54

52 △義 英真海原 聖一氏 高橋 義忠 浦河 林農場 440－ 8 〃 ハナ 157．9
46 ベイビーティンク 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 470＋ 61：48．5� 11．1�
712 アドマイヤディーバ 牝3黒鹿54 中谷 雄太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426－ 21：48．71 53．2�
59 トリプライト 牝3鹿 54 松若 風馬 	サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：49．01� 10．6�
35 ハニーブーケ 牝3鹿 54 川須 栄彦	髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 446＋ 61：49．74 93．6�
814 ア ラ シ ャ ン 牝3鹿 54 幸 英明蛭川 年明氏 谷 潔 浦河 ひるかわ育

成牧場 434－121：50．33� 146．6�
815 アデューシャーク 牝3黒鹿54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 41：50．51� 47．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 12，320，200円 複勝： 21，257，900円 枠連： 8，217，400円
馬連： 27，616，000円 馬単： 13，699，100円 ワイド： 18，338，900円
3連複： 40，859，100円 3連単： 49，403，900円 計： 191，712，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 180円 � 290円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，300円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 35，810円

票 数

単勝票数 計 123202 的中 � 11336（4番人気）
複勝票数 計 212579 的中 � 20142（4番人気）� 34251（2番人気）� 17521（6番人気）
枠連票数 計 82174 的中 （4－5） 8501（2番人気）
馬連票数 計 276160 的中 �� 9789（5番人気）
馬単票数 計 136991 的中 �� 2129（16番人気）
ワイド票数 計 183389 的中 �� 6454（4番人気）�� 3529（18番人気）�� 5128（11番人気）
3連複票数 計 408591 的中 ��� 4976（18番人気）
3連単票数 計 494039 的中 ��� 1000（115番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．8―12．2―13．3―12．6―12．5―13．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．1―55．4―1：08．0―1：20．5―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
・（3，13）（5，9）1（2，15）－（8，6）（12，7）11，10－（4，14）・（13，3）5（1，2）（9，7）（8，12）11－（10，15，6，4）＝14

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

勝馬の
紹 介

ラタンドレス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2016．1．10 京都10着

2013．3．2生 牝3鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 3戦1勝 賞金 7，000，000円

05002 2月13日 雨 重 （28小倉1）第1日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時20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

712 ペルルクロシュ 牝3黒鹿 54
52 △加藤 祥太ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 440－ 8 59．1 15．8�

34 キタサンコトブキ �3青鹿56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B478－ 8 〃 クビ 9．6�
46 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460－12 59．41� 4．3�
813 アポロノホウリン 牡3鹿 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468－10 59．82� 19．0�
11 カ タ オ モ イ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 448＋ 21：00．11� 171．0	
814 ラッキーポイント 牡3鹿 56 丸山 元気村山 忠弘氏 奥村 武 日高 モリナガファーム 464＋ 8 〃 ハナ 2．2

610 セイントシャイニー 牡3青鹿56 丹内 祐次八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 486＋ 21：00．63 22．7�
58 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448± 01：00．7� 8．3�
33 ロングブリオ 牝3鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 452－121：00．8� 9．9
57 トモジャボーン 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B510－ 21：01．33 42．3�
45 シ モ ー ヌ 牝3黒鹿54 嶋田 純次グリーンスウォード武井 亮 浦河 林 孝輝 462＋ 21：02．25 332．0�
22 アルタモーダ 牡3栗 56 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 510± 01：02．3� 18．7�
711 ウィリアムボーイ 牡3鹿 56 黛 弘人新井原 博氏 中野 栄治 新冠 榊原 光子 440－ 41：02．62 458．0�

（13頭）
69 テイエムスタンリー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 440－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，943，600円 複勝： 25，529，500円 枠連： 6，700，400円
馬連： 21，747，200円 馬単： 11，925，800円 ワイド： 15，672，000円
3連複： 26，422，400円 3連単： 34，141，200円 計： 157，082，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 320円 � 270円 � 160円 枠 連（3－7） 3，900円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 940円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 39，160円

票 数

単勝票数 差引計 149436（返還計 10180） 的中 � 7531（6番人気）
複勝票数 差引計 255295（返還計 18847） 的中 � 18160（5番人気）� 22710（4番人気）� 49168（2番人気）
枠連票数 差引計 67004（返還計 359） 的中 （3－7） 1329（16番人気）
馬連票数 差引計 217472（返還計 45795） 的中 �� 3830（18番人気）
馬単票数 差引計 119258（返還計 24600） 的中 �� 887（37番人気）
ワイド票数 差引計 156720（返還計 37110） 的中 �� 2592（19番人気）�� 4269（10番人気）�� 7094（5番人気）
3連複票数 差引計 264224（返還計112379） 的中 ��� 5052（13番人気）
3連単票数 差引計 341412（返還計139554） 的中 ��� 632（134番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．9―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．7
3 6（7，8，14）4－5（3，13）－10（2，1）12＝11 4 6（8，14）（4，7）（5，3，13）－10，1，12－2＝11

勝馬の
紹 介

ペルルクロシュ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．8．30 札幌4着

2013．4．19生 牝3黒鹿 母 アンドロメダ 母母 クニノプリティ 8戦1勝 賞金 8，850，000円
〔競走除外〕 テイエムスタンリー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 ロングブリオ号の騎手北村友一は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・13番）

キタサンコトブキ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムスタンリー号は，平成28年2月14日から平成28年3月14日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オーネットハッピー号・カシノアーニング号・コウキアツガール号

第１回 小倉競馬 第１日



05003 2月13日 雨 稍重 （28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

36 ミスズスター 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 450－ 41：08．6 2．4�

24 チタンクレバー 牝3青鹿54 丸山 元気鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 418± 01：08．7� 4．4�
23 サカジロテンオー 牡3鹿 56 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 488－ 81：08．91� 8．4�
35 ノーザンメジャー 牝3栗 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 448－ 8 〃 ハナ 15．4�
713 ゴーフォワード 牡3鹿 56

54 △�島 克駿前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 61：09．11� 11．4�
11 マーシフルレイン 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 430± 01：09．2� 88．1	
12 ディアシェダル 牝3青鹿54 西村 太一ディアレストクラブ
 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 408± 01：09．41� 299．0�
714 トウショウジルバ 牡3鹿 56 黛 弘人トウショウ産業
 池上 昌和 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 59．7�
611 ルクナバード 牡3鹿 56 丹内 祐次�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 452＋ 21：09．5� 86．7
715 カノヤルジャンドル 牝3鹿 54

52 △義 英真神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 444＋101：09．82 204．5�
818 オレンジガール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 416－ 4 〃 ハナ 238．4�
510 スウィーティー 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 422± 01：09．9� 65．9�
47 イネディット 牝3栗 54 横山 和生 
アドバンス・サッポロ 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 392－ 41：10．11� 170．4�
59 バトルハルトマン 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 506－ 41：10．2� 6．8�
612 ア ミ ー ラ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 千葉飯田牧場 B430－ 61：10．3� 167．0�
48 ヒシヘンリー 牡3黒鹿56 松若 風馬阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 新井 昭二 480＋ 81：10．61� 10．4�
817 ベイビーズブレス 牝3鹿 54 松山 弘平
ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 408－121：11．34 42．9�
816 ヴ ェ リ タ ス 牝3栗 54 平野 優加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B420＋121：11．93� 517．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，897，200円 複勝： 25，780，100円 枠連： 9，344，000円
馬連： 29，364，300円 馬単： 15，304，900円 ワイド： 20，202，800円
3連複： 43，156，400円 3連単： 56，166，200円 計： 216，215，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 190円 枠 連（2－3） 350円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 168972 的中 � 55474（1番人気）
複勝票数 計 257801 的中 � 73227（1番人気）� 40518（2番人気）� 26850（4番人気）
枠連票数 計 93440 的中 （2－3） 20235（1番人気）
馬連票数 計 293643 的中 �� 32180（1番人気）
馬単票数 計 153049 的中 �� 9721（1番人気）
ワイド票数 計 202028 的中 �� 19932（1番人気）�� 12209（4番人気）�� 8491（6番人気）
3連複票数 計 431564 的中 ��� 18772（3番人気）
3連単票数 計 561662 的中 ��� 7309（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．5―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズスター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Aptitude デビュー 2015．8．1 札幌5着

2013．4．18生 牡3鹿 母 フィールザミリオン 母母 Feel the Capote 9戦1勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 オレンジガール号の騎手木幡初也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェリタス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月13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） 1頭 アクティベート号
（非抽選馬） 1頭 ナムラシャーロット号

05004 2月13日 雨 稍重 （28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）

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

11 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 450＋ 21：47．7 4．7�
24 シンシアズブレス 牝3黒鹿54 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：47．8� 5．1�
47 ラ グ ナ グ 牝3栗 54 津村 明秀吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 450－121：48．01� 8．0�
510 マッジョテンペスタ 牡3鹿 56 D．バルジュー 太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 462－ 8 〃 クビ 5．5�

（伊）

59 シゲルシーラカンス 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 �川 啓一 470－ 81：48．63� 7．0�
713 アイファープリティ 牝3鹿 54 山口 勲中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 422－101：48．91� 18．4	

（佐賀）

816 シャイニーストーム 牡3鹿 56
53 ▲木幡 初也小林 昌志氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 462＋ 21：49．11� 187．5

612 エクセレントミスズ 牡3鹿 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 454－ 61：49．2� 11．8�
35 オールドクラシック 牡3青鹿56 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 7．1�
12 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 松若 風馬小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 464－ 81：49．41� 27．0
36 マイネルディセント 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 沖田 忠幸 482－ 4 〃 クビ 17．8�
48 ウインアイフォース 牡3黒鹿56 黛 弘人�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 41：49．82 212．6�
815 イネディットタイド 牡3黒鹿56 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 432＋ 6 〃 アタマ 275．6�
714 モノトーンボーイ 牡3鹿 56

54 △�島 克駿ライオンレースホース� 加用 正 新ひだか 千代田牧場 488＋161：49．9� 142．7�
611 テイエムアカトンボ 牝3栗 54 川須 栄彦竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 438－ 41：51．39 315．9�
23 ボゴールパイン 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 小野 秀治 416＋ 41：53．1大差 270．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，507，000円 複勝： 26，405，100円 枠連： 9，130，500円
馬連： 30，092，500円 馬単： 15，161，300円 ワイド： 20，285，700円
3連複： 42，360，400円 3連単： 51，250，500円 計： 211，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 210円 � 220円 枠 連（1－2） 1，530円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 610円 �� 490円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 18，000円

票 数

単勝票数 計 165070 的中 � 27531（1番人気）
複勝票数 計 264051 的中 � 44567（1番人気）� 30784（4番人気）� 29553（5番人気）
枠連票数 計 91305 的中 （1－2） 4596（8番人気）
馬連票数 計 300925 的中 �� 13986（2番人気）
馬単票数 計 151613 的中 �� 3513（3番人気）
ワイド票数 計 202857 的中 �� 8573（4番人気）�� 10998（1番人気）�� 5634（12番人気）
3連複票数 計 423604 的中 ��� 8930（4番人気）
3連単票数 計 512505 的中 ��� 2064（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．5―47．4―59．1―1：11．0―1：22．8―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンホファヴァルト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．13 阪神2着

2013．6．8生 牡3鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 6戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 ボゴールパイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボゴールパイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月13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） 1頭 ダノンプレシャス号
（非抽選馬） 1頭 エブリーナイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05005 2月13日 雨 重 （28小倉1）第1日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時10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 ピサノベッテル 牝7黒鹿55 川島 信二市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 446－101：45．1 33．6�

11 シャンタルエット 牝4鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476－ 61：46．16 22．9�
611 モンシュシュ 牝6鹿 55 藤岡 康太 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512± 01：46．2� 6．5�
12 ハギノセゾン 牝5青鹿55 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 460－ 81：46．3クビ 13．1�
47 ベラフォレスタ 牝5黒鹿55 津村 明秀 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 476± 01：46．61� 17．1	
24 カナラズカナラズ 牝4鹿 54 伊藤 工真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 456＋ 4 〃 アタマ 75．0

35 ワクワクキリシマ 牝5鹿 55 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 81：46．7� 8．8�
36 ファイアフライ 牝4栗 54 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：46．8クビ 144．4�
612 トラストフェアリー 牝5栗 55

53 △城戸 義政菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 470＋22 〃 ハナ 4．8
815 デルマサリーチャン 牝5鹿 55

53 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474± 01：47．01� 57．0�
23 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿54 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 426－ 41：47．21� 47．6�
713 モアニレフア 牝4青鹿 54

51 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 430＋ 41：47．3クビ 96．0�
510 モントボーゲン 牝5鹿 55

53 △�島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 21：47．62 16．3�
48 ピエノフィオレ 牝4黒鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 440－ 81：48．55 3．5�
714 ポ リ ア フ 牝4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B492± 01：48．92	 30．0�
816 ゴールドグローリー 牝4栗 54 D．バルジュー 居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 492＋ 61：49．53	 8．1�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，348，100円 複勝： 24，090，500円 枠連： 10，397，500円
馬連： 32，075，100円 馬単： 16，167，100円 ワイド： 23，100，500円
3連複： 46，780，900円 3連単： 58，625，400円 計： 226，585，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 920円 � 680円 � 240円 枠 連（1－5） 4，700円

馬 連 �� 21，480円 馬 単 �� 51，590円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 3，320円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 50，050円 3 連 単 ��� 400，970円

票 数

単勝票数 計 153481 的中 � 3645（11番人気）
複勝票数 計 240905 的中 � 6180（10番人気）� 8636（9番人気）� 31220（3番人気）
枠連票数 計 103975 的中 （1－5） 1714（17番人気）
馬連票数 計 320751 的中 �� 1157（61番人気）
馬単票数 計 161671 的中 �� 235（131番人気）
ワイド票数 計 231005 的中 �� 1219（53番人気）�� 1788（35番人気）�� 2972（23番人気）
3連複票数 計 467809 的中 ��� 701（146番人気）
3連単票数 計 586254 的中 ��� 106（1105番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．6―13．1―12．5―12．1―12．1―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．0―43．1―55．6―1：07．7―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピサノベッテル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．5 京都5着

2009．1．29生 牝7黒鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 33戦3勝 賞金 36，950，000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。

05006 2月13日 曇 重 （28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

58 ギャラクシーエクス 牡5黒鹿 57
55 △加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 478± 0 57．7 1．5�

814 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 D．バルジュー 森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 420－ 6 57．91� 9．0�
（伊）

34 ティーエスカクタス 牡4栗 57 松若 風馬田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B504＋16 58．21� 24．3�
57 ダブルフェイス 牡5栗 57 松山 弘平山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 532＋10 58．3� 14．4�
33 � スカイアクセス �7鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 534－ 6 58．4� 53．1�
712 ミキノグランプリ 牡5栗 57 藤岡 康太谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 478＋ 6 〃 アタマ 10．5	
11 ツーエムカイザー 牡4鹿 57 	島 良太水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 494＋ 5 58．5
 38．6

711 ハクサンフレンチ 牡4鹿 57 幸 英明河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 2 58．6� 15．1�
610 カシノキングダム 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B476－ 2 58．7� 71．9�
22 キクノブレイン 牡6黒鹿57 吉田 隼人菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 506＋ 6 58．8クビ 52．2
45 グランデサムライ 牡4青鹿 57

55 △	島 克駿 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 468＋10 〃 アタマ 19．8�
813 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 486－ 6 59．01� 29．8�
46 サカダッシュ 牡4鹿 57 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 474－12 〃 クビ 65．5�
69 ラホーヤビーチ 牝4青鹿55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 454± 0 59．31
 25．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，443，700円 複勝： 65，027，800円 枠連： 9，374，800円
馬連： 30，706，100円 馬単： 21，051，500円 ワイド： 21，740，700円
3連複： 41，912，900円 3連単： 72，910，300円 計： 282，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 410円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 300円 �� 530円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 194437 的中 � 101530（1番人気）
複勝票数 計 650278 的中 � 490145（1番人気）� 34040（2番人気）� 9404（8番人気）
枠連票数 計 93748 的中 （5－8） 20066（1番人気）
馬連票数 計 307061 的中 �� 33162（2番人気）
馬単票数 計 210515 的中 �� 19510（2番人気）
ワイド票数 計 217407 的中 �� 21267（1番人気）�� 10329（5番人気）�� 2556（23番人気）
3連複票数 計 419129 的中 ��� 10530（7番人気）
3連単票数 計 729103 的中 ��� 8037（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．5―45．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギャラクシーエクス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．1．25 京都2着

2011．4．17生 牡5黒鹿 母 クロースシークレット 母母 Turbo Launch 19戦3勝 賞金 33，000，000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。
（非当選馬） 1頭 カラッカゼ号
（非抽選馬） 1頭 リンガスヴィグラス号
※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。



05007 2月13日 曇 稍重 （28小倉1）第1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）

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

47 ラ ン ウ ェ イ 牝4鹿 55
54 ☆小崎 綾也井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 474－ 21：08．0 9．9�

715 ベルリネッタ 牡5鹿 57 丸山 元気大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 462－ 41：08．32 8．0�
59 マサノハナチャン 牝5鹿 55 杉原 誠人中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 438－ 8 〃 クビ 19．8�
11 シェアザジョイフル 牝4鹿 55

53 △加藤 祥太 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 454－ 61：08．4クビ 2．7�
714� ムーンドロップ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 452＋ 4 〃 クビ 96．5�
817 カレンヴィットリア 牡5黒鹿57 幸 英明鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 ハナ 85．6	
510 クラウンノキミ 牡4黒鹿57 吉田 隼人�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 496＋ 21：08．5クビ 25．9

48 シセイカスガ 牡5黒鹿57 田中 健猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 410± 01：08．6� 116．7�
816 デビュタント 牝4鹿 55 松若 風馬前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 61：08．81� 4．2�
818 ツクバアラモード 牝6栗 55 津村 明秀細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B462－ 4 〃 ハナ 25．5
612 エリーザベスト 牝5黒鹿55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 524＋ 8 〃 クビ 128．2�
36 デンコウウノ 牡5鹿 57 	島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 484＋ 81：09．01� 174．7�
713� クリノツネチャン 牝5栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 446－ 41：09．1クビ 162．1�
35 ブライトボイス 牡4栗 57

55 △	島 克駿宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 498－ 21：09．2� 15．9�
24 テイクウォーニング 牝4栗 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋181：09．41� 6．8�
611 リュウツバメ 牝6鹿 55 西村 太一田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 532－ 7 〃 クビ 194．7�
23 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 484± 01：09．61 38．4�
12 パドパピヨン 牝4鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース	島 一歩 千歳 社台ファーム 426－ 81：11．210 123．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，406，600円 複勝： 24，064，700円 枠連： 10，281，200円
馬連： 32，542，800円 馬単： 16，169，600円 ワイド： 22，070，800円
3連複： 45，201，000円 3連単： 58，771，300円 計： 226，508，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 270円 � 480円 枠 連（4－7） 2，550円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，380円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 16，940円 3 連 単 ��� 75，410円

票 数

単勝票数 計 174066 的中 � 13956（5番人気）
複勝票数 計 240647 的中 � 18516（5番人気）� 25117（4番人気）� 12119（7番人気）
枠連票数 計 102812 的中 （4－7） 3118（12番人気）
馬連票数 計 325428 的中 �� 6968（14番人気）
馬単票数 計 161696 的中 �� 1662（25番人気）
ワイド票数 計 220708 的中 �� 3889（15番人気）�� 2367（26番人気）�� 2983（20番人気）
3連複票数 計 452010 的中 ��� 2001（47番人気）
3連単票数 計 587713 的中 ��� 565（214番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．0―44．4―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．0
3 10（4，7）（1，3，6，18）16（5，11，13）15（12，9）17，14，8－2 4 10，7（4，3，18）（1，6，16）15（11，13，17）（5，12，9）（14，8）＝2

勝馬の
紹 介

ラ ン ウ ェ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．24 京都3着

2012．4．17生 牝4鹿 母 ファーストナイト 母母 Morning Devotion 8戦2勝 賞金 17，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パドパピヨン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月13日まで平地競走

に出走できない。

05008 2月13日 晴 稍重 （28小倉1）第1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）

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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

47 コートオブアームズ 牡4鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 21：59．3 12．1�
713 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 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 コスモヴューファーム 442－ 21：59．51� 4．9�

（伊）

714 サマーローズ 牝4栗 54 丸田 恭介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 456－ 61：59．82 55．4�
23 ステイザコース �6栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 82：00．01� 9．1�
35 マイネルスパーブ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �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 468＋102：00．42� 29．6	
715	 クリールハヤテ 牡7栗 57 横山 和生横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 490－ 82：00．5クビ 70．4

817 カレンラストショー 牡4栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 アタマ 5．4�
611	 ダノンロンシャン 牡5芦 57 山口 勲�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 486＋ 82：00．6� 52．4�

（佐賀）

816 セ ン リ ツ 牝4青鹿54 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 476＋ 6 〃 クビ 88．1
11 	 ドルチェレガート �5栗 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 434－16 〃 アタマ 138．6�
818 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

55 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 472＋ 62：00．91
 279．5�
59 ロードグリッター 牡4栗 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 8 〃 ハナ 5．8�
36 レッドカイザー 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 82：01．1
 3．0�
24 エヴァンジル 牝4黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 464＋ 2 〃 クビ 40．9�
510 ニシノマジック 牡4黒鹿56 宮崎 北斗西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 480＋ 62：01．2クビ 125．2�
12 	 ネオアルカディア 牡4青鹿 56

54 △加藤 祥太岡田 牧雄氏 谷原 義明 新ひだか 岡田スタツド 480－132：01．73 96．3�
48 ハ ナ イ チ ゲ 牝4芦 54

51 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 434－ 42：01．8� 49．5�
612 グランスエルテ 牡6栗 57

56 ☆岩崎 翼 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 22：02．01 130．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，610，100円 複勝： 27，024，300円 枠連： 9，357，200円
馬連： 31，771，100円 馬単： 16，246，100円 ワイド： 21，632，700円
3連複： 45，343，200円 3連単： 58，144，500円 計： 227，129，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 320円 � 170円 � 1，060円 枠 連（4－7） 1，960円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 6，440円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 42，240円 3 連 単 ��� 196，060円

票 数

単勝票数 計 176101 的中 � 11643（6番人気）
複勝票数 計 270243 的中 � 20751（6番人気）� 52629（2番人気）� 5186（11番人気）
枠連票数 計 93572 的中 （4－7） 3693（9番人気）
馬連票数 計 317711 的中 �� 8424（12番人気）
馬単票数 計 162461 的中 �� 2041（26番人気）
ワイド票数 計 216327 的中 �� 5076（12番人気）�� 847（51番人気）�� 1536（34番人気）
3連複票数 計 453432 的中 ��� 805（106番人気）
3連単票数 計 581445 的中 ��� 215（510番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．7―47．3―59．1―1：10．9―1：23．1―1：34．9―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コートオブアームズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2015．3．14 中京7着

2012．1．24生 牡4鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 9戦2勝 賞金 14，443，000円
〔制裁〕 コートオブアームズ号の騎手中谷雄太は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：16番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05009 2月13日 晴 重 （28小倉1）第1日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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

510 コスモラヴモア 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 506± 01：44．8 23．5�
35 マイネルボルソー 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 484－ 41：44．9� 3．9�
23 トミケンシェルフ 牡4栗 56 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 486－ 21：45．11	 9．7�
11 タイキオールブルー 牡4青鹿 56

55 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 442＋ 61：45．31 32．0�

24 ローザズカレッジ 牡6黒鹿57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：45．93� 4．9	
59 
 クリノダイシャリン 牡4栗 56

53 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 514－131：46．0� 54．8

714
 クラウンビュレット 牡6鹿 57

55 △伴 啓太矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 480－ 41：46．1� 155．7�
713 コウエイアース 牡6鹿 57 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 472－ 41：46．52� 155．2�
816
 カ ク シ ア ジ 牝5鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 430－ 4 〃 ハナ 75．0
12 ジ ェ ッ ト 牡4黒鹿56 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 478± 0 〃 ハナ 6．9�
36 メイショウナガマサ 牡4鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 21：46．71	 4．0�
611 ウインレナータ 牝4黒鹿54 黛 弘人�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 432－101：46．8� 106．7�
815 マルイチワンダー 牡6栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 01：46．9クビ 18．2�
612 クロイツェル 牡4黒鹿 56

54 △加藤 祥太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490－ 4 〃 アタマ 9．6�
48 シンキングジョリー 牝4鹿 54 松若 風馬野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 492－ 4 〃 クビ 57．2�

（15頭）
47 ビバハイタッチ 牡5栗 57

55 △義 英真池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 482－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，533，000円 複勝： 25，629，500円 枠連： 12，134，200円
馬連： 37，425，200円 馬単： 18，063，900円 ワイド： 23，130，900円
3連複： 46，797，800円 3連単： 65，120，100円 計： 244，834，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 550円 � 170円 � 260円 枠 連（3－5） 2，480円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 13，490円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，600円 �� 680円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 86，940円

票 数

単勝票数 差引計 165330（返還計 8540） 的中 � 5614（8番人気）
複勝票数 差引計 256295（返還計 15774） 的中 � 9726（8番人気）� 47943（2番人気）� 25492（5番人気）
枠連票数 差引計 121342（返還計 204） 的中 （3－5） 3787（10番人気）
馬連票数 差引計 374252（返還計 45854） 的中 �� 5910（18番人気）
馬単票数 差引計 180639（返還計 22661） 的中 �� 1004（46番人気）
ワイド票数 差引計 231309（返還計 32809） 的中 �� 4554（15番人気）�� 2200（30番人気）�� 9121（6番人気）
3連複票数 差引計 467978（返還計103560） 的中 ��� 3362（38番人気）
3連単票数 差引計 651201（返還計138837） 的中 ��� 543（279番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．0―12．8―12．0―11．8―12．3―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．9―42．7―54．7―1：06．5―1：18．8―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモラヴモア �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．23 函館5着

2011．4．4生 牡5鹿 母 フジアニバーサリー 母母 ダ ル ー ガ 28戦3勝 賞金 32，264，000円
〔競走除外〕 ビバハイタッチ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 クロイツェル号の騎手加藤祥太は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビバハイタッチ号は，平成28年2月14日から平成28年3月14日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キタサンキンボシ号・サウザンドエース号・メイショウゲントク号・モシモシ号

05010 2月13日 晴 稍重 （28小倉1）第1日 第10競走 ��
��2，000�あ す な ろ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 マウントロブソン 牡3芦 56 丸山 元気金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：59．8 4．3�

813 ラハトケレブ 牡3鹿 56 丸田 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468－ 42：00．01� 64．1�
45 ノーブルマーズ 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 474± 02：00．1� 3．0�
22 アグネスフォルテ 牡3栗 56 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 446－ 62：00．2	 48．3�
11 フロムマイハート 牝3栗 54 丹内 祐次 �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 422－ 8 〃 クビ 9．9�
710 アグネススターダム 牡3栗 56 吉田 隼人渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 456± 02：00．41� 45．0	
69 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 56 川須 栄彦奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 460＋ 42：00．71� 6．9

56 エミーズレシピ 牝3鹿 54 藤岡 康太ユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 472－ 22：01．33	 20．8�
57 サンライズクロンヌ 牡3栗 56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478± 0 〃 クビ 5．1�
33 レインボーフラッグ 牡3鹿 56 幸 英明 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 458－ 62：01．51� 22．2
68 カサロサーダ 牝3鹿 54 松若 風馬 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：01．92	 14．0�
812 アドナルシー 牡3黒鹿56 D．バルジュー �辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 484－ 62：02．32	 43．5�

（伊）

711
 ソウダイショウ 牡3鹿 56 山口 勲廣松 金次氏 東 眞市 新ひだか 鹿嶋牧場 456－ 42：02．93	 336．7�
（佐賀） （佐賀）

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，521，600円 複勝： 38，756，400円 枠連： 15，996，400円
馬連： 62，235，400円 馬単： 28，744，100円 ワイド： 33，428，700円
3連複： 77，638，000円 3連単： 117，308，100円 計： 404，628，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 850円 � 150円 枠 連（4－8） 2，710円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 22，220円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 360円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 14，290円 3 連 単 ��� 123，610円

票 数

単勝票数 計 305216 的中 � 56251（2番人気）
複勝票数 計 387564 的中 � 67419（3番人気）� 7917（12番人気）� 81520（1番人気）
枠連票数 計 159964 的中 （4－8） 4559（9番人気）
馬連票数 計 622354 的中 �� 3779（36番人気）
馬単票数 計 287441 的中 �� 970（64番人気）
ワイド票数 計 334287 的中 �� 3760（25番人気）�� 27147（2番人気）�� 2697（32番人気）
3連複票数 計 776380 的中 ��� 4073（47番人気）
3連単票数 計1173081 的中 ��� 688（377番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―13．2―12．6―11．7―11．4―11．5―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．3―48．5―1：01．1―1：12．8―1：24．2―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．6
1
3
3，5（1，8）（2，7）6，12－9（10，13）－4－11・（3，5）7（1，2，12，4）（8，6）（10，9，13）＝11

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

勝馬の
紹 介

マウントロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．30生 牡3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 4戦2勝 賞金 18，980，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05011 2月13日 晴 稍重 （28小倉1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走15時25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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 � フィドゥーシア 牝4鹿 55 吉田 隼人前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Co. LTD. 468－141：07．6 4．8�

11 エルカミーノレアル 牡5鹿 57 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 502± 0 〃 アタマ 11．2�
47 スマートカルロス 牡4鹿 57 加藤 祥太大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 474＋ 21：07．81	 20．3�
35 コウエイタケル 牡5鹿 57 田中 健伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 480－ 8 〃 クビ 3．8�
817 ヤマニンマルキーザ 牡5栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 468＋ 41：07．9クビ 6．0�
612 ホッコーサラスター 牝5鹿 55 武 幸四郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－ 4 〃 ハナ 9．5	
24 � エクシードリミッツ 牝4栗 55 松若 風馬吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 470－ 81：08．11	 17．3

714 プラチナコード 牡4芦 57 
島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 508＋10 〃 クビ 23．2�
611 ラインミーティア 牡6鹿 57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 482＋101：08．2� 148．6�
36 ナムラアッパー 牡5鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 424－ 6 〃 アタマ 18．5
48 キタサンエピソード 牡7栗 57 幸 英明�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 496－ 6 〃 ハナ 23．8�
713 アドマイヤクーガー 牡8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 478－ 6 〃 アタマ 49．1�
815 アドマイヤサブリナ 牝6芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 446＋10 〃 ハナ 70．2�
12 タイセイララバイ 牝5青鹿55 D．バルジュー 田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 ハナ 23．7�

（伊）

59 ウィットウォーター 牝5黒鹿55 松山 弘平鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B446－101：08．3� 12．1�
510 ファンファーレ 牝5栗 55 西村 太一清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B486－101：09．15 123．9�
816� アンウォンド 牝6栗 55 宮崎 北斗�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 494＋ 41：10．48 144．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 38，706，700円 複勝： 58，515，100円 枠連： 33，836，400円
馬連： 142，075，400円 馬単： 61，310，500円 ワイド： 65，855，900円
3連複： 208，813，300円 3連単： 283，924，400円 計： 893，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 340円 � 490円 枠 連（1－2） 1，660円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，880円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 20，190円 3 連 単 ��� 83，230円

票 数

単勝票数 計 387067 的中 � 63412（2番人気）
複勝票数 計 585151 的中 � 77764（2番人気）� 43558（5番人気）� 27834（8番人気）
枠連票数 計 338364 的中 （1－2） 15709（6番人気）
馬連票数 計1420754 的中 �� 35578（9番人気）
馬単票数 計 613105 的中 �� 8796（14番人気）
ワイド票数 計 658559 的中 �� 13320（11番人気）�� 9013（21番人気）�� 5109（42番人気）
3連複票数 計2088133 的中 ��� 7753（66番人気）
3連単票数 計2839244 的中 ��� 2473（242番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―10．8―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―32．6―44．0―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 4，16（3，9）8（1，14）（2，5）17，7（6，15）（11，12）10＝13 4 4（3，16，9）（1，8，14）（2，5，17）（7，15）（6，12）11－10－13

勝馬の
紹 介

�フィドゥーシア �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．9．14 阪神2着

2012．2．17生 牝4鹿 母 Believe 母母 Great Christine 12戦3勝 賞金 44，051，000円
※出走取消馬 フリーアズアバード号（疾病〔感冒〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レヴァンタール号
（非抽選馬） 6頭 クリノヤクマン号・タカラジェニファ号・フェアラフィネ号・ブラッククローバー号・プルメリアスター号・

ワタシダイナマイト号
※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。

05012 2月13日 曇 稍重 （28小倉1）第1日 第12競走 ��
��1，800�

せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

24 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 57 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 498－ 21：47．3 32．2�
35 レトロロック 牡4鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 482＋141：47．93� 2．2�
816 サトノスティング 牡5青鹿57 古川 吉洋里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 460－ 41：48．0� 7．7�
12 	 グラブザフラッグ 
4栗 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 488－ 81：48．1� 17．5�
36 	 シ ン ガ ン 牡5青鹿57 丸田 恭介林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 490± 0 〃 クビ 44．1�
611 リオグランデ 牝6鹿 55 中谷 雄太 	キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 01：48．2クビ 37．8

612 ホッコータフネス 牡5鹿 57 川須 栄彦矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 458± 0 〃 クビ 184．5�
59 ガルデルスリール 牝5鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 5．5�
47 � ベネフィットユー 牡7黒鹿57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 452－ 21：48．41 90．6
510� シードパール 牝4鹿 54 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 424－ 2 〃 アタマ 63．6�
23 	 セプティエーム 牡4芦 56 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

482－161：48．5� 20．8�
713 アイオシルケン 牡4黒鹿56 岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 486＋ 2 〃 ハナ 33．8�
48 コメットシーカー 牡6鹿 57 �島 克駿 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－101：48．6� 8．4�
11 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 津村 明秀土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 464－ 2 〃 ハナ 14．7�
815 マイネヴァリエンテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 クビ 20．7�
714� カリテスグレース 牝4黒鹿54 D．バルジュー 北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：49．45 75．9�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，556，300円 複勝： 46，222，000円 枠連： 19，275，200円
馬連： 73，593，000円 馬単： 38，194，200円 ワイド： 44，203，300円
3連複： 105，668，700円 3連単： 158，659，400円 計： 517，372，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 770円 � 130円 � 240円 枠 連（2－3） 1，760円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 13，480円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 3，500円 �� 520円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 108，610円

票 数

単勝票数 計 315563 的中 � 7821（9番人気）
複勝票数 計 462220 的中 � 10872（11番人気）� 125482（1番人気）� 44229（3番人気）
枠連票数 計 192752 的中 （2－3） 8460（6番人気）
馬連票数 計 735930 的中 �� 10863（17番人気）
馬単票数 計 381942 的中 �� 2124（41番人気）
ワイド票数 計 442033 的中 �� 5724（23番人気）�� 3087（42番人気）�� 23773（2番人気）
3連複票数 計1056687 的中 ��� 7502（31番人気）
3連単票数 計1586594 的中 ��� 1059（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．0―47．9―59．6―1：11．4―1：23．1―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンスラーヴァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 中山5着

2010．2．13生 牡6鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 22戦2勝 賞金 21，797，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 リオグランデ号の騎手中谷雄太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペルフェクトゥス号
※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。



（28小倉1）第1日 2月13日（土曜日） 雨後曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 189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

166，740，000円
1，270，000円
6，380，000円
1，660，000円
16，700，000円
70，959，000円
4，914，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
247，794，100円
408，302，900円
154，045，200円
551，244，100円
272，038，100円
329，662，900円
770，954，100円
1，064，425，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，798，466，700円

総入場人員 7，537名 （有料入場人員 6，737名）
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