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05085 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8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）

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

34 プエルタデルソル 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 61：47．0 35．5�
815 クリノフウジン 牡3栗 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 480－ 21：47．21� 5．5�
47 ニシノリヒト 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 446± 01：47．3クビ 214．0�
814 エイシンルジーナ 牝3黒鹿54 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 様似 清水 誠一 504－ 61：47．4� 6．0�
611 エスポワールパレス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496± 01：48．03� 3．8�
11 サンライズチャージ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 510＋141：48．1� 2．4	
712 ガクチカキッズ 牡3黒鹿56 中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 446－ 61：48．63 81．9

610 ペイシャリル 牡3鹿 56

54 △木幡 初也北所 直人氏 青木 孝文 様似 清水スタッド 470＋ 61：48．7� 15．8�
23 アミーコドーロ 牝3栗 54 宮崎 北斗山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 456± 01：48．91 177．6�
46 ディレットーレ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：49．0� 16．8
58 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 446＋ 2 〃 クビ 32．8�
59 ディーアヴァン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 436－121：50．27 344．4�
35 デンコウタカミー 牡3栗 56 丸田 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 518± 01：50．3� 107．7�
713 シゲルボスザル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 448＋ 41：50．51 74．3�
22 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 北村 友一ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474－241：50．6� 68．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，609，200円 複勝： 26，978，600円 枠連： 17，293，400円
馬連： 36，363，900円 馬単： 19，836，900円 ワイド： 24，435，400円
3連複： 54，767，700円 3連単： 70，922，800円 計： 268，207，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，550円 複 勝 � 880円 � 270円 � 4，960円 枠 連（3－8） 7，960円

馬 連 �� 15，180円 馬 単 �� 42，140円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 34，580円 �� 18，390円

3 連 複 ��� 1，140，990円 3 連 単 ��� 8，569，830円

票 数

単勝票数 計 176092 的中 � 3968（8番人気）
複勝票数 計 269786 的中 � 7563（8番人気）� 31436（3番人気）� 1252（14番人気）
枠連票数 計 172934 的中 （3－8） 1682（16番人気）
馬連票数 計 363639 的中 �� 1856（29番人気）
馬単票数 計 198369 的中 �� 353（70番人気）
ワイド票数 計 244354 的中 �� 2065（28番人気）�� 181（80番人気）�� 341（68番人気）
3連複票数 計 547677 的中 ��� 36（358番人気）
3連単票数 計 709228 的中 ��� 6（2036番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．8―13．5―12．9―12．3―12．5―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―43．6―56．5―1：08．8―1：21．3―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

プエルタデルソル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．6．26 阪神8着

2014．3．20生 牡3栗 母 クリニエルドゥオル 母母 Color of Gold 7戦1勝 賞金 6，250，000円

05086 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8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 7，500，000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

813� 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 496＋ 2 58．9 14．8�
712� マーククロップ 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか マークリ牧場 498－ 2 59．11� 13．4�
610 トルシュローズ 牝4栗 55

53 △坂井 瑠星�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 458＋ 6 〃 ハナ 4．9�
711 メイショウボノム 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478＋ 2 59．2クビ 2．3�
69 カノヤカンザクラ 牡5栗 57 秋山真一郎神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 520＋ 2 〃 ハナ 16．1�
11 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 472＋ 2 〃 ハナ 5．8	
57 ハートイズハート 牡4栗 57

55 △木幡 初也北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464＋ 6 〃 アタマ 21．0

45 ウェディングラン 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 448－10 59．41� 118．7�
58 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 黛 弘人南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 478＋ 2 59．5� 44．9�
814� スカイアクセス 	8鹿 57

56 ☆加藤 祥太�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 540＋ 2 〃 ハナ 30．3
33 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 482＋ 2 59．6クビ 22．0�
34 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿 57

56 ☆
島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 526－ 41：00．02� 14．7�
22 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 458－ 61：00．2� 40．7�

46 マインドブロウ 牡5栗 57 原田 和真林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 506－121：00．3� 252．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，897，600円 複勝： 29，787，600円 枠連： 13，757，900円
馬連： 35，964，800円 馬単： 18，449，000円 ワイド： 25，615，900円
3連複： 54，179，300円 3連単： 64，984，300円 計： 260，636，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 400円 � 580円 � 190円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 13，090円 馬 単 �� 35，020円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 1，490円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 26，940円 3 連 単 ��� 316，190円

票 数

単勝票数 計 178976 的中 � 9635（6番人気）
複勝票数 計 297876 的中 � 18251（5番人気）� 11526（7番人気）� 48925（2番人気）
枠連票数 計 137579 的中 （7－8） 15064（3番人気）
馬連票数 計 359648 的中 �� 2129（35番人気）
馬単票数 計 184490 的中 �� 395（85番人気）
ワイド票数 計 256159 的中 �� 1473（44番人気）�� 4497（17番人気）�� 3765（19番人気）
3連複票数 計 541793 的中 ��� 1508（85番人気）
3連単票数 計 649843 的中 ��� 149（737番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロリュウセイ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 タイキシャトル

2013．3．22生 牡4栗 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル 13戦1勝 賞金 17，080，000円
初出走 JRA

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第3競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 488－ 21：09．4 8．0�

510 コウエイダリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 474＋101：09．61� 8．3�
715 サンブリリアント 牝3栗 54 吉田 隼人西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 484－ 6 〃 クビ 29．5�
12 ディープアドラーレ 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 81：09．91� 37．7�
818 ティーティクイーン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 466＋ 61：10．11 71．2�
612 キラービューティ 牝3栗 54 北村 友一 	サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440－ 41：10．2� 3．1

59 ニシノアラモード 牝3黒鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 458＋ 2 〃 クビ 11．0�
23 メイショウフウコウ 牝3青鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 404－ 6 〃 ハナ 47．3�
24 モアナブルー 牝3栗 54 丸田 恭介平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 アタマ 10．4
48 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：10．3クビ 147．5�
11 ハクサンジョイ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 456＋ 81：10．4� 53．3�
817 ラニカイワヒネ 牝3鹿 54 荻野 琢真横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 444－ 61：10．5� 3．9�
611 キ ク ノ レ レ 牝3黒鹿54 酒井 学菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 458－ 61：10．71 32．2�
35 ミヤラビランド 牝3鹿 54 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458＋ 41：10．91� 13．7�
47 ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 西村 太一	ミルファーム 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 462＋10 〃 クビ 157．0�
714 ゼ ナ 牝3青鹿 54

52 △坂井 瑠星萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 410 ―1：11．0� 81．8�
816 ロイヤルルシアン 牝3芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 440＋ 21：11．1� 260．8�
36 ピーチメルバ 牝3鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 446－ 41：12．27 230．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，225，000円 複勝： 31，080，000円 枠連： 13，501，400円
馬連： 44，249，500円 馬単： 21，383，000円 ワイド： 31，971，500円
3連複： 67，829，300円 3連単： 75，241，800円 計： 306，481，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 320円 � 620円 枠 連（5－7） 1，280円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，710円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 30，730円 3 連 単 ��� 131，130円

票 数

単勝票数 計 212250 的中 � 21144（3番人気）
複勝票数 計 310800 的中 � 37239（3番人気）� 25784（6番人気）� 11555（8番人気）
枠連票数 計 135014 的中 （5－7） 8135（6番人気）
馬連票数 計 442495 的中 �� 7228（17番人気）
馬単票数 計 213830 的中 �� 1983（29番人気）
ワイド票数 計 319715 的中 �� 5418（21番人気）�� 3031（28番人気）�� 2241（40番人気）
3連複票数 計 678293 的中 ��� 1655（95番人気）
3連単票数 計 752418 的中 ��� 416（422番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウビスカヤ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．2．12 小倉3着

2014．2．23生 牝3鹿 母 ビーナスライン 母母 ホクトペンダント 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 ラニカイワヒネ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ラニカイワヒネ号の騎手荻野琢真は，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50，000円。（被害馬：14番）

ラニカイワヒネ号の騎手荻野琢真は，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30，000円。（被害馬：5番・16
番）

〔調教再審査〕 ラニカイワヒネ号は，発走調教再審査。
※ロイヤルルシアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05088 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8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

23 グランドボヌール 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 464－ 41：48．7 3．6�

58 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 41：49．02 4．6�
46 ブルベアバイソン 牡3栗 56 古川 吉洋 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 468－ 2 〃 クビ 26．6�
34 タイセイレイザー 牡3青鹿56 丸田 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B460－ 81：49．31� 10．6�
611 マーブルクリス 牡3鹿 56 酒井 学下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 464－ 61：49．51� 19．2	
610 ヴァッラータ 牝3芦 54

52 △木幡 初也 �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 394± 01：49．6クビ 56．6


59 コスモアルメナーラ 牡3栗 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 472－ 8 〃 クビ 7．8�
47 ブルベアリンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 450± 01：49．7クビ 6．7�
11 セイウンニジョーズ 牡3栗 56 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 424－ 61：49．8� 17．6
22 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 480± 01：49．9� 65．9�
814 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B418－ 61：50．43 5．6�
712 ウインログロ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星�ウイン 奥村 豊 日高 ノースガーデン 408－ 81：51．03� 72．4�
35 クリノハリウッド 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 中村 均 新ひだか 築紫 洋 434± 01：51．42� 175．1�
713 サノノジャングル 牡3栗 56

53 ▲荻野 極佐野 信幸氏 中野 栄治 平取 川向高橋育
成牧場 398－ 21：51．82� 162．1�

815 パトリヨティスム 	3鹿 56 原田 和真井上 修一氏 根本 康広 むかわ 市川牧場 466－ 2 （競走中止） 134．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，020，900円 複勝： 27，166，600円 枠連： 10，507，900円
馬連： 33，938，500円 馬単： 17，807，400円 ワイド： 25，510，700円
3連複： 50，372，000円 3連単： 59，836，300円 計： 243，160，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 190円 � 530円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，190円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 21，520円

票 数

単勝票数 計 180209 的中 � 39966（1番人気）
複勝票数 計 271666 的中 � 53474（1番人気）� 40592（2番人気）� 9783（9番人気）
枠連票数 計 105079 的中 （2－5） 14925（1番人気）
馬連票数 計 339385 的中 �� 33202（1番人気）
馬単票数 計 178074 的中 �� 9606（1番人気）
ワイド票数 計 255107 的中 �� 22627（1番人気）�� 5168（16番人気）�� 2811（30番人気）
3連複票数 計 503720 的中 ��� 5763（18番人気）
3連単票数 計 598363 的中 ��� 2015（47番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．3―11．9―11．7―11．8―11．8―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．1―49．0―1：00．7―1：12．5―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
6，8，11（2，3）13，9（7，12）10（1，15）4，14－5・（6，8）11（2，3）（9，13）7（10，12）－1，14（4，5）

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

勝馬の
紹 介

グランドボヌール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．5．24生 牡3鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走中止〕 パトリヨティスム号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。



05089 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第5競走 ��
��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 キットダイジョウブ 牝3黒鹿54 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 408－121：09．5 57．7�
47 デザートストーム 牡3黒鹿 56

54 △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 452－ 21：09．6� 2．8�

714 シュピールカルテ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 41：09．81� 10．9�

23 ニシノエアレス 牝3栗 54 藤岡 佑介西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 442＋ 41：09．9� 21．9�
611 マリーナプリンセス 牝3栗 54 長岡 禎仁早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 424－ 81：10．0	 6．7�
36 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± 01：10．1� 20．5	
713 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 4 〃 クビ 4．9

24 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 380－ 81：10．2クビ 19．6�
715 デンコウアリオン 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 452－10 〃 アタマ 77．9�
817 シゲルタイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 8 〃 クビ 6．0
48 コパカバーナ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 492＋ 41：10．3� 15．5�
11 ナムラクロエ 牝3栗 54

52 △木幡 初也奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 426－ 61：10．83 137．2�
59 ラガースウィフト 牝3黒鹿54 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 日高 賀張三浦牧場 472－ 61：10．9	 105．1�
12 エスケイフェスタ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治服部 新平氏 寺島 良 新ひだか へいはた牧場 412＋ 2 〃 ハナ 217．6�
612 クララフトゥーラ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 飛渡牧場 420－ 41：11．32� 107．2�
816 コパノベスト �3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 480＋ 41：11．4	 63．4�
35 ヒルノコートドール 牝3青鹿54 田中 健�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 410－121：11．5� 141．9�
818 カシノオネスト 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 蛯名 利弘 日高 細川牧場 450－ 81：12．56 154．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，635，300円 複勝： 28，267，200円 枠連： 13，426，700円
馬連： 38，989，400円 馬単： 20，361，400円 ワイド： 29，846，700円
3連複： 60，315，200円 3連単： 72，951，900円 計： 282，793，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，770円 複 勝 � 1，270円 � 170円 � 270円 枠 連（4－5） 5，610円

馬 連 �� 11，550円 馬 単 �� 28，170円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 8，320円 �� 750円

3 連 複 ��� 29，100円 3 連 単 ��� 311，110円

票 数

単勝票数 計 186353 的中 � 2582（10番人気）
複勝票数 計 282672 的中 � 4347（11番人気）� 57075（1番人気）� 26512（5番人気）
枠連票数 計 134267 的中 （4－5） 1852（18番人気）
馬連票数 計 389894 的中 �� 2615（36番人気）
馬単票数 計 203614 的中 �� 542（76番人気）
ワイド票数 計 298467 的中 �� 2054（36番人気）�� 891（55番人気）�� 10895（6番人気）
3連複票数 計 603152 的中 ��� 1554（84番人気）
3連単票数 計 729519 的中 ��� 170（714番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．7―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．9―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．3
3 ・（12，13）17（10，15）（11，16）（6，14）（7，8，18）1（4，9）2，3＝5 4 ・（12，13，17）10－（15，11）（6，14）（1，16）（7，8）（2，4，3，18）9＝5

勝馬の
紹 介

キットダイジョウブ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．9．10 阪神8着

2014．3．3生 牝3黒鹿 母 イーグルバクシンオ 母母 マ リ キ ー タ 5戦1勝 賞金 5，000，000円

05090 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第6競走 ��2，400�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，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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

58 キールコネクション 牡5栗 57 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B484＋ 22：35．3 2．0�
610 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 秋山真一郎国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 486＋ 4 〃 クビ 29．7�
35 ダンツエンペラー 牡4鹿 56

55 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 474－ 62：35．51� 5．8�
23 � レオクイック 牡5鹿 57 原田 和真坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 470－ 42：35．6クビ 71．0�
712 オカホンコー 牡6鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 498－ 4 〃 クビ 29．1�
713 ビレッジゴールド 牡4栗 56 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 480－ 82：35．7クビ 29．2�
22 � シ ン ゲ キ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 502－142：36．44 48．2


34 フィールドリアン 牡5黒鹿57 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 484－ 42：36．61� 9．1�
611 スズカウエーブ 牡4栗 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 466＋ 42：36．91� 171．7�
47 � コウザンアプローチ 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 500－ 62：37．22 62．7
11 � ミュートロギア 牡4青鹿 56

54 △木幡 初也 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 502－ 2 〃 クビ 32．9�

815 ウインウェルス 牡4栗 56 中井 裕二	ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 500－ 82：37．41	 19．4�
814 タガノアーバニティ 牡4栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 42：37．5クビ 13．4�
46 エ イ ム 牡4青鹿 56

54 △坂井 瑠星ライオンレースホース	 西村 真幸 日高 モリナガファーム 468＋ 22：37．82 45．7�
59 ジュンファイトクン 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 450－10 （競走中止） 6．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，369，200円 複勝： 23，359，800円 枠連： 12，657，900円
馬連： 31，479，000円 馬単： 17，360，600円 ワイド： 23，214，400円
3連複： 48，749，500円 3連単： 63，569，700円 計： 237，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 310円 � 180円 枠 連（5－6） 1，830円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 820円 �� 380円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 21，180円

票 数

単勝票数 計 173692 的中 � 66684（1番人気）
複勝票数 計 233598 的中 � 70210（1番人気）� 13317（6番人気）� 30757（2番人気）
枠連票数 計 126579 的中 （5－6） 5355（6番人気）
馬連票数 計 314790 的中 �� 10407（7番人気）
馬単票数 計 173606 的中 �� 3767（9番人気）
ワイド票数 計 232144 的中 �� 7095（7番人気）�� 17339（1番人気）�� 2886（22番人気）
3連複票数 計 487495 的中 ��� 8278（8番人気）
3連単票数 計 635697 的中 ��� 2176（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．2―13．5―13．5―13．4―13．7―12．2―12．5―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．8―51．3―1：04．8―1：18．2―1：31．9―1：44．1―1：56．6―2：09．1―2：21．9

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

キールコネクション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．12．27 中山5着

2012．4．10生 牡5栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 21戦3勝 賞金 31，140，000円
〔競走中止〕 ジュンファイトクン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



05091 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第7競走 ��1，800�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，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
1：44．1
1：43．9

良
良

22 フェイブルネージュ 牝6鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：49．0 3．9�

46 クリノサンスーシ 牝4鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 438± 01：49．21� 13．6�
815 アルマレイモミ 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450＋10 〃 ハナ 5．5�
11 パラノーマル 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 21：49．3� 21．7�
712 フロレットアレー 牝5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 61：49．4クビ 6．3	
713 コウセイオリーヴ 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 444－ 6 〃 クビ 42．9

610 トモジャクール 牝4黒鹿55 原田 和真吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 B440－ 6 〃 ハナ 31．2�
59 フェイズベロシティ 牝4栗 55 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：49．61 4．7�
34 パヴェダイヤモンド 牝5栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 35．3
611 キュリオスティー 牝6鹿 55 横山 和生 �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 446＋ 4 〃 アタマ 7．8�
35 エスペランサルル 牝5栗 55 酒井 学江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 6 〃 ハナ 169．0�
47 ミッキーカーニバル 牝5鹿 55 秋山真一郎野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：49．7クビ 28．4�
23 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 450－ 8 〃 ハナ 17．9�
58 � ブライティアベル 牝4栗 55 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 458＋ 21：50．02 136．0�
814 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 440－ 41：50．31� 67．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，402，700円 複勝： 30，747，000円 枠連： 11，320，300円
馬連： 42，597，400円 馬単： 20，055，900円 ワイド： 29，235，000円
3連複： 59，755，100円 3連単： 76，109，700円 計： 289，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 310円 � 210円 枠 連（2－4） 1，730円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 740円 �� 460円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 20，960円

票 数

単勝票数 計 194027 的中 � 38824（1番人気）
複勝票数 計 307470 的中 � 54097（2番人気）� 21724（6番人気）� 37169（4番人気）
枠連票数 計 113203 的中 （2－4） 5063（11番人気）
馬連票数 計 425974 的中 �� 14326（9番人気）
馬単票数 計 200559 的中 �� 4174（13番人気）
ワイド票数 計 292350 的中 �� 9889（6番人気）�� 17251（2番人気）�� 8422（10番人気）
3連複票数 計 597551 的中 ��� 11827（7番人気）
3連単票数 計 761097 的中 ��� 2632（51番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．5―11．9―11．7―12．1―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―37．8―49．7―1：01．4―1：13．5―1：25．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイブルネージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．10．5 京都3着

2011．2．17生 牝6鹿 母 ミセススノー 母母 Shining Vale 23戦3勝 賞金 53，913，000円
〔その他〕 ミッキーカーニバル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーカーニバル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月5日まで出走できない。

05092 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8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

24 トゥルームーン 牝5鹿 55
53 △伴 啓太鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 496－ 21：08．7 14．0�

612 アルマクレヨン �5栗 57
55 △木幡 初也コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 500± 0 〃 クビ 20．4�

59 スナークスカイ 牡4鹿 57
56 ☆�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442± 0 〃 ハナ 18．1�

818 アンジェリー 牝5黒鹿55 秋山真一郎佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456－ 61：09．01� 18．9�
48 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 456＋ 21：09．21 19．7�
11 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± 0 〃 ハナ 2．5�
12 オルティラアスール 牝5鹿 55 藤岡 佑介	アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 492－ 21：09．41 102．5

713 コスモラパン 牝6黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 418－ 6 〃 アタマ 8．4�
611 フルオブスターズ 牝4黒鹿55 丸田 恭介�村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 440＋ 2 〃 ハナ 11．1
23 グリーンバシリスク 牝4栗 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B456＋ 2 〃 クビ 39．6�
510 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 杉原 誠人服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 21：09．5� 39．2�
714
 ベストエビデンス 牝5栗 55 横山 和生大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 426－10 〃 ハナ 130．6�
47 コウユーココロザシ 牝5鹿 55 宮崎 北斗加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 510－ 21：09．6クビ 43．8�
36 サチノクイーン 牝6鹿 55

52 ▲荻野 極佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B478－ 21：09．7� 15．0�
817 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 434－ 21：09．91� 45．9�
816
 ハイイノベーション 牡5栗 57

54 ▲川又 賢治服部 新平氏 寺島 良 浦河 �川フアーム 476－ 41：10．0クビ 198．8�
715 スーセントマリー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－10 〃 アタマ 5．6�
35 ジ ュ ラ ー レ 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 400－161：10．1� 76．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，872，600円 複勝： 32，569，400円 枠連： 14，205，000円
馬連： 46，199，500円 馬単： 22，157，300円 ワイド： 33，555，200円
3連複： 75，574，100円 3連単： 93，006，100円 計： 340，139，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 400円 � 570円 � 590円 枠 連（2－6） 3，490円

馬 連 �� 11，870円 馬 単 �� 24，400円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，460円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 65，750円 3 連 単 ��� 354，890円

票 数

単勝票数 計 228726 的中 � 13023（5番人気）
複勝票数 計 325694 的中 � 22268（5番人気）� 14714（9番人気）� 14314（10番人気）
枠連票数 計 142050 的中 （2－6） 3154（16番人気）
馬連票数 計 461995 的中 �� 3016（39番人気）
馬単票数 計 221573 的中 �� 681（83番人気）
ワイド票数 計 335552 的中 �� 2781（37番人気）�� 3547（28番人気）�� 1597（67番人気）
3連複票数 計 755741 的中 ��� 862（213番人気）
3連単票数 計 930061 的中 ��� 190（1095番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルームーン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2014．11．2 東京2着

2012．4．6生 牝5鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 15戦3勝 賞金 34，106，000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 カシノアーニング号・ユキノマルガリータ号



05093 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

812 メイショウサルーテ 牝6鹿 55
54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 510－ 81：47．1 5．1�

710 リヴァイバル 牝4栗 55
52 ▲荻野 極杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 470－121：47．31� 3．4�

68 フレグラントブレス 牝4芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 5．7�
55 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 456± 01：47．4クビ 16．8�
33 ミスズマンボ 牝4青鹿 55

54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 452－ 21：47．61� 37．1�
44 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 474－141：47．7� 7．2�
56 	 アマレッティ 牝5栗 55

53 △坂井 瑠星 	キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：48．01� 6．9


811 デフィニール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B472± 01：48．53 11．4�
11 	 マルトクビクトリー 牝5鹿 55 畑端 省吾高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 448－ 41：48．6� 90．3
79 ヨシノザクラ 牝4芦 55 吉田 隼人前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 61：48．7� 13．2�
67 クリノクレオパトラ 牝6黒鹿 55

53 △伴 啓太栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 坂元 芳春 464＋ 21：49．12� 159．9�
22 ウインソワレ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440－ 21：49．95 23．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，415，500円 複勝： 33，490，900円 枠連： 14，386，100円
馬連： 51，901，000円 馬単： 25，660，800円 ワイド： 31，100，600円
3連複： 71，703，200円 3連単： 104，129，000円 計： 357，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 460円 �� 470円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 11，810円

票 数

単勝票数 計 254155 的中 � 39856（2番人気）
複勝票数 計 334909 的中 � 53130（3番人気）� 60609（1番人気）� 53190（2番人気）
枠連票数 計 143861 的中 （7－8） 15860（1番人気）
馬連票数 計 519010 的中 �� 34442（2番人気）
馬単票数 計 256608 的中 �� 7463（5番人気）
ワイド票数 計 311006 的中 �� 17718（1番人気）�� 17257（2番人気）�� 13527（5番人気）
3連複票数 計 717032 的中 ��� 22929（2番人気）
3連単票数 計1041290 的中 ��� 6392（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．9―44．5―57．0―1：08．6―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウサルーテ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．22生 牝6鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 28戦3勝 賞金 35，000，000円
〔制裁〕 マルトクビクトリー号の騎手畑端省吾は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

05094 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

58 ショウナンマッシブ 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 468＋ 21：08．7 2．5�
45 ゲンパチケンシン 牡3芦 56 荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 466＋ 61：09．12� 5．2�
814 オイカケマショウ 牡3鹿 56 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 456－ 4 〃 クビ 27．6�
46 セ ル リ ア ン 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 B470－ 61：09．31� 88．8�
610 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 424－ 21：09．4クビ 13．0�
69 ビービーバーレスク 牝3鹿 54 丸田 恭介�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 478－ 2 〃 アタマ 6．9	
22 サンバダンサー 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 432－ 8 〃 ハナ 181．2

813 アポロミッション 牡3鹿 56 長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464＋ 4 〃 アタマ 80．3�
11 ニシノヒナマツリ 牝3栗 54 丹内 祐次西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 472± 0 〃 アタマ 10．5�
711 メイショウオクヒダ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468＋ 81：09．82� 44．2
33 イヴノオモイデ 牝3鹿 54 小崎 綾也嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 432± 01：09．9クビ 6．8�
57 チシャーキャット 牝3鹿 54 伴 啓太加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 428＋ 6 〃 クビ 190．0�
712 サンタアズライト 牡3栗 56 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：10．32� 16．9�
34 アットザトップ 牡3栗 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 B454－ 21：10．4	 16．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，409，500円 複勝： 34，933，300円 枠連： 17，437，600円
馬連： 60，812，200円 馬単： 32，297，800円 ワイド： 37，600，300円
3連複： 90，723，300円 3連単： 134，664，200円 計： 436，878，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 500円 枠 連（4－5） 710円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，090円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 284095 的中 � 88082（1番人気）
複勝票数 計 349333 的中 � 87550（1番人気）� 53099（2番人気）� 12309（9番人気）
枠連票数 計 174376 的中 （4－5） 18971（2番人気）
馬連票数 計 608122 的中 �� 65885（1番人気）
馬単票数 計 322978 的中 �� 22738（1番人気）
ワイド票数 計 376003 的中 �� 38529（1番人気）�� 8266（16番人気）�� 5160（23番人気）
3連複票数 計 907233 的中 ��� 12866（15番人気）
3連単票数 計1346642 的中 ��� 5585（41番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―11．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―44．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマッシブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．6．4 東京4着

2014．2．26生 牡3鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 8戦2勝 賞金 19，014，000円



05095 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第11競走 ��
��1，800�

だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．3．5以降29．2．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 エーティーサンダー 牡4青鹿55 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 504－ 41：47．4 4．6�
610 トレジャートローヴ 牡4芦 55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 クビ 17．3�
11 ヤマニンバステト 牝6鹿 52 丸田 恭介土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 466＋ 41：47．5� 39．3�
813 ダンツペンダント 牝4黒鹿53 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 494－101：47．71 10．6�
712 トウカイシェーン 牝4栗 52 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 446－ 61：48．23 24．4�
814 サンセットスカイ 牡7栗 54 岩崎 翼前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 2 〃 アタマ 58．1�
45 ロードスター 牡4栗 55 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 0 〃 アタマ 3．9	
34 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 54 木幡 初也土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 474＋ 41：48．3クビ 23．1

58 モンドシャルナ 牡6鹿 54 吉田 隼人山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 21：48．4� 8．8�
33 ニシノジャーニー 牡4青鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 444－ 6 〃 クビ 10．8�
69 ワンスインアライフ 牡4鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 466＋ 8 〃 アタマ 6．5
711 メイショウオオゼキ 	7鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484± 0 〃 同着 11．9�
46 ヴィンセンツイヤー 	6栗 53 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：48．5� 63．0�
57 テーオービックバン 牡6栗 55 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498－101：49．45 20．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，432，300円 複勝： 64，742，400円 枠連： 42，341，300円
馬連： 176，558，100円 馬単： 71，471，400円 ワイド： 83，613，300円
3連複： 272，622，100円 3連単： 374，312，500円 計： 1，133，093，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 550円 � 670円 枠 連（2－6） 1，220円

馬 連 �� 3，960円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，420円 �� 7，440円

3 連 複 ��� 38，710円 3 連 単 ��� 161，140円

票 数

単勝票数 計 474323 的中 � 81572（2番人気）
複勝票数 計 647424 的中 � 94161（2番人気）� 28227（9番人気）� 22537（12番人気）
枠連票数 計 423413 的中 （2－6） 26725（3番人気）
馬連票数 計1765581 的中 �� 34517（14番人気）
馬単票数 計 714714 的中 �� 8713（19番人気）
ワイド票数 計 836133 的中 �� 12998（21番人気）�� 8915（35番人気）�� 2846（76番人気）
3連複票数 計2726221 的中 ��� 5281（147番人気）
3連単票数 計3743125 的中 ��� 1684（612番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．5―48．6―1：00．2―1：11．9―1：23．6―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

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 15戦3勝 賞金 38，711，000円

05096 3月5日 曇 良 （29小倉1）第8日 第12競走 ��
��2，000�

か ら と

唐 戸 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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 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 454－ 22：00．6 5．2�
69 	 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 484－ 22：00．81
 14．7�
11 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 516± 02：01．01� 124．8�
68 トゥルーハート 牡4黒鹿57 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 464＋122：01．21 11．2�
22 シンゼンドリーム 牡4黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 468－ 42：01．3
 3．0	
710 ユウチェンジ 牡4黒鹿57 川又 賢治�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 500± 02：01．4� 3．3

812	 メイショウミソラ 牝5栗 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460－ 22：01．72 23．3�
33  グラブザフラッグ �5栗 57 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 488－ 22：01．8
 9．0�
813 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 長岡 禎仁村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 22：02．12 58．6
56 	 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 494－ 22：02．2クビ 140．9�
57 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿57 荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 496＋ 22：02．3
 14．3�
45 	 デージーホイデン 牝4栗 55 荻野 琢真飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460－ 42：02．61� 174．9�
711 マイネルリード 牡5鹿 57 黛 弘人 �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 504－ 42：02．81� 60．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，095，700円 複勝： 42，529，300円 枠連： 22，055，600円
馬連： 88，390，400円 馬単： 38，143，000円 ワイド： 47，577，500円
3連複： 115，805，500円 3連単： 182，399，700円 計： 573，996，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 330円 � 1，880円 枠 連（4－6） 1，430円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 950円 �� 6，510円 �� 8，810円

3 連 複 ��� 58，520円 3 連 単 ��� 201，580円

票 数

単勝票数 計 370957 的中 � 56717（3番人気）
複勝票数 計 425293 的中 � 69035（3番人気）� 33731（6番人気）� 4700（11番人気）
枠連票数 計 220556 的中 （4－6） 11919（6番人気）
馬連票数 計 883904 的中 �� 26736（10番人気）
馬単票数 計 381430 的中 �� 6433（18番人気）
ワイド票数 計 475775 的中 �� 13472（11番人気）�� 1841（46番人気）�� 1357（53番人気）
3連複票数 計1158055 的中 ��� 1484（121番人気）
3連単票数 計1823997 的中 ��� 656（487番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．6―11．6―11．4―11．6―11．9―12．5―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―35．7―47．3―58．7―1：10．3―1：22．2―1：34．7―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアルティスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．5．12生 �5鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 19戦3勝 賞金 33，849，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（29小倉1）第8日 3月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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
5，060，000円
12，660，000円
1，670，000円
19，560，000円
71，113，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
291，385，500円
405，652，100円
202，891，100円
687，443，700円
324，984，500円
423，276，500円
1，022，396，300円
1，372，128，000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 4，730，157，700円

総入場人員 12，317名 （有料入場人員 11，166名）



平成29年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，479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

1，500，790，000円
26，570，000円
106，170，000円
13，620，000円
167，950，000円
580，423，000円
38，700，000円
14，198，400円

勝馬投票券売得金
2，440，482，500円
3，497，881，800円
1，525，529，400円
5，407，564，600円
2，655，840，600円
3，379，582，100円
8，151，258，600円
11，187，097，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 38，245，237，000円

総入場延人員 86，942名 （有料入場延人員 78，233名）
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