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05013 2月13日 晴 稍重 （29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

510 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 434－ 61：47．2 252．6�

611 フィルムフランセ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468－ 41：48．26 1．6�
23 サイモンミラベル 牝3栗 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 466＋ 6 〃 ハナ 23．9�
714 リュウシンローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 462＋ 4 〃 アタマ 19．7�
59 アバンドーネ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 浦河 山下 恭茂 472－ 21：48．41� 19．6	
815 スリーミネルバ 牝3黒鹿54 横山 和生永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444－ 61：48．61� 22．6

816 マクトゥーブ 牝3黒鹿54 北村 友一杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 466－ 6 〃 ハナ 8．8�
713 メイショウサギリ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太松本 好雄氏 南井 克巳 日高 槇本牧場 432－ 41：48．7� 86．4�
47 ナリノスマイル 牝3鹿 54 丸田 恭介成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 458－141：48．8� 38．3
612 スーサンフェアリー 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也林 千枝子氏 柴田 光陽 新冠 協和牧場 426－ 61：49．01� 60．0�
11 クリノゼノビア 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 406＋ 2 〃 クビ 211．7�
48 ケイツーフラン 牝3鹿 54 藤岡 佑介楠本 勝美氏 沖 芳夫 新ひだか 斉藤スタッド 442＋ 21：49．1クビ 61．4�
35 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 450＋ 21：49．52� 7．7�
36 ピ リ ナ 牝3鹿 54 丸山 元気 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 436－ 61：49．82 29．1�
12 ナムラマリア 牝3栗 54

51 ▲坂井 瑠星奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 388± 01：49．9クビ 42．4�
24 プ ロ ー チ ダ 牝3黒鹿54 松山 弘平�谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 452＋ 41：50．53� 13．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，968，700円 複勝： 29，715，500円 枠連： 8，874，500円
馬連： 34，309，500円 馬単： 17，256，300円 ワイド： 25，238，900円
3連複： 55，381，400円 3連単： 70，168，200円 計： 258，913，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，260円 複 勝 � 3，640円 � 110円 � 420円 枠 連（5－6） 1，860円

馬 連 �� 21，840円 馬 単 �� 78，430円

ワ イ ド �� 7，290円 �� 45，980円 �� 870円

3 連 複 ��� 102，550円 3 連 単 ��� 1，304，400円

票 数

単勝票数 計 179687 的中 � 569（16番人気）
複勝票数 計 297155 的中 � 1137（16番人気）� 132195（1番人気）� 11653（6番人気）
枠連票数 計 88745 的中 （5－6） 3697（9番人気）
馬連票数 計 343095 的中 �� 1217（47番人気）
馬単票数 計 172563 的中 �� 165（125番人気）
ワイド票数 計 252389 的中 �� 871（60番人気）�� 137（104番人気）�� 7908（8番人気）
3連複票数 計 553814 的中 ��� 405（180番人気）
3連単票数 計 701682 的中 ��� 39（1656番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―13．2―12．8―12．6―12．7―13．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―43．1―55．9―1：08．5―1：21．2―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3
・（4，15）－3，16（11，14）（6，7）（2，5）13，1（12，9）10，8・（4，15，11）（3，14）（6，16）（7，5，13）－（9，10）（2，1）8－12

2
4

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

ワタシノロザリオ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Spinning World デビュー 2016．12．4 阪神16着

2014．3．13生 牝3青鹿 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 アバンドーネ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。馬装修正。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 サイモンミラベル号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 アバンドーネ号は，発走調教再審査。

05014 2月13日 晴 稍重 （29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

813 ブライトメジャー 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 6 59．6 14．9�

58 ウイナーズロード 牝3青鹿 54
51 ▲荻野 極�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 422－ 2 〃 アタマ 2．1�

711 スマートメニル 牝3栗 54 横山 和生大川 徹氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 2 59．91� 55．1�
34 バナナボート 牡3栗 56 丹内 祐次田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 416＋ 2 〃 クビ 4．4�
712 ポ ッ ド ガ ビ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 452＋ 8 〃 ハナ 21．7�
814 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二	LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 462＋ 21：00．11� 20．1

57 ビップディオス 牡3栗 56 藤岡 康太鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 8 〃 アタマ 10．1�
45 サンレイハリケーン 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 430＋141：00．31	 32．1�
33 カゼノアスリート 牡3栗 56 丸山 元気深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 414－ 41：00．51	 26．2
610 セトノムーン 牝3鹿 54 黛 弘人難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 464＋ 4 〃 ハナ 22．9�
22 サウスギガパワー 牡3鹿 56 丸田 恭介南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466－ 4 〃 アタマ 8．1�
69 ミズデッポウ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 482＋ 2 〃 アタマ 34．5�
11 サンドベージュ 牝3栗 54

52 △原田 和真 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：00．92� 72．9�

46 ホワイトシスネ 牝3芦 54
53 ☆岩崎 翼荻野 亮氏 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 402－ 8 〃 アタマ 142．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，959，300円 複勝： 25，128，400円 枠連： 10，192，000円
馬連： 37，621，000円 馬単： 18，690，800円 ワイド： 24，941，700円
3連複： 55，324，200円 3連単： 70，842，500円 計： 259，699，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 390円 � 110円 � 1，170円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 690円 �� 8，760円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 27，420円 3 連 単 ��� 132，030円

票 数

単勝票数 計 169593 的中 � 9094（5番人気）
複勝票数 計 251284 的中 � 11861（5番人気）� 95977（1番人気）� 3411（12番人気）
枠連票数 計 101920 的中 （5－8） 14140（2番人気）
馬連票数 計 376210 的中 �� 25587（4番人気）
馬単票数 計 186908 的中 �� 4120（10番人気）
ワイド票数 計 249417 的中 �� 9883（5番人気）�� 704（61番人気）�� 2073（33番人気）
3連複票数 計 553242 的中 ��� 1513（74番人気）
3連単票数 計 708425 的中 ��� 389（354番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―35．0―47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．4
3 14（10，12）（8，7，13）4（5，11）（3，6，1）2－9 4 14（8，10，12）（7，13）4（3，5，11）（2，6，1）9

勝馬の
紹 介

ブライトメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．6．12 阪神6着

2014．5．1生 牝3栗 母 ミッションヒルズ 母母 タイキダイヤ 6戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サノノショウグン号・ヤマタケシンバ号

第１回 小倉競馬 第１日〔代替競馬〕



05015 2月13日 晴 良 （29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

510 イヴノオモイデ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 432－ 41：09．1 7．4�

714 カシノロマンス 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 430± 01：09．42 7．5�
36 ビミコウフク 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 444－ 61：09．71� 4．9�
59 ハシレマサムネ 牡3鹿 56 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 クビ 6．0�
612 ニュークラウン 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B426－101：09．8� 60．7�
715 ミスティクィーン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 388－101：09．9クビ 55．0�
47 ガーネットホープ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 430＋ 6 〃 ハナ 78．3	
48 キ ョ ッ コ ウ 牝3栗 54 吉田 隼人
ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 430－ 41：10．0� 20．8�
11 ベルウッドカペラ 牡3青鹿56 藤岡 康太鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 460＋ 61：10．1クビ 20．5�
816 コパノピエール 牡3鹿 56 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484＋141：10．2� 24．7
23 ウインペイザージュ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 21：10．41	 2．8�
817 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 54 丹内 祐次澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 398－101：10．5� 171．3�
611 クインズアイザ 牝3鹿 54 丸田 恭介亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 412－ 41：10．6� 45．6�
713 アルマヴァジュラ 牡3青鹿56 丸山 元気コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 中村 雅明 486－ 2 〃 クビ 38．7�
818 ダズリングテソーロ 牡3芦 56

54 △原田 和真了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 500＋ 2 〃 アタマ 134．8�
12 コ チ 牝3栗 54 西村 太一清水 敏氏 南田美知雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル 420－201：10．7クビ 162．7�
35 バ ト ル ク ウ 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B470＋121：11．44 154．8�
24 クレールソレイユ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 高藤 茂 496＋141：12．03� 249．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，294，800円 複勝： 33，188，000円 枠連： 11，735，600円
馬連： 43，044，000円 馬単： 20，848，700円 ワイド： 30，870，200円
3連複： 67，242，500円 3連単： 77，406，000円 計： 305，629，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 190円 � 180円 枠 連（5－7） 890円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 870円 �� 760円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 29，770円

票 数

単勝票数 計 212948 的中 � 22854（4番人気）
複勝票数 計 331880 的中 � 36305（5番人気）� 44700（3番人気）� 52462（2番人気）
枠連票数 計 117356 的中 （5－7） 10108（4番人気）
馬連票数 計 430440 的中 �� 13856（10番人気）
馬単票数 計 208487 的中 �� 3062（21番人気）
ワイド票数 計 308702 的中 �� 8966（10番人気）�� 10473（9番人気）�� 10923（7番人気）
3連複票数 計 672425 的中 ��� 10359（10番人気）
3連単票数 計 774060 的中 ��� 1885（79番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イヴノオモイデ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 函館2着

2014．2．11生 牝3鹿 母 プリンセスイブ 母母 ナナイモプリンセス 6戦1勝 賞金 9，850，000円
〔発走状況〕 ウインペイザージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウインペイザージュ号の騎手松山弘平は，4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：11番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アロ号・ティンウッドマン号
（非抽選馬） 1頭 クララフトゥーラ号

05016 2月13日 晴 良 （29小倉1）第1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

46 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 42：02．6 3．5�
45 ウインベラシアス 牡3栗 56 藤岡 佑介�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 488－ 22：02．7� 6．4�
57 スマートシグルズ 牡3栗 56 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 448＋ 62：03．02 4．9�
34 ラニカイブルーム 牡3黒鹿56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 510＋ 62：03．32 39．2�
58 ニホンピロワールド 牡3鹿 56 柴田 未崎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448－ 22：03．4� 95．8�
814 セイウンニジョーズ 牡3栗 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 430＋ 8 〃 ハナ 107．1	
69 バッケンシェール 牡3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 482＋12 〃 ハナ 11．9

712 メイショウバンカラ 牡3鹿 56 北村 友一松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508＋ 82：03．5� 13．1�
33 アルマシャール 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 494＋ 2 〃 アタマ 2．9�
711 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 黛 弘人小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 458－ 42：03．71
 44．4
813 サンピッツバーグ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社
ケイズ 422－10 〃 クビ 140．0�

22 コスモストレンジ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：04．02 119．9�
610 ヴァッラータ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 390－122：04．1� 80．0�

11 ティンガティンガ 牡3芦 56 酒井 学新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 452－ 82：04．31� 61．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，952，800円 複勝： 29，761，100円 枠連： 10，258，900円
馬連： 43，144，800円 馬単： 22，084，700円 ワイド： 28，916，100円
3連複： 66，791，400円 3連単： 96，064，100円 計： 318，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 190円 � 160円 枠 連（4－4） 1，180円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 440円 �� 430円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 219528 的中 � 48947（2番人気）
複勝票数 計 297611 的中 � 58245（2番人気）� 35123（4番人気）� 49037（3番人気）
枠連票数 計 102589 的中 （4－4） 6734（5番人気）
馬連票数 計 431448 的中 �� 30711（5番人気）
馬単票数 計 220847 的中 �� 9533（7番人気）
ワイド票数 計 289161 的中 �� 17151（5番人気）�� 17578（4番人気）�� 13358（7番人気）
3連複票数 計 667914 的中 ��� 33671（4番人気）
3連単票数 計 960641 的中 ��� 11447（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―48．9―1：02．0―1：14．7―1：27．4―1：39．0―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーロイヤル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2016．11．13 京都7着

2014．3．21生 牡3鹿 母 ロイヤルファンタジー 母母 Rudolfina 5戦1勝 賞金 7，000，000円



05017 2月13日 晴 稍重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55
54 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B486－ 21：46．0 6．2�

713 デイジーフローラ 牝4鹿 54
51 ▲荻野 極松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 500－ 41：46．32 34．4�

510� バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 440－101：46．4クビ 44．9�
611 フレグラントブレス 牝4芦 54 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋101：46．71� 11．6�
12 オールオブナイト 牝6黒鹿55 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450± 01：46．8� 28．6�
11 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 21：46．9� 4．5	
815 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 41：47．11 13．6

24 アイルーロス 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 460－ 21：47．63 100．9�
47 メジャーガラメキ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B486－ 21：47．92 6．1
59 メイショウフウシャ 牝4鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 464＋ 41：48．32� 19．1�
36 � カ ク シ ア ジ 牝6鹿 55

53 △伴 啓太栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 434＋10 〃 クビ 147．2�
23 シンシアズブレス 牝4黒鹿54 中谷 雄太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋101：48．51 7．6�
35 � パ レ ー ド 牝4鹿 54 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 448－ 11：48．82 34．5�
612 ベルリンガー 牝4黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 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 508＋361：50．18 35．1�

714 グロリアスメーカー 牝4鹿 54 秋山真一郎 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 61：51．16 5．1�
48 ラブミーテンダー 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B514＋ 61：52．9大差 85．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，222，100円 複勝： 37，917，400円 枠連： 13，793，900円
馬連： 53，009，900円 馬単： 24，030，500円 ワイド： 38，570，700円
3連複： 83，305，500円 3連単： 99，354，300円 計： 373，204，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 1，110円 � 890円 枠 連（7－8） 910円

馬 連 �� 14，730円 馬 単 �� 24，850円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 3，090円 �� 11，190円

3 連 複 ��� 116，340円 3 連 単 ��� 590，420円

票 数

単勝票数 計 232221 的中 � 29702（4番人気）
複勝票数 計 379174 的中 � 57361（3番人気）� 7829（11番人気）� 9917（10番人気）
枠連票数 計 137939 的中 （7－8） 11644（2番人気）
馬連票数 計 530099 的中 �� 2789（48番人気）
馬単票数 計 240305 的中 �� 725（82番人気）
ワイド票数 計 385707 的中 �� 2586（44番人気）�� 3240（33番人気）�� 881（77番人気）
3連複票数 計 833055 的中 ��� 537（248番人気）
3連単票数 計 993543 的中 ��� 122（1383番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．3―12．4―12．6―13．1―13．1―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．7―29．0―41．4―54．0―1：07．1―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
7，9（8，12，14）－10（6，13）（2，15）（5，11）（4，1，16）－3
7，9－（8，14，2，13）（12，1，10，11，15）（6，3）16－5－4

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

勝馬の
紹 介

テイエムリヴィエラ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．7．14 中京4着

2011．5．30生 牝6鹿 母 テイエムノキセキ 母母 アラマサブレーヴ 39戦2勝 賞金 36，300，000円
〔制裁〕 アドマイヤウイング号の騎手川須栄彦は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

テイエムリヴィエラ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1
番）

〔その他〕 グロリアスメーカー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。
ラブミーテンダー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

〔鼻出血による出走制限〕 ラブミーテンダー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月13日まで出走できない。

05018 2月13日 晴 稍重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

11 コロナボレアリス 牡6栗 57
54 ▲坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 468－ 6 59．0 5．6�
58 ジャストザヨコハマ 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 508± 0 〃 クビ 5．1�

57 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 476－12 59．1� 52．0�
46 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 470－10 59．2� 5．1�
22 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456－ 2 〃 クビ 14．3	
711	 アポロリュウセイ 牡4栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 494＋11 〃 ハナ 12．8

33 	 ティアップサンダー 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 484± 0 59．3クビ 26．8�
45 タマモシルクハット 牡4黒鹿57 横山 和生タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 480＋ 6 〃 ハナ 24．5�
814 エクラパール 牝4栗 55

53 △伴 啓太島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 464＋12 〃 クビ 34．8�

69 バ ー ニ ー ズ 牡7栗 57
55 △木幡 初也村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 490＋ 8 59．4クビ 35．6�

813 ライトフォーミー 牡4鹿 57
54 ▲三津谷隼人�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 B502＋ 2 〃 ハナ 104．3�

34 
 ワンダフルラスター 牡5鹿 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 橋口 慎介 米 Spendthrift
Farm LLC B520＋ 2 59．61� 21．7�

610 ノ ア ビ ジ ン 牝4鹿 55 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 452± 01：00．02� 42．5�
712
 アヴェーヌモン 牡5鹿 57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 544＋14 （競走中止） 3．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，632，400円 複勝： 31，320，000円 枠連： 12，550，500円
馬連： 49，629，000円 馬単： 22，254，800円 ワイド： 35，813，800円
3連複： 73，660，900円 3連単： 90，441，900円 計： 340，303，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 210円 � 1，040円 枠 連（1－5） 1，410円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，320円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 66，560円

票 数

単勝票数 計 246324 的中 � 34799（4番人気）
複勝票数 計 313200 的中 � 42300（4番人気）� 43929（3番人気）� 6093（13番人気）
枠連票数 計 125505 的中 （1－5） 6890（6番人気）
馬連票数 計 496290 的中 �� 31420（4番人気）
馬単票数 計 222548 的中 �� 6315（9番人気）
ワイド票数 計 358138 的中 �� 18806（3番人気）�� 3815（30番人気）�� 2943（39番人気）
3連複票数 計 736609 的中 ��� 3399（53番人気）
3連単票数 計 904419 的中 ��� 985（231番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．3―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロナボレアリス �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2014．6．28 阪神10着

2011．3．29生 牡6栗 母 アルフェッカ 母母 タケショウティアラ 9戦2勝 賞金 12，850，000円
〔競走中止〕 アヴェーヌモン号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ハトマークレディ号・メイショウボノム号・ラファーガ号・レッドファーレン号



05019 2月13日 晴 良 （29小倉1）第1日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

815 トウカイシェーン 牝4栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 452－ 21：59．9 102．4�
510 アルマレイモミ 牝4鹿 54

51 ▲荻野 極コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 440－ 6 〃 クビ 37．7�
35 エイシンジルコン 牝4黒鹿54 吉田 隼人�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 450＋122：00．0� 16．8�
59 レッドカルディア 牝4鹿 54 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454－ 42：00．32 7．4�
23 ル フ ォ ー ル 牝4鹿 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 22：00．4クビ 2．3	
36 エッジースタイル 牝4栗 54

53 ☆小崎 綾也 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 8．0

48 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 480－ 4 〃 クビ 33．1�
612 アドマイヤアロマ 牝6栗 55 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：00．5� 18．5�
24 テイエムフタエマル 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 488＋ 82：00．6クビ 21．4
47 サマーローズ 牝5栗 55 藤岡 佑介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 464－ 8 〃 クビ 5．9�
11 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 518＋122：00．91� 81．4�
713� マ リ ネ リ ス 牝4鹿 54

52 △伴 啓太今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 404－102：01．11	 198．7�
611 バレエダンサー 牝4鹿 54 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 446－ 8 〃 アタマ 27．3�
816 レッドリュンヌ 牝4栗 54 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：01．84 68．1�
12 テ イ ア 牝5鹿 55 西村 太一�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 420－ 82：02．01� 134．8�
714 ブレッシングテレサ 牝4青鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476－ 62：02．21	 10．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，421，200円 複勝： 41，308，600円 枠連： 14，795，300円
馬連： 61，130，700円 馬単： 29，650，400円 ワイド： 42，432，400円
3連複： 92，472，800円 3連単： 121，313，900円 計： 431，525，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，240円 複 勝 � 2，820円 � 1，070円 � 580円 枠 連（5－8） 7，080円

馬 連 �� 132，330円 馬 単 �� 261，620円

ワ イ ド �� 22，240円 �� 16，820円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 488，410円 3 連 単 ��� 2，045，400円

票 数

単勝票数 計 284212 的中 � 2220（14番人気）
複勝票数 計 413086 的中 � 3677（14番人気）� 10201（11番人気）� 20194（7番人気）
枠連票数 計 147953 的中 （5－8） 1619（19番人気）
馬連票数 計 611307 的中 �� 358（102番人気）
馬単票数 計 296504 的中 �� 85（196番人気）
ワイド票数 計 424324 的中 �� 491（95番人気）�� 650（85番人気）�� 1864（55番人気）
3連複票数 計 924728 的中 ��� 142（409番人気）
3連単票数 計1213139 的中 ��� 43（2136番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―12．6―12．3―12．0―12．3―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．5―47．1―59．4―1：11．4―1：23．7―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイシェーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．12．19 阪神9着

2013．4．22生 牝4栗 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル 10戦2勝 賞金 14，300，000円
〔騎手変更〕 エッジースタイル号の騎手藤岡康太は，第6競走での落馬による検査のため小崎綾也に変更。

05020 2月13日 晴 良 （29小倉1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715 プレイヤード 牡4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B510－101：08．7 4．6�
48 ウォーターラボ 牝5青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 21：08．91� 6．0�
816 サトノアイリ 牝4黒鹿55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：09．22 42．8�
713 サンライズビーム 牡4芦 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 450＋141：09．3クビ 47．7�
35 サチノリーダース 牡7青鹿 57

54 ▲荻野 極佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 B472＋ 2 〃 クビ 30．0�
11 ハドソンシチー 牡7黒鹿 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 452－ 41：09．4クビ 57．7	
612 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 西村 太一
ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 424－ 8 〃 クビ 77．6�
23 ガイアトウショウ 牝4栗 55 黛 弘人トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 41：09．5クビ 24．7�
510 プラチナコード 牡5芦 57

56 ☆�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 510－ 4 〃 ハナ 6．0

714 ルージュノアール 牝4黒鹿55 藤岡 佑介前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：09．71 15．8�
36 	 スズカファイン 牡5栗 57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486＋ 2 〃 ハナ 10．9�
611 ベルリネッタ 牡6鹿 57

54 ▲坂井 瑠星大久保和夫氏 中野 栄治 新冠 八木農場 468＋121：09．8� 8．3�
817 サウンドカール 牡6青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 484＋141：09．9� 23．7�
818 ビレッジシャトル 牝4栗 55 横山 和生村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育

成牧場 424＋ 2 〃 クビ 19．1�
24 ウインソワレ 牝5鹿 55 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 442－161：10．0クビ 11．1�
59 エイシンリベラル 牡4黒鹿57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 468＋101：10．1� 60．2�
12 ケイエスフェアリー 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太キヨシサービス� 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B480－ 21：10．31� 27．5�
47 	 ポートレイト 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 426± 01：10．62 22．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，446，700円 複勝： 40，822，800円 枠連： 19，877，700円
馬連： 63，362，800円 馬単： 26，648，500円 ワイド： 44，312，800円
3連複： 104，447，000円 3連単： 120，112，400円 計： 446，030，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 250円 � 1，050円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 770円 �� 6，070円 �� 8，320円

3 連 複 ��� 53，940円 3 連 単 ��� 219，900円

票 数

単勝票数 計 264467 的中 � 45233（1番人気）
複勝票数 計 408228 的中 � 68796（1番人気）� 44506（2番人気）� 7845（14番人気）
枠連票数 計 198777 的中 （4－7） 17139（1番人気）
馬連票数 計 633628 的中 �� 29162（1番人気）
馬単票数 計 266485 的中 �� 5518（4番人気）
ワイド票数 計 443128 的中 �� 15608（2番人気）�� 1829（72番人気）�� 1330（92番人気）
3連複票数 計1044470 的中 ��� 1452（194番人気）
3連単票数 計1201124 的中 ��� 396（786番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（16，15）（3，7，10，13）（6，8，11）5（2，4，12）（1，9，18）－17，14 4 ・（16，15）13，10（3，11）（8，12）（7，6，4）5（1，9，18）2（14，17）

勝馬の
紹 介

プレイヤード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2016．1．17 中山6着

2013．4．6生 牡4鹿 母 コンポステラ 母母 Dreamscape 8戦2勝 賞金 14，220，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナッツスター号・ノボリレジェンド号
（非抽選馬） 2頭 エターナルユース号・タマモブリリアン号



05021 2月13日 晴 稍重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

714 ウインランブル 牡4鹿 56 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 480＋ 61：46．4 15．4�
12 � レーヌドオリエント 牝5鹿 55 黛 弘人�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 6 〃 クビ 2．7�
611 ライトブリンガー 牡4栗 56

55 ☆�島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B472± 01：46．61� 8．8�
59 ビレッジエンパイア 牡4鹿 56 横山 和生村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 490－ 2 〃 クビ 33．8�
36 � ブレイクエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－12 〃 ハナ 22．2	
713� ビ ー ハ グ 	5黒鹿 57

55 △原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B476－ 21：46．7クビ 101．2

48 スノードルフィン 牡4黒鹿56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488－ 81：46．91 4．5�
11 ブルーフラッシュ 	6芦 57

54 ▲荻野 極桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 440± 0 〃 クビ 30．6�
23 ネフェルティティ 牝4芦 54

51 ▲坂井 瑠星前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－ 41：47．0クビ 29．7

510 カシノランド 牡5黒鹿 57
56 ☆岩崎 翼柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 458－ 81：47．21 10．8�

47 ウォーターバオバブ 牡4栗 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492± 01：47．3
 13．5�
24 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿 56

54 △木幡 初也�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 462－ 21：47．83 94．4�
35 リリーシューター 牡4鹿 56 北村 友一土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498－ 2 〃 アタマ 13．2�
815� テイエムマンカイ 牡4黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 538＋ 81：48．12 16．8�
816 スクリューネイバー 牡4芦 56

53 ▲三津谷隼人松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514＋101：50．1大差 67．1�
612� ケンブリッジヌーサ 牡4栗 56 藤懸 貴志中西 宏彰氏 小崎 憲 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 514＋161：56．5大差 120．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，979，500円 複勝： 46，410，200円 枠連： 20，167，300円
馬連： 77，859，800円 馬単： 38，964，900円 ワイド： 51，337，000円
3連複： 122，166，500円 3連単： 164，771，800円 計： 552，657，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 290円 � 130円 � 240円 枠 連（1－7） 1，670円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，720円 �� 580円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 46，010円

票 数

単勝票数 計 309795 的中 � 16036（7番人気）
複勝票数 計 464102 的中 � 33346（5番人気）� 122613（1番人気）� 42727（3番人気）
枠連票数 計 201673 的中 （1－7） 9351（7番人気）
馬連票数 計 778598 的中 �� 29429（5番人気）
馬単票数 計 389649 的中 �� 5646（16番人気）
ワイド票数 計 513370 的中 �� 14645（7番人気）�� 7350（21番人気）�� 23670（3番人気）
3連複票数 計1221665 的中 ��� 16244（15番人気）
3連単票数 計1647718 的中 ��� 2596（127番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．7―13．0―12．7―12．1―12．5―13．2―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．3―42．3―55．0―1：07．1―1：19．6―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．3
1
3
16，1－12（2，8，15）（5，10，14）7（9，13）11（4，6）－3
3－1，8（16，15）（2，14）（5，10，13）11（7，9）（12，4，6）

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

勝馬の
紹 介

ウインランブル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．14 阪神4着

2013．1．12生 牡4鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 19戦2勝 賞金 22，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブリッジヌーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エンパイアステート号・ゴットロマーネ号・ポロス号

05022 2月13日 晴 良 （29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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

56 モーヴサファイア 牝3鹿 54 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：00．0 3．9�
79 ワンダープチュック 牡3黒鹿56 藤岡 康太山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 486＋ 22：00．21� 5．5�
67 ロードアルバータ 牡3青鹿56 吉田 隼人 �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 456＋ 42：00．41� 2．9�
811 スティーマーレーン 牡3鹿 56 秋山真一郎 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 482－ 82：00．71	 21．6�
710 タガノグルナ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 22：01．12� 16．6	
68 ナムラライラ 牝3黒鹿54 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 454－ 42：01．2� 33．4

55 ウインガナドル 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 450－ 82：01．3� 7．2�
22 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 56 横山 和生晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 452＋102：01．72� 25．9�
33 
 メ リ オ ラ 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 420＋ 42：01．91� 11．1
44 スリーミスヨハネス 牝3鹿 54 �島 克駿永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 434＋ 22：03．39 114．7�
812 ミヤビベスト 牡3鹿 56 丸山 元気村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 492＋102：03．93� 27．9�
11 サマーサプライズ 牡3鹿 56 松山 弘平吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 464＋ 42：04．64 43．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，741，900円 複勝： 62，724，500円 枠連： 22，796，800円
馬連： 110，083，300円 馬単： 52，261，600円 ワイド： 63，805，900円
3連複： 168，920，800円 3連単： 263，827，900円 計： 792，162，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 477419 的中 � 97829（2番人気）
複勝票数 計 627245 的中 � 119839（2番人気）� 83524（3番人気）� 173561（1番人気）
枠連票数 計 227968 的中 （5－7） 35166（2番人気）
馬連票数 計1100833 的中 �� 98329（2番人気）
馬単票数 計 522616 的中 �� 27458（3番人気）
ワイド票数 計 638059 的中 �� 54419（2番人気）�� 64637（1番人気）�� 41410（3番人気）
3連複票数 計1689208 的中 ��� 138393（1番人気）
3連単票数 計2638279 的中 ��� 42099（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．6―33．7―46．5―59．2―1：11．7―1：23．9―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モーヴサファイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．5生 牝3鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 5戦2勝 賞金 25，227，000円



05023 2月13日 晴 良 （29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

812 アレスバローズ 牡5黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 61：08．5 3．4�
55 シゲルノコギリザメ 牡4黒鹿57 中谷 雄太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490± 01：08．71� 4．0�
44 アドマイヤゴッド 牡5鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：08．8	 3．2�
56 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿55 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 444－ 61：08．9クビ 33．2�
22 トーホウハニー 牝5鹿 55 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 444－ 41：09．11� 5．9�
68 バシレウスライオン 牡4鹿 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B464－121：09．2	 15．4	
33 ラインロバート 牡8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＋ 4 〃 ハナ 91．7

811 ミキノドラマー 牡4鹿 57 黛 弘人谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 482＋ 21：09．41
 54．8�
67 デンコウヒノマル 牡6栗 57 丸山 元気田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 480－30 〃 ハナ 68．7�
710� サントノーレ 牝5栗 55 小崎 綾也吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 494－ 21：09．82
 97．5
11 クリノシャンボール 牡4黒鹿57 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 508＋101：10．86 19．1�
79 � メイショウボンロク 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 492－ 61：10．9クビ 29．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，147，000円 複勝： 56，838，200円 枠連： 28，751，600円
馬連： 161，726，700円 馬単： 83，643，200円 ワイド： 75，953，900円
3連複： 253，449，100円 3連単： 472，597，300円 計： 1，186，107，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 140円 � 120円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 270円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 531470 的中 � 121914（2番人気）
複勝票数 計 568382 的中 � 103788（2番人気）� 95024（3番人気）� 142759（1番人気）
枠連票数 計 287516 的中 （5－8） 31756（3番人気）
馬連票数 計1617267 的中 �� 138864（4番人気）
馬単票数 計 836432 的中 �� 38272（7番人気）
ワイド票数 計 759539 的中 �� 55860（5番人気）�� 87652（1番人気）�� 70042（2番人気）
3連複票数 計2534491 的中 ��� 237689（1番人気）
3連単票数 計4725973 的中 ��� 73929（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．3―11．7―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．7―45．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡5黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 16戦4勝 賞金 65，107，000円

05024 2月13日 晴 良 （29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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 エーティーサンダー 牡4青鹿56 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 508＋ 21：47．9 15．6�
612 ユウチェンジ 牡4黒鹿56 菱田 裕二�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 500－ 21：48．22 8．3�
12 キラージョー 牡4栗 56 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 508＋ 81：48．3クビ 1．7�
714 レッドアルティスタ �5鹿 57 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456± 01：48．4	 17．1�
713 ラスイエットロス 牝4鹿 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 61：49．03	 27．6�
816 アイオシルケン 牡5黒鹿57 酒井 学石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 486－ 4 〃 クビ 55．4	
24 
 ミスドバウィ 牝4鹿 54 吉田 隼人林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 468－101：49．1クビ 5．6

48 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 428＋10 〃 クビ 24．6�
59 � コパノハミルトン 牡5黒鹿57 原田 和真小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 500± 01：49．2	 144．1�
510 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 480＋14 〃 ハナ 66．8�
47 グランプリアクセル 牡4鹿 56 坂井 瑠星�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B486＋ 61：49．3クビ 62．6�
35 マイネルアトゥー 牡4青鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 81：49．61� 108．9�
611 トウシンハンター 牝5黒鹿55 島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460＋12 〃 ハナ 55．7�
23 トーセンカナロア 牡5鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 4 〃 クビ 11．3�
36 エスペランサルル 牝5栗 55 北村 友一江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442± 01：49．81� 129．2�
815 ヴ レ 牡4栗 56 川須 栄彦宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 B526－ 21：51．07 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，793，200円 複勝： 75，345，100円 枠連： 39，927，900円
馬連： 138，872，600円 馬単： 82，314，100円 ワイド： 86，605，800円
3連複： 233，181，400円 3連単： 424，383，700円 計： 1，138，423，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 290円 � 200円 � 110円 枠 連（1－6） 680円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 500円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 35，630円

票 数

単勝票数 計 577932 的中 � 29614（5番人気）
複勝票数 計 753451 的中 � 42671（5番人気）� 74853（3番人気）� 296615（1番人気）
枠連票数 計 399279 的中 （1－6） 45065（2番人気）
馬連票数 計1388726 的中 �� 19395（16番人気）
馬単票数 計 823141 的中 �� 4870（32番人気）
ワイド票数 計 866058 的中 �� 14374（13番人気）�� 45020（4番人気）�� 67958（2番人気）
3連複票数 計2331814 的中 ��� 62878（7番人気）
3連単票数 計4243837 的中 ��� 8634（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．5―48．7―1：00．8―1：12．9―1：24．5―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
2（4，13）（1，3，16）（6，14）－（8，12）9，15（7，11）（5，10）
2（4，13）（1，16）（3，14）（6，8，11，10）（5，9）12－7，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティーサンダー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．11．1 京都7着

2013．4．30生 牡4青鹿 母 ラヴリーハントレス 母母 Ballymac Girl 14戦2勝 賞金 23，333，000円
〔発走状況〕 トウシンハンター号は，枠内駐立不良〔突進〕。



（29小倉1）第1日 2月13日（月曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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
厩務員出走奨励金

177，000，000円
1，270，000円
12，960，000円
1，480，000円
19，560，000円
72，776，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
370，559，600円
510，479，800円
213，722，000円
873，794，100円
438，648，500円
548，799，200円
1，376，343，500円
2，071，284，000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 6，403，630，700円

総入場人員 3，502名 （有料入場人員 2，972名）
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