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単勝
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05073 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第1競走 1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

57 サノノショウグン 牡3栗 56
54 △木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 450＋ 4 59．0 4．8�

813 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 466± 0 59．63� 2．8�
814 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54 中井 裕二�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 446－16 59．81� 30．7�
712 ヴェリタストップ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 洋子氏 大橋 勇樹 新ひだか 米田牧場 472－ 4 〃 アタマ 13．0�
69 ウィズネイチャー 牡3栗 56

54 △伴 啓太石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 498－ 6 59．9� 25．3�
22 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 448－ 4 〃 アタマ 8．5	
45 ブ リ ッ ゲ ン 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿
須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社
須野牧場 442－ 21：00．11� 6．0�

34 メイショウカリナン 牡3鹿 56 丸山 元気松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 488－ 41：00．52� 11．3�
33 ジェリーロラム 牝3鹿 54 西村 太一ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 416＋ 21：01．03 189．3�
11 テイエムアカツキ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 496± 01：01．42� 12．1�
58 ペイシャラジョワ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太北所 直人氏 青木 孝文 新ひだか 友田牧場 472－ 81：01．5クビ 58．9�
711 デルマユメシバイ 牡3鹿 56 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武藤 善則 日高 ファニーヒルファーム B472－161：01．6� 136．7�
610 ゴールドメモリアル 牝3黒鹿54 大下 智竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 三村 卓也 448± 01：01．81� 19．3�
46 ア ロ 牝3鹿 54 丸田 恭介石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 354－ 21：01．9� 89．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，088，500円 複勝： 25，638，500円 枠連： 8，249，100円
馬連： 33，356，700円 馬単： 17，663，200円 ワイド： 22，893，900円
3連複： 52，010，900円 3連単： 58，203，200円 計： 235，104，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 130円 � 680円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，200円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 170885 的中 � 28015（2番人気）
複勝票数 計 256385 的中 � 41059（2番人気）� 72261（1番人気）� 6053（10番人気）
枠連票数 計 82491 的中 （5－8） 11874（1番人気）
馬連票数 計 333567 的中 �� 40714（1番人気）
馬単票数 計 176632 的中 �� 9616（2番人気）
ワイド票数 計 228939 的中 �� 20588（1番人気）�� 2458（28番人気）�� 3934（20番人気）
3連複票数 計 520109 的中 ��� 8401（14番人気）
3連単票数 計 582032 的中 ��� 2043（58番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノショウグン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．16 福島15着

2014．4．20生 牡3栗 母 ビューティソルジャ 母母 メイトリアーク 6戦1勝 賞金 7，000，000円

05074 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第2競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 446－ 21：47．6 10．9�
47 クリノピョートル 牡3栗 56

54 △木幡 初也栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 498＋16 〃 クビ 7．8�
12 シンゼンキング 牡3黒鹿56 酒井 学原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464± 01：47．81� 3．3�
815 ミスズバード 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 480－ 81：47．9クビ 65．1�
48 シゲルクーガー �3鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 468＋ 4 〃 ハナ 8．3�
611 ティアップアンジュ 牝3鹿 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 446－ 8 〃 クビ 17．1�
35 コ ハ ク 牡3栗 56

54 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456－ 21：48．21� 13．1	
11 アデュラレッセンス 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太
ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 490－101：48．41� 4．6�
510 ケイアイアン 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 474－ 41：48．71� 114．0�
59 メイショウカンキ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 460－ 6 〃 クビ 42．8
23 アビラウンケン 牡3鹿 56 吉田 隼人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482＋ 21：48．8クビ 21．0�
713 ポ ポ チ カ 牡3黒鹿56 北村 友一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 482＋ 21：48．9	 89．2�
36 
 レーヴァンドール 牝3鹿 54 丸田 恭介寺田 寿男氏 田村 康仁 米 Chiyoda

Farm 484－ 41：49．96 9．0�
714 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 464－ 41：50．21� 166．2�
612 メイショウコモレビ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 442－ 81：50．3� 136．7�
816 ウインブリアン 牝3青鹿54 丹内 祐次�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 21：51．68 30．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，362，300円 複勝： 19，129，500円 枠連： 10，649，200円
馬連： 26，968，300円 馬単： 13，933，000円 ワイド： 19，657，300円
3連複： 40，411，400円 3連単： 48，520，400円 計： 193，631，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 300円 � 280円 � 150円 枠 連（2－4） 1，210円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 630円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計 143623 的中 � 10461（6番人気）
複勝票数 計 191295 的中 � 14178（6番人気）� 16021（5番人気）� 40462（1番人気）
枠連票数 計 106492 的中 （2－4） 6782（6番人気）
馬連票数 計 269683 的中 �� 6385（12番人気）
馬単票数 計 139330 的中 �� 1343（39番人気）
ワイド票数 計 196573 的中 �� 3935（16番人気）�� 8253（4番人気）�� 7506（6番人気）
3連複票数 計 404114 的中 ��� 8274（8番人気）
3連単票数 計 485204 的中 ��� 1320（79番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．1―13．3―12．8―12．3―12．4―13．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．6―43．9―56．7―1：09．0―1：21．4―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツゴウユウ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．11．5 京都7着

2014．4．18生 牡3栗 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 7戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ポポチカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シゲルクーガー号の騎手丸山元気は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

アデュラレッセンス号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年3月11日の騎乗を停止。（被害
馬：5番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 アデュラレッセンス号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平成29年3月5日から平成29年
3月26日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

12 ヤマニンルサリー 牝3鹿 54 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 438± 01：49．1 5．9�
59 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54

53 ☆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 432－ 21：49．2� 3．0�
35 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 菱田 裕二山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 430－ 4 〃 クビ 15．6�
713 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 横山 和生寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 466－ 81：49．51� 5．0�
510 ブリシンガメン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 460＋101：49．6� 49．0�
815 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 黛 弘人 	加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 420± 0 〃 ハナ 50．3

24 メイショウヤマギリ 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 410 ― 〃 クビ 142．4�
612 ウインプルミエ 牝3鹿 54 中井 裕二	ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B438± 0 〃 ハナ 102．8�
611 プライムタイム 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 464－ 41：49．92 76．3
47 ヴァージャー 牝3黒鹿54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 4 〃 ハナ 10．7�
36 ラブパレード 牝3黒鹿54 長岡 禎仁田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 462± 01：50．0� 23．9�
816 レ ク セ ル 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440－ 81：50．1� 55．6�
48 フラワーシップ 牝3黒鹿54 北村 友一合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 426－10 〃 クビ 21．0�
23 クイーンマンボ 牝3青 54 藤岡 佑介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 502 ―1：50．2クビ 7．4�
714 ワインアンドダイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 21：50．41� 20．6�
11 スプレンダークラン 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 414－ 21：51．99 24．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，683，200円 複勝： 27，078，100円 枠連： 8，872，300円
馬連： 29，398，700円 馬単： 15，598，900円 ワイド： 23，133，800円
3連複： 44，426，600円 3連単： 48，780，600円 計： 214，972，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 130円 � 320円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，170円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 176832 的中 � 23689（3番人気）
複勝票数 計 270781 的中 � 48618（2番人気）� 66862（1番人気）� 15024（7番人気）
枠連票数 計 88723 的中 （1－5） 9633（2番人気）
馬連票数 計 293987 的中 �� 29423（1番人気）
馬単票数 計 155989 的中 �� 6119（3番人気）
ワイド票数 計 231338 的中 �� 22244（1番人気）�� 4606（13番人気）�� 9551（4番人気）
3連複票数 計 444266 的中 ��� 11471（3番人気）
3連単票数 計 487806 的中 ��� 2243（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．1―12．2―12．2―12．3―12．1―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．0―48．2―1：00．4―1：12．7―1：24．8―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンルサリー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．11．20 東京5着

2014．3．16生 牝3鹿 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 4戦1勝 賞金 7，700，000円

05076 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第4競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 アーケロンバイオ 牡3芦 56
54 △坂井 瑠星バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 484± 01：09．3 4．3�

47 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 418－ 41：09．51� 30．2�
36 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414± 01：09．71� 5．8�
11 ヤクシャハソロッタ 牝3鹿 54 吉田 隼人小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 434－ 2 〃 ハナ 4．7�
818 ユキエファルコン 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 490＋16 〃 アタマ 19．8�
816 ダイバージェント 牡3黒鹿56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：10．01� 48．3	
817 ティンウッドマン 牡3黒鹿56 丸田 恭介西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 466－ 21：10．32 10．3

714 シゲルポインター 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 454－101：10．4� 116．5�
35 スタコラサッサ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 474－ 81：10．5クビ 52．4�
24 メイショウハバネラ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋ 2 〃 クビ 3．0
510 カシノポルカ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 442＋ 61：10．81� 99．3�
612 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428－ 2 〃 アタマ 243．3�
48 シシャモムスメ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 436－ 81：11．43� 42．4�
23 ハナズクリーム 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 422－161：11．82� 198．1�
59 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 486－101：11．9� 219．9�
715 グッバイサマー 牝3栗 54

52 △伴 啓太澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 小河 豊水 410－12 〃 アタマ 84．7�
611 ジュウニンノナカマ 牝3栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 B410－ 21：12．75 51．6�
12 カシノタイム �3栗 56 大下 智柏木 務氏 谷 潔 浦河 近藤牧場 B434＋121：14．29 271．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，999，400円 複勝： 21，875，900円 枠連： 9，100，000円
馬連： 28，388，800円 馬単： 14，507，700円 ワイド： 20，942，300円
3連複： 40，682，500円 3連単： 48，880，000円 計： 200，376，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 510円 � 200円 枠 連（4－7） 2，860円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 9，690円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 890円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 73，670円

票 数

単勝票数 計 159994 的中 � 29464（2番人気）
複勝票数 計 218759 的中 � 37549（2番人気）� 8758（6番人気）� 30286（4番人気）
枠連票数 計 91000 的中 （4－7） 2463（12番人気）
馬連票数 計 283888 的中 �� 3650（16番人気）
馬単票数 計 145077 的中 �� 1122（30番人気）
ワイド票数 計 209423 的中 �� 2461（19番人気）�� 6244（8番人気）�� 2073（23番人気）
3連複票数 計 406825 的中 ��� 2136（38番人気）
3連単票数 計 488800 的中 ��� 481（196番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．9―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―45．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 8（11，15）－（16，18）4（6，13）3（1，7）17，5，14－（9，10）12＝2 4 8（15，18）4（11，16，13）6，7（3，1，17）－（5，14）－10，9，12＝2

勝馬の
紹 介

アーケロンバイオ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．5．2生 牡3芦 母 ヒカルトキメキ 母母 アラビアンジュエル 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 シシャモムスメ号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュウニンノナカマ号・カシノタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月

4日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロイヤルルシアン号



05077 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 スズカホワイト 牡3芦 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 500－102：01．9 11．4�
713 ス プ マ ン テ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 490－ 4 〃 ハナ 24．7�
818 コスモメイプル 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 464＋ 4 〃 クビ 8．3�
12 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 484－ 42：02．0� 1．5�
24 リネンロマン 牝3鹿 54 水口 優也戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 404＋ 22：02．1クビ 13．1	
47 サバイバルチャンス 牡3栗 56 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 468－ 82：02．31� 16．0

59 マイネルエフォート 牡3鹿 56

54 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：02．4クビ 19．1�

715 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 嶋田 純次 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464－ 42：02．61� 69．6�
816 ジェルファルレイ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 460± 02：02．7� 14．2
612 コスモストレンジ 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 2 〃 ハナ 122．8�
23 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 酒井 学小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 460－ 22：02．8クビ 114．7�
11 レッドスイング 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 426－12 〃 アタマ 81．4�
611 コスモスコーチ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 6 〃 アタマ 162．6�
35 タキシードネコ 牡3黒鹿56 吉田 隼人山下 良子氏 佐藤 正雄 様似 様似共栄牧場 406＋ 42：03．01� 45．7�
36 ワタシガンバルネ 牝3栗 54

52 △伴 啓太�LS.M 天間 昭一 平取 船越 伸也 406－ 62：03．31� 216．1�
714 ラグランドルー 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 浦河 大北牧場 436－ 52：03．61� 297．1�

817 テイルインジエアー 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 平取 北島牧場 482－142：04．45 116．2�
510 ショウナンサーベル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 北田 剛 434－142：05．67 230．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，131，200円 複勝： 36，629，300円 枠連： 11，902，900円
馬連： 32，393，200円 馬単： 21，260，700円 ワイド： 26，863，300円
3連複： 51，258，000円 3連単： 70，466，200円 計： 269，904，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 380円 � 650円 � 300円 枠 連（4－7） 3，720円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 16，540円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，360円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 26，650円 3 連 単 ��� 145，540円

票 数

単勝票数 計 191312 的中 � 13377（3番人気）
複勝票数 計 366293 的中 � 25358（4番人気）� 13494（8番人気）� 34520（2番人気）
枠連票数 計 119029 的中 （4－7） 2474（14番人気）
馬連票数 計 323932 的中 �� 2666（27番人気）
馬単票数 計 212607 的中 �� 964（47番人気）
ワイド票数 計 268633 的中 �� 2798（29番人気）�� 5168（11番人気）�� 2961（26番人気）
3連複票数 計 512580 的中 ��� 1442（79番人気）
3連単票数 計 704662 的中 ��� 351（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―34．9―47．2―59．7―1：12．3―1：25．0―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

スズカホワイト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．2．12 京都8着

2014．3．4生 牡3芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 マイネルエフォート号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

05078 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7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）

牝，500万円以下；負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

711 ハトマークレディ 牝4鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 402－ 6 59．2 4．1�
11 タガノヴェルリー 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B440－ 8 〃 クビ 5．6�

34 グルーヴァー 牝6青鹿 55
54 ☆加藤 祥太吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504－ 6 59．3� 2．6�

58 マルクデラポム 牝4青鹿55 吉田 隼人三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 470－ 4 〃 アタマ 18．5�
46 ハッピーロングラン 牝6鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434－ 8 〃 アタマ 46．6�
33 タマモスズラン 牝4鹿 55 古川 吉洋タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 452－12 59．4� 14．7	
69 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 482－ 4 〃 アタマ 13．0

22 タキオンレディー 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 470＋12 59．61� 16．1�
610 アマルティア 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 460－14 〃 ハナ 15．7
814 ライラムーン 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458－ 2 59．7クビ 23．9�
45 ペイザージュ 牝4栗 55 荻野 琢真落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 490＋ 41：00．02 63．8�
712 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 470＋ 2 〃 アタマ 58．2�
813� メイショウフライキ 牝5栗 55 酒井 学松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 444＋ 21：00．21� 110．7�
57 ニシノグリーディ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 456＋ 41：00．51� 45．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，895，200円 複勝： 28，118，600円 枠連： 9，345，100円
馬連： 33，683，200円 馬単： 17，673，500円 ワイド： 24，091，000円
3連複： 46，577，200円 3連単： 60，083，500円 計： 240，467，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（1－7） 1，050円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 400円 �� 250円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 208952 的中 � 39972（2番人気）
複勝票数 計 281186 的中 � 63006（1番人気）� 41855（3番人気）� 51002（2番人気）
枠連票数 計 93451 的中 （1－7） 6851（4番人気）
馬連票数 計 336832 的中 �� 26855（3番人気）
馬単票数 計 176735 的中 �� 6348（5番人気）
ワイド票数 計 240910 的中 �� 14590（2番人気）�� 26869（1番人気）�� 14573（3番人気）
3連複票数 計 465772 的中 ��� 28810（1番人気）
3連単票数 計 600835 的中 ��� 6677（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．5―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハトマークレディ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．10．25 京都13着

2013．3．2生 牝4鹿 母 マンイーター 母母 フォーチュン 13戦2勝 賞金 23，050，000円



05079 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7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，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

22 エンヴァール 牡4栗 57 吉田 隼人寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 61：45．2 1．7�
712� ヒルノサルバドール 牡4栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438± 01：45．3� 5．8�
11 � 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 504－ 21：45．83 12．9�
610 アイファーサンディ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 470－ 4 〃 クビ 20．4�
47 � 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± 01：45．9� 51．7	
59 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57 原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B510± 0 〃 アタマ 33．7

611 サンマルドライヴ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 436＋ 61：46．0クビ 64．5�
23 ボーントゥレイン 牡4鹿 57

55 △木幡 初也窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 520－ 2 〃 クビ 15．7�
34 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 522＋141：46．1� 10．7
814� アメリカンイナズマ 牡4青鹿57 北村 友一吉澤 克己氏 音無 秀孝 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B576＋121：46．41� 29．3�
46 ジェムラッシュ 牡4栗 57 長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 556＋281：46．93 31．8�
815 シゲルキハダマグロ 牡4栗 57

55 △坂井 瑠星森中 蕃氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 440－ 4 〃 クビ 20．1�
713 シーサイドジャズ 牡5芦 57 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：47．32 76．7�
35 � ライブリファースト 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也加藤 哲郎氏 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 522＋ 21：47．4� 222．6�
58 ショークール 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 B512± 01：48．14 95．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，623，500円 複勝： 39，962，500円 枠連： 9，952，100円
馬連： 37，867，800円 馬単： 20，737，300円 ワイド： 26，967，000円
3連複： 52，069，500円 3連単： 72，288，800円 計： 282，468，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 330円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 226235 的中 � 106433（1番人気）
複勝票数 計 399625 的中 � 191265（1番人気）� 39972（2番人気）� 39037（3番人気）
枠連票数 計 99521 的中 （2－7） 16136（1番人気）
馬連票数 計 378678 的中 �� 60376（1番人気）
馬単票数 計 207373 的中 �� 24845（1番人気）
ワイド票数 計 269670 的中 �� 42844（1番人気）�� 20323（2番人気）�� 6757（7番人気）
3連複票数 計 520695 的中 ��� 28083（1番人気）
3連単票数 計 722888 的中 ��� 15542（1番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―12．0―12．7―12．1―12．2―12．6―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．6―42．3―54．4―1：06．6―1：19．2―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンヴァール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．18 京都2着

2013．3．14生 牡4栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 7戦2勝 賞金 21，900，000円

05080 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，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
1：44．1
1：43．9

良
良

610 オールドクラシック 牡4青鹿57 丸田 恭介�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：48．0 11．0�
611 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 西村 太一嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 474＋ 4 〃 クビ 5．4�
34 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B444± 01：48．1クビ 21．1�
35 ブライトボイス 牡5栗 57 北村 友一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 510＋ 61：48．31� 4．1�
46 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± 0 〃 クビ 8．9�
713 レッドカイザー �6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 486－121：48．4クビ 31．6

815 インザサイレンス 牡4芦 57

55 △城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 462－14 〃 クビ 58．1�
22 レッドグルック 牡6鹿 57 嶋田 純次 	東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494± 01：48．5� 124．9�
814 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± 0 〃 クビ 15．6
23 カレングランブルー 牡6栗 57

56 ☆�島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 21：48．6� 20．0�
59 ウインカートゥーン 牡4黒鹿 57

55 △坂井 瑠星	ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480± 0 〃 クビ 9．6�
47 セルバンテス 牡6黒鹿57 菱田 裕二 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442± 01：48．81 22．9�
712 アイオシルケン 牡5黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 486± 01：48．9� 42．3�
11 マイネルサグラ 牡4栗 57 中谷 雄太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 4 〃 ハナ 9．2�
58 ブレッシングテレサ 牝4青鹿55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 41：49．0� 7．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，794，700円 複勝： 27，577，500円 枠連： 11，777，100円
馬連： 36，726，400円 馬単： 17，660，600円 ワイド： 26，553，600円
3連複： 56，601，100円 3連単： 66，748，000円 計： 262，439，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 300円 � 230円 � 510円 枠 連（6－6） 3，480円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，040円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 18，810円 3 連 単 ��� 96，970円

票 数

単勝票数 計 187947 的中 � 13668（7番人気）
複勝票数 計 275775 的中 � 24080（5番人気）� 35550（1番人気）� 12563（10番人気）
枠連票数 計 117771 的中 （6－6） 2616（14番人気）
馬連票数 計 367264 的中 �� 8114（14番人気）
馬単票数 計 176606 的中 �� 1642（35番人気）
ワイド票数 計 265536 的中 �� 4825（13番人気）�� 3336（29番人気）�� 2908（33番人気）
3連複票数 計 566011 的中 ��� 2256（69番人気）
3連単票数 計 667480 的中 ��� 499（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．1―48．3―1：00．3―1：12．1―1：24．1―1：36．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールドクラシック �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．31 東京5着

2013．5．5生 牡4青鹿 母 ブローオブサンダー 母母 ピールオブサンダー 11戦1勝 賞金 16，350，000円
［他本会外：1戦1勝］



05081 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7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 7，500，000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

47 マイネルパッセ 牡4栗 57 丹内 祐次 �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 462＋101：08．9 34．7�

817 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 北村 友一�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B494＋14 〃 クビ 6．2�
612 サ ル ド ナ 牝4栗 55 中井 裕二寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478± 01：09．32� 2．6�
23 ワラッチャオ 牝5青鹿55 丸山 元気小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 482－ 2 〃 ハナ 6．5�
48 ミンナノプリンセス 牝5黒鹿 55

53 △坂井 瑠星�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B440－14 〃 ハナ 5．2	
818 サトノマイヒメ 牝4栗 55 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484＋261：09．4� 15．0

714 ライディングハイ 牝4鹿 55 菱田 裕二�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 478－10 〃 アタマ 92．5�
59 タイムレスメロディ 牝4鹿 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 410－101：09．5� 14．4�
713 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 水口 優也�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 480－ 81：09．6� 26．8
35 キンシロケット 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 506－ 21：09．7� 37．5�
36 カフジビーナス 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 400－ 61：09．8� 120．0�
11 バトルハルトマン 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 522－ 81：09．9クビ 66．2�
611� 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 436± 0 〃 アタマ 250．0�
816 ナッツスター 牡4鹿 57 黛 弘人早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 460－ 4 〃 アタマ 137．5�
12 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± 01：10．0� 13．1�
24 リップルトウショウ 牝4青鹿 55

53 △木幡 初也トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 21：10．1� 115．1�
715 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 418± 01：10．2クビ 76．2�
510 ピンクプリンセス 牝6芦 55 藤懸 貴志木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 512－ 81：10．41� 214．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，629，900円 複勝： 29，044，500円 枠連： 12，686，200円
馬連： 46，452，500円 馬単： 23，899，400円 ワイド： 32，049，200円
3連複： 66，525，500円 3連単： 93，105，200円 計： 326，392，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，470円 複 勝 � 630円 � 250円 � 140円 枠 連（4－8） 1，080円

馬 連 �� 9，540円 馬 単 �� 22，830円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，510円 �� 490円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 102，420円

票 数

単勝票数 計 226299 的中 � 5207（9番人気）
複勝票数 計 290445 的中 � 8801（10番人気）� 28146（4番人気）� 71319（1番人気）
枠連票数 計 126862 的中 （4－8） 9025（3番人気）
馬連票数 計 464525 的中 �� 3771（29番人気）
馬単票数 計 238994 的中 �� 785（67番人気）
ワイド票数 計 320492 的中 �� 3139（27番人気）�� 5280（17番人気）�� 18059（3番人気）
3連複票数 計 665255 的中 ��� 5639（26番人気）
3連単票数 計 931052 的中 ��� 659（303番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパッセ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．7．11 福島6着

2013．3．20生 牡4栗 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 17戦2勝 賞金 21，388，000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） 4頭 カシノキングダム号・コーディネーター号・トキワ号・プラセンタ号

05082 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第10競走 2，600�
よ ぶ こ

呼 子 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

89 ウインブルーローズ 牡5鹿 57 吉田 隼人�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 488－ 22：41．5 5．8�
22 マイネルプレッジ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �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 444－ 22：41．6� 13．7�
44 タマモベルガモ 牡4栗 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476－ 62：41．7� 14．7�
55 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 4．2�
77 ジャストコーズ 牡4青鹿56 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 B500－ 42：41．8� 3．0	
33 シ ュ ネ ー ル 牡6鹿 57 藤岡 佑介永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490－ 62：42．65 44．3

810 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 534－ 82：42．7クビ 29．5�
11 イージーゴー 牡4鹿 56 小崎 綾也谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 486－ 62：42．91� 40．3�
78 レヴィンインパクト 牡4鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 460－ 82：43．11� 5．2
66 バンダムザブラッド 牡4黒鹿56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466± 02：43．31� 9．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，733，100円 複勝： 34，609，100円 枠連： 11，160，900円
馬連： 46，649，600円 馬単： 26，785，400円 ワイド： 29，817，300円
3連複： 64，269，200円 3連単： 113，610，000円 計： 349，634，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 340円 � 400円 枠 連（2－8） 3，590円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，030円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 51，470円

票 数

単勝票数 計 227331 的中 � 31327（4番人気）
複勝票数 計 346091 的中 � 65533（2番人気）� 23664（6番人気）� 19268（7番人気）
枠連票数 計 111609 的中 （2－8） 2403（12番人気）
馬連票数 計 466496 的中 �� 12742（13番人気）
馬単票数 計 267854 的中 �� 4068（20番人気）
ワイド票数 計 298173 的中 �� 8937（11番人気）�� 7490（15番人気）�� 4123（24番人気）
3連複票数 計 642692 的中 ��� 4691（34番人気）
3連単票数 計1136100 的中 ��� 1600（185番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―13．0―12．7―11．3―12．3―12．7―12．5―12．5―12．2―12．1―12．3―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�
13．5―25．9―38．9―51．6―1：02．9―1：15．2―1：27．9―1：40．4―1：52．9―2：05．1―2：17．2―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブルーローズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．10．19 東京6着

2012．5．22生 牡5鹿 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 24戦2勝 賞金 29，879，000円



05083 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

814 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿57 秋山真一郎吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 518＋ 21：44．9 9．0�
610 レッドウィズダム 牡4鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 508－ 21：45．43 9．6�
23 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 吉田 隼人�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 522＋ 21：45．5� 31．6�
712� タガノヴェリテ 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 21：45．92� 5．3�
59 リキサンダイオー 牡4黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 454－101：46．11� 9．1	
34 ザイディックメア 牡5鹿 57 小崎 綾也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 17．2

58 オーシャンブルグ 牝6鹿 55 丸山 元気松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 456－ 81：46．41	 48．4�
47 ハイランドジャガー 牡8芦 57 岩崎 翼小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 520－ 4 〃 アタマ 119．0�
11 カネコメオスター 牡6栗 57 
島 克駿髙岡 義雄氏 服部 利之 新ひだか 藤沢牧場 508± 01：46．5クビ 31．7
611 ウインランブル 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 478－ 2 〃 クビ 67．6�
46 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 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 474－121：46．6� 35．4�
815 ナムラミラクル 牡4芦 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 470－ 21：46．7クビ 3．5�
35 プ ロ ス パ ー 牡6黒鹿57 丸田 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504－121：47．12� 64．3�
22 クレマンダルザス �4鹿 57 中谷 雄太吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 21：47．3	 12．2�
713 ブランドベルグ 牡5青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480－ 81：48．68 5．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，690，700円 複勝： 66，323，300円 枠連： 36，495，500円
馬連： 133，732，200円 馬単： 55，309，000円 ワイド： 66，604，300円
3連複： 198，120，700円 3連単： 269，631，700円 計： 867，907，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 310円 � 340円 � 870円 枠 連（6－8） 1，180円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 4，060円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 34，380円 3 連 単 ��� 196，460円

票 数

単勝票数 計 416907 的中 � 36727（4番人気）
複勝票数 計 663233 的中 � 59548（5番人気）� 53726（6番人気）� 17804（12番人気）
枠連票数 計 364955 的中 （6－8） 23880（2番人気）
馬連票数 計1337322 的中 �� 26530（16番人気）
馬単票数 計 553090 的中 �� 5230（30番人気）
ワイド票数 計 666043 的中 �� 12470（14番人気）�� 4188（43番人気）�� 3352（51番人気）
3連複票数 計1981207 的中 ��� 4322（107番人気）
3連単票数 計2696317 的中 ��� 995（585番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．2―41．8―54．4―1：06．9―1：19．6―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
・（2，3）（5，13）（14，15）－4（1，9）12－7，11－（6，10）－8・（2，3）13（5，14，15）（12，10）4（9，7）（6，11）1－8

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ッ ク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．6．20 阪神1着

2013．2．9生 牡4黒鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 20戦3勝 賞金 68，803，000円
〔制裁〕 エポック号の騎手秋山真一郎は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

リキサンダイオー号の騎手黛弘人は，4コーナー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）

05084 3月4日 晴 良 （29小倉1）第7日 第12競走 ��1，200�
や つ し ろ

八 代 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 �� トーセンクリス 牝4鹿 54 北村 友一島川 �哉氏 大久保龍志 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

504－ 41：08．8 1．9�
612 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 462＋ 61：09．01� 8．8�
35 クリノスーアンコー 牡5青鹿57 秋山真一郎栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492－ 8 〃 クビ 19．9�
12 ビリーヴザワン 	6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：09．1
 33．5�
47 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 丸山 元気増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450＋ 21：09．2
 9．8	
816 ラブローレル 牝5青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 422－ 41：09．3
 9．0

11 � エイシンピカソ 牝4栗 55 藤岡 佑介平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

444＋ 81：09．51� 6．9�
36 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 422± 01：09．6
 91．6
48 サチノリーダース 牡7青鹿57 菱田 裕二佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 B464－ 61：09．7� 24．0�
713� プ ラ セ ン タ 牝5青鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム B458＋ 4 〃 アタマ 210．7�
510 ホウオウマリリン 牝4栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 416－ 81：09．91� 23．5�
23 � ユキノサンブライト 牝6鹿 55 加藤 祥太井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：10．11
 216．6�
24 コパノチャンス 牡4栗 57 原田 和真小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 490－ 41：10．31� 41．9�
714 レッドファーレン 牝5青鹿55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 41：10．4� 134．8�
815 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 中谷 雄太岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：10．71� 68．0�
817 コーディネーター 牡4栗 57 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 488＋ 21：11．97 25．0�
611 ミ デ ィ 牝4鹿 55 木幡 初也窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 440± 01：14．2大差 91．6

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，722，600円 複勝： 47，392，200円 枠連： 24，682，000円
馬連： 80，191，000円 馬単： 37，810，400円 ワイド： 47，768，700円
3連複： 116，485，900円 3連単： 165，310，100円 計： 553，362，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 200円 � 480円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 410円 �� 870円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 337226 的中 � 135117（1番人気）
複勝票数 計 473922 的中 � 144850（1番人気）� 54189（3番人気）� 17110（8番人気）
枠連票数 計 246820 的中 （5－6） 22477（4番人気）
馬連票数 計 801910 的中 �� 65212（3番人気）
馬単票数 計 378104 的中 �� 21896（3番人気）
ワイド票数 計 477687 的中 �� 32335（3番人気）�� 13912（6番人気）�� 4377（29番人気）
3連複票数 計1164859 的中 ��� 15699（13番人気）
3連単票数 計1653101 的中 ��� 7308（32番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．9―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンクリス �

�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Helissio

2013．9．12生 牝4鹿 母 Weekend Beauty 母母 Not On Friday 4戦1勝 賞金 16，788，000円
地方デビュー 2016．3．25 浦和

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーディネーター号・ミディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月4日ま

で平地競走に出走できない。
※コーディネーター号・プラセンタ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29小倉1）第7日 3月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

173，250，000円
2，530，000円
12，720，000円
1，710，000円
19，140，000円
72，450，000円
4，810，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
267，354，300円
403，379，000円
164，872，400円
565，808，400円
282，839，100円
367，341，700円
829，438，500円
1，115，627，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，996，661，100円

総入場人員 9，266名 （有料入場人員 8，278名）
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