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05049 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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
57．1
57．1

稍重
稍重

69 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B494± 0 59．6 11．6�
711 サウスセレクト 牡3栗 56 D．バルジュー 南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 514＋ 2 59．81� 1．9�

（伊）

814 サウンドグランデ 牡3栗 56 川須 栄彦増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 496± 01：00．01� 57．7�
34 スマートエビデンス 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 510＋ 81：00．1クビ 4．2�
33 アワーズヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 438± 0 〃 ハナ 36．2�

58 ディアデュールマン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 490－ 41：00．31� 5．0�
46 ディアキンカク 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 492－161：00．62 10．2	
11 エストデスティネ �3栗 56 黛 弘人橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：01．02� 96．1

45 シゲルトカチ �3青鹿56 �島 良太森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 出口牧場 B474± 01：01．1クビ 38．1�
57 ザナイトビフォー 牝3芦 54 丸山 元気�グランド牧場 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 422－ 61：02．16 292．7
610 アイティルビー 牝3鹿 54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 412－ 8 〃 クビ 123．5�
22 ラ イ ト ー ラ 牝3黒鹿 54

53 ☆杉原 誠人岩瀨 正志氏 小桧山 悟 浦河 田中スタッド 436＋ 61：03．8大差 458．9�
813 モーントシャイン 牝3鹿 54 古川 吉洋岡田 壮史氏 佐山 優 新ひだか 藤川フアーム 468＋ 21：06．4大差 281．6�
712 ガ ル シ ア 牡3栗 56 丸田 恭介髙樽さゆり氏 斎藤 誠 むかわ 東振牧場 B480－ 41：08．3大差 84．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，219，400円 複勝： 35，752，700円 枠連： 5，213，400円
馬連： 20，013，200円 馬単： 18，804，100円 ワイド： 12，116，200円
3連複： 32，573，400円 3連単： 67，939，000円 計： 205，631，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 310円 � 110円 � 750円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 420円 �� 5，680円 �� 970円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 91，500円

票 数

単勝票数 計 132194 的中 � 8998（5番人気）
複勝票数 計 357527 的中 � 14840（5番人気）� 223584（1番人気）� 5048（7番人気）
枠連票数 計 52134 的中 （6－7） 3810（5番人気）
馬連票数 計 200132 的中 �� 15125（5番人気）
馬単票数 計 188041 的中 �� 4183（10番人気）
ワイド票数 計 121162 的中 �� 7967（4番人気）�� 482（33番人気）�� 3023（11番人気）
3連複票数 計 325734 的中 ��� 2271（29番人気）
3連単票数 計 679390 的中 ��� 548（191番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノスティーヴ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．7．28 小倉7着

2011．4．3生 牡3栗 母 ケイアイステルス 母母 コガネパーク 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガルシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22日まで平地競走に

出走できない。
ライトーラ号・モーントシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月22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。
（非当選馬） 1頭 イエローストーン号
（非抽選馬） 2頭 アイズユーニン号・ゴッドマザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05050 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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

48 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 544± 01：47．4 2．1�
815 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 D．バルジュー 国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 470－ 61：48．57 4．5�

（伊）

713 ジョックロック 牡3鹿 56 丸田 恭介�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 452－ 21：49．13� 77．5�
510 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 492－ 61：49．3� 10．0�
47 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：49．4� 39．9�
59 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 松田 大作堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 498－ 21：49．5クビ 12．3	
23 シゲルハリマ 牡3栗 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 494－ 41：49．71� 101．5

816 メイショウキトラ 牡3栗 56 吉田 隼人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 478± 0 〃 アタマ 12．6�
612 サウザンドエース 牡3芦 56

55 ☆中井 裕二吉岡 泰治氏 中村 均 新ひだか 増本牧場 514－ 21：49．91� 106．3�
714 シュンブレイン 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 474＋ 61：50．0クビ 11．0
36 ショウカンロン 牡3芦 56 丹内 祐次 �荻伏三好ファーム 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 496＋14 〃 アタマ 476．9�
35 カイザーヴァルツァ �3黒鹿56 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 22．0�
24 ドリームスカイハイ 牡3栗 56 古川 吉洋セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 佐竹 学 486－ 21：50．42� 14．1�
12 フェアーリーダー 牡3栗 56

53 ▲森 一馬佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 454± 01：50．93 79．5�
11 アッパレジャパン 牡3鹿 56 高倉 稜西村新一郎氏 伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 430＋ 61：59．9大差 386．4�
611 ジャズコンボ 牡3栗 56 丸山 元気礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 448＋ 12：00．96 147．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，433，200円 複勝： 21，368，200円 枠連： 6，896，100円
馬連： 20，392，400円 馬単： 15，330，100円 ワイド： 11，896，200円
3連複： 30，806，500円 3連単： 47，163，200円 計： 167，285，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 900円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，870円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 24，400円

票 数

単勝票数 計 134332 的中 � 51988（1番人気）
複勝票数 計 213682 的中 � 65779（1番人気）� 40854（2番人気）� 3527（10番人気）
枠連票数 計 68961 的中 （4－8） 19949（1番人気）
馬連票数 計 203924 的中 �� 38442（1番人気）
馬単票数 計 153301 的中 �� 15859（1番人気）
ワイド票数 計 118962 的中 �� 20639（1番人気）�� 1320（22番人気）�� 699（35番人気）
3連複票数 計 308065 的中 ��� 3038（24番人気）
3連単票数 計 471632 的中 ��� 1427（64番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．6―13．1―12．8―12．6―12．4―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．6―31．2―44．3―57．1―1：09．7―1：22．1―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3
8（10，14）2（3，15）12－（5，7）（9，16）6－13，1，11－4・（8，10，14，15）7（2，3，16）（5，12，9）（6，13）＝（11，4）＝1

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

勝馬の
紹 介

ポメグラネイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．1．22生 牡3栗 母 フレンチバージン 母母 ロングバージン 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔調教再審査〕 ジャズコンボ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパレジャパン号・ジャズコンボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月

22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。
（非当選馬） 3頭 ゼンノブローアップ号・タガノヴィグラス号・ホットスル号
※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。

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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

48 スパイスシャワー 牝3鹿 54 D．バルジュー 下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－101：08．7 6．7�
（伊）

12 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿 54
53 ☆杉原 誠人 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 6 〃 クビ 6．1�
47 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 440－ 4 〃 アタマ 3．0�
59 ムーンフライト 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460－ 81：08．8� 15．2�
611 カワカミマゴコロ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 428－ 21：08．9クビ 13．1	
818 ベルモントラハイナ 牝3鹿 54 岩部 純二 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 45．6

714 アイディンラヴ 牝3鹿 54 松田 大作米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 450－ 41：09．11� 36．5�
11 カネツスペシャル 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ
ネツ牧場 452－ 21：09．2� 4．1

817 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442± 01：09．3� 13．2�
510 コウザンバニー 牝3栗 54 高倉 稜山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 460－ 2 〃 アタマ 28．8�
35 タガノロマリア 牝3栗 54

51 ▲森 一馬八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 416－161：09．4クビ 238．7�

36 アルーリングアイズ 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 380－141：09．61� 64．4�
24 ギンザプレスト 牝3黒鹿54 黛 弘人有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 大柳ファーム 418－10 〃 クビ 100．6�
715 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿54 西田雄一郎中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 412－ 61：10．55 104．4�
816 アキノシャイン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太山中 明広氏 作田 誠二 様似 林 時春 398－ 2 〃 ハナ 592．7�
23 コウエイプリンセス 牝3鹿 54 藤田 伸二伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 410－ 61：10．92� 105．2�
713 クラウンマリリン 牝3栗 54 古川 吉洋�クラウン 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442－ 61：11．11� 308．2�
612 フタリノエニシ 牝3鹿 54 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 430± 01：12．27 118．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 13，688，300円 複勝： 23，232，600円 枠連： 9，442，400円
馬連： 21，346，100円 馬単： 14，350，100円 ワイド： 13，794，700円
3連複： 35，101，900円 3連単： 52，299，900円 計： 183，256，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 180円 � 140円 枠 連（1－4） 250円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 870円 �� 340円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 136883 的中 � 16251（4番人気）
複勝票数 計 232326 的中 � 24551（4番人気）� 33504（3番人気）� 52844（1番人気）
枠連票数 計 94424 的中 （1－4） 28504（1番人気）
馬連票数 計 213461 的中 �� 5939（10番人気）
馬単票数 計 143501 的中 �� 2017（21番人気）
ワイド票数 計 137947 的中 �� 3597（10番人気）�� 10815（2番人気）�� 8371（3番人気）
3連複票数 計 351019 的中 ��� 11426（4番人気）
3連単票数 計 522999 的中 ��� 1878（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―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4F46．4―3F35．5
3 ・（7，9）（8，10）11（6，14）18（1，2，16）5，15（4，17）（3，12）13 4 ・（7，9）（8，10）（6，11，14）（2，18）－（1，5）16（4，15，17）－3，13－12

勝馬の
紹 介

スパイスシャワー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2014．1．18 京都6着

2011．3．7生 牝3鹿 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アルーリングアイズ号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番・2番・

5番・12番・17番）
〔その他〕 フタリノエニシ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 カシノリーベ号・クリノツネチャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05052 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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

510 ウルパラクア 牡3鹿 56 松田 大作金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 442＋ 22：01．2 34．6�

11 オースミフブキ 牝3鹿 54 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488＋ 42：01．51� 4．5�
817 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 486－ 4 〃 クビ 1．9�
816 スズカヴァンガード �3栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486－ 62：01．6クビ 71．6�
48 マイネルオプタ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 日高 オリオンファーム 464－ 62：01．81� 20．5�
714 ニシノチャステティ 牝3栗 54 D．バルジュー 西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446－ 6 〃 クビ 21．3	

（伊）

23 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 460± 02：02．01 12．3

59 マサノジュエリー 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 浦河 馬道 繁樹 460＋ 22：02．21 9．7�
713 ヒラボクヒーロー 牡3鹿 56 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 466－ 22：02．51� 8．7�
818 サムデイオーラム 牡3青鹿56 藤岡 佑介�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 466－ 62：02．81� 60．7
612 ヨイチスノー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 428＋ 4 〃 クビ 196．0�
35 ダッシュスライダー 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 454± 02：02．9� 221．9�
12 テイエムスピリタス 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 438± 0 〃 クビ 380．9�
36 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 古川 吉洋サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438－ 22：03．0クビ 175．2�
611 キタサンワイルド 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 510± 02：03．1� 246．0�
24 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 伊藤 工真 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 B430－ 22：03．2� 202．1�
715 マイネエルスト 牝3栗 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新ひだか 大典牧場 432± 02：03．73 144．9�
47 ユウキファイン 牝3栗 54 高倉 稜ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 454－ 82：05．4大差 129．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，513，800円 複勝： 50，501，300円 枠連： 9，166，600円
馬連： 23，019，000円 馬単： 19，963，200円 ワイド： 15，529，600円
3連複： 34，235，100円 3連単： 65，148，800円 計： 233，077，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 520円 � 160円 � 110円 枠 連（1－5） 2，010円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 24，890円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 680円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 56，640円

票 数

単勝票数 計 155138 的中 � 3540（8番人気）
複勝票数 計 505013 的中 � 8996（8番人気）� 51323（2番人気）� 316430（1番人気）
枠連票数 計 91666 的中 （1－5） 3375（8番人気）
馬連票数 計 230190 的中 �� 1938（18番人気）
馬単票数 計 199632 的中 �� 592（51番人気）
ワイド票数 計 155296 的中 �� 1612（20番人気）�� 5047（8番人気）�� 25605（1番人気）
3連複票数 計 342351 的中 ��� 8846（8番人気）
3連単票数 計 651488 的中 ��� 849（143番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．4―12．7―12．3―11．6―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．2―48．6―1：01．3―1：13．6―1：25．2―1：36．9―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウルパラクア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．23 阪神8着

2011．2．26生 牡3鹿 母 レディオーキッド 母母 レ デ ィ イ ン 6戦1勝 賞金 5，000，000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 ジャマスルナ号・マスソングウインド号
※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。



05053 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000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 マルシアーノ 牝4青鹿54 二本柳 壮吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋161：46．9 3．3�
46 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 吉田 隼人ロイヤルパーク 武 宏平 むかわ 安田 幸子 476－ 21：47．53� 3．6�
712 タニノセレナーデ 牝4黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 438± 01：47．71 4．3�
713� ミニョネット 牝4栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 494－ 5 〃 ハナ 10．7�
23 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 北村 友一吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 440－10 〃 クビ 20．6�
611� ラヴィーズバード 牝5鹿 55 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B436＋ 21：47．8� 7．4	
35 ラインビューティー 牝4栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474－ 2 〃 アタマ 47．8

610 タガノプラージュ 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 21：48．01	 40．6�

47 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55
54 ☆杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 446± 0 〃 アタマ 169．8�

22 エバーグレーズ 牝4黒鹿54 伊藤 工真 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム B458－ 61：49．17 118．7
11 オリエンタルリリー 牝4鹿 54 藤岡 佑介近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 500＋261：49．41� 13．9�
34 � ヤギリエスペランサ 牝6栗 55

52 ▲岩崎 翼内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 504± 01：49．93 225．9�

58 ナーゴナーゴサユリ 牝5鹿 55
52 ▲城戸 義政石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 418－ 61：50．0� 495．1�

814 シゲルリンゴ 牝5栗 55
52 ▲森 一馬森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 454－ 61：50．32 159．6�

815� ア ズ キ 牝5栗 55 D．バルジュー 片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 430＋ 21：52．2大差 66．4�
（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，444，600円 複勝： 24，122，000円 枠連： 8，009，200円
馬連： 25，297，400円 馬単： 17，542，600円 ワイド： 14，651，900円
3連複： 38，745，000円 3連単： 65，063，500円 計： 206，876，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 134446 的中 � 32621（1番人気）
複勝票数 計 241220 的中 � 41985（3番人気）� 50224（1番人気）� 49885（2番人気）
枠連票数 計 80092 的中 （4－5） 9887（2番人気）
馬連票数 計 252974 的中 �� 29925（2番人気）
馬単票数 計 175426 的中 �� 11139（1番人気）
ワイド票数 計 146519 的中 �� 14493（2番人気）�� 9371（3番人気）�� 16667（1番人気）
3連複票数 計 387450 的中 ��� 39738（1番人気）
3連単票数 計 650635 的中 ��� 11521（4番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．5―13．3―12．6―11．8―12．4―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．8―44．1―56．7―1：08．5―1：20．9―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルシアーノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー 2013．7．28 新潟18着

2010．3．2生 牝4青鹿 母 ケルトシャーン 母母 Featherhill 6戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 ラヴィーズバード号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22日まで平地競走に出

走できない。
※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。

05054 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

815 ラスカルトップ 牡5鹿 57 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 41：47．1 1．9�
（伊）

59 カフェラピード 牡6黒鹿57 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 478－141：47．31� 4．6�
611 モエレフルール 牝5黒鹿55 藤田 伸二中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 486＋ 41：47．4� 14．5�
816 コーラルタワー 牡4黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 450－ 61：47．5クビ 23．7�
47 アーマークラッド 牡4栗 56

55 ☆菱田 裕二吉田 和子氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋221：47．6� 12．2�

714 ブライテストソード �5栗 57 西田雄一郎 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B470－ 2 〃 アタマ 112．6	

35 	 クリノサンタクルス 牡4鹿 56 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 476＋ 61：47．7
 455．2

612 マイネルブルズアイ 牡4鹿 56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B474－ 2 〃 クビ 42．9�
713	 コンドッティエーレ 牡5栗 57 黛 弘人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：47．9� 60．2
510 マイネルランスタン 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 2 〃 ハナ 43．7�

12 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 462－ 41：48．0
 28．9�

11 セフティオリビエト 牡5栗 57 北村 友一池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 498－ 21：48．1
 20．9�
24 フェアブレシア �5鹿 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 81：48．84 10．3�
48 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480－ 21：49．54 138．6�
23 フジノストロング �4栗 56 古川 吉洋藤井 五三氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 458－ 91：50．03 27．5�
36 ドラグレスク 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 520－ 6 （競走中止） 83．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，230，100円 複勝： 23，348，600円 枠連： 7，313，000円
馬連： 25，066，300円 馬単： 18，362，200円 ワイド： 15，098，300円
3連複： 38，089，100円 3連単： 60，010，600円 計： 203，518，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 270円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 220円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 162301 的中 � 69857（1番人気）
複勝票数 計 233486 的中 � 81457（1番人気）� 35741（2番人気）� 15315（5番人気）
枠連票数 計 73130 的中 （5－8） 13902（1番人気）
馬連票数 計 250663 的中 �� 43399（1番人気）
馬単票数 計 183622 的中 �� 17829（1番人気）
ワイド票数 計 150983 的中 �� 20907（1番人気）�� 8531（3番人気）�� 3810（9番人気）
3連複票数 計 380891 的中 ��� 15318（2番人気）
3連単票数 計 600106 的中 ��� 8752（2番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．4―11．5―11．8―12．1―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．2―34．6―46．1―57．9―1：10．0―1：22．2―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラスカルトップ �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．18 阪神1着

2009．4．27生 牡5鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 11戦2勝 賞金 21，670，000円
〔競走中止〕 ドラグレスク号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※ミスネバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



05055 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

11 メイショウシャイン 牡7鹿 57 松田 大作松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472± 02：35．3 7．4�
45 オンワードナルシス 牡4黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 480－ 4 〃 クビ 7．0�
34 ハワイアンソルト 牡5芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 62：35．51 5．2�
813 ゴーイングベル 牡4芦 56

53 ▲森 一馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502＋ 4 〃 クビ 8．0�
57 � アドマイヤイナズマ 牡4青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 498± 02：35．6クビ 3．1�
22 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57

56 ☆杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 456－ 42：35．81	 11．3	
711� ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470＋ 22：36．22	 50．2

33 ワンダーバライル 牡7芦 57

54 ▲伴 啓太山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 482－ 42：36．3クビ 348．2�
712� ヤマカツティラノ 牡5鹿 57 吉田 隼人山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 478－ 4 〃 クビ 167．0�
46 ウインラヴェリテ 牡4栗 56 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B510＋ 62：36．4クビ 17．6
58 � サンマルヴィエント 牡6栗 57 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 488－ 2 〃 クビ 69．2�
814 ナスノニシキ 牡4栗 56 中舘 英二�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 42：36．93 10．3�
69 フュージリア 牡4青鹿56 田中 博康吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520＋ 42：37．75 97．2�
610 ペプチドウインド 牡4鹿 56 中谷 雄太沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 476＋242：41．3大差 21．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，016，300円 複勝： 21，777，100円 枠連： 6，990，600円
馬連： 21，533，000円 馬単： 13，651，200円 ワイド： 12，870，600円
3連複： 36，136，900円 3連単： 52，287，000円 計： 177，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 200円 � 190円 枠 連（1－4） 1，920円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 920円 �� 840円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 28，870円

票 数

単勝票数 計 120163 的中 � 12860（4番人気）
複勝票数 計 217771 的中 � 27959（4番人気）� 30220（3番人気）� 31320（2番人気）
枠連票数 計 69906 的中 （1－4） 2688（9番人気）
馬連票数 計 215330 的中 �� 6097（10番人気）
馬単票数 計 136512 的中 �� 1910（24番人気）
ワイド票数 計 128706 的中 �� 3434（11番人気）�� 3778（10番人気）�� 4120（9番人気）
3連複票数 計 361369 的中 ��� 5126（17番人気）
3連単票数 計 522870 的中 ��� 1337（89番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．6―13．0―13．0―13．4―13．7―13．1―12．6―12．4―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．1―37．7―50．7―1：03．7―1：17．1―1：30．8―1：43．9―1：56．5―2：08．9―2：21．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウシャイン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 クリエイター デビュー 2009．8．23 小倉12着

2007．4．19生 牡7鹿 母 メイショウアゲハ 母母 メイショウソヨカゼ 51戦2勝 賞金 51，010，000円
〔制裁〕 オンワードナルシス号の騎手岩崎翼は，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：2番）

05056 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

44 サイレントクロップ 牝5青鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 524－141：48．6 5．9�
67 プラチナテーラー 牝4鹿 54 高倉 稜中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 81：48．7� 17．4�
56 セ シ リ ア 牝5栗 55

54 ☆菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446－ 4 〃 クビ 11．3�
55 レネットグルーヴ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 416－ 21：48．8� 2．7�
33 � スリーキャピトル 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 480－ 21：48．9� 47．5	
812� スターリットスカイ 牝6栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：49．11� 9．4

22 コスモスターター 牝4栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 01：49．41� 48．3�
68 ディープサウス 牝4青 54 古川 吉洋窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－ 41：49．5� 3．2�
79 � イエスミートゥー 牝4栗 54 	島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 464－ 8 〃 ハナ 64．2
11 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 432＋ 41：49．6� 16．4�
811 ファンアットコート 牝4鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：49．81� 174．8�
710 マイネグラディウス 牝4黒鹿54 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 388－ 81：50．22� 66．9�

（伊）

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，683，400円 複勝： 20，897，000円 枠連： 6，472，800円
馬連： 24，467，200円 馬単： 17，461，200円 ワイド： 12，757，000円
3連複： 35，322，900円 3連単： 67，424，300円 計： 199，485，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 520円 � 320円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，080円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 10，920円 3 連 単 ��� 67，430円

票 数

単勝票数 計 146834 的中 � 19828（3番人気）
複勝票数 計 208970 的中 � 30523（3番人気）� 9330（7番人気）� 16982（5番人気）
枠連票数 計 64728 的中 （4－6） 5827（3番人気）
馬連票数 計 244672 的中 �� 4393（14番人気）
馬単票数 計 174612 的中 �� 1723（26番人気）
ワイド票数 計 127570 的中 �� 2228（16番人気）�� 2984（13番人気）�� 1437（23番人気）
3連複票数 計 353229 的中 ��� 2389（33番人気）
3連単票数 計 674243 的中 ��� 738（195番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．9―12．3―12．4―11．9―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．5―49．8―1：02．2―1：14．1―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイレントクロップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．16 新潟6着

2009．1．29生 牝5青鹿 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス 21戦2勝 賞金 27，720，000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。



05057 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55
52 ▲森 一馬土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486－ 21：08．4 4．8�

611 アルベルトバローズ 牡5鹿 57
56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 500＋121：08．5� 22．2�

818 カフェブリリアント 牝4栗 55 吉田 隼人西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 432± 0 〃 クビ 5．2�
36 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 486－ 41：08．6� 73．6�
612 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 松田 大作土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 510－ 4 〃 クビ 8．6�
59 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 西村 太一辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 10．3�
713 モンマックス 牡4鹿 57 藤岡 康太	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 520－ 8 〃 ハナ 4．0

817 ジャストザオネスト 牡4黒鹿 57

56 ☆杉原 誠人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 492＋ 41：08．7� 8．2�

510� ドントタッチミー 牡4鹿 57 川須 栄彦山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 448＋ 4 〃 アタマ 55．2
11 エイティグローリー 牝4栗 55 藤岡 佑介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 420－ 41：08．8� 19．4�
816 シャルロッカ 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 430－ 21：09．01	 115．9�

12 スカイコンフォート 牡5青鹿 57
54 ▲伴 啓太小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 476－ 21：09．1� 291．2�
714 ネオザミスティック 牝6黒鹿55 高倉 稜小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 87．9�
24 マイネモントル 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 440± 01：09．2クビ 93．5�
23 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 丸田 恭介西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 502＋10 〃 クビ 18．3�
715� コウジンコラボ 牝4鹿 55 丸山 元気加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 452－ 21：09．51� 120．2�
35 キャメロンロード 牝4鹿 55 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 440－ 2 〃 クビ 74．2�
47 � ニホンピロオーロラ 牝4黒鹿55 北村 友一小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 436－ 61：09．71 28．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，585，200円 複勝： 32，388，000円 枠連： 12，958，700円
馬連： 38，115，700円 馬単： 22，578，900円 ワイド： 20，132，200円
3連複： 62，522，500円 3連単： 99，684，500円 計： 306，965，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 570円 � 210円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 680円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 61，460円

票 数

単勝票数 計 185852 的中 � 30970（2番人気）
複勝票数 計 323880 的中 � 47608（2番人気）� 12055（8番人気）� 44492（3番人気）
枠連票数 計 129587 的中 （4－6） 8835（6番人気）
馬連票数 計 381157 的中 �� 6423（19番人気）
馬単票数 計 225789 的中 �� 2030（31番人気）
ワイド票数 計 201322 的中 �� 2889（23番人気）�� 7692（5番人気）�� 2493（25番人気）
3連複票数 計 625225 的中 ��� 4708（29番人気）
3連単票数 計 996845 的中 ��� 1197（176番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．2―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンボンプアン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．20 京都4着

2008．4．2生 牝6鹿 母 ヤマニンアルシオン 母母 ヤマニンパラダイス 27戦3勝 賞金 35，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨアケ号

05058 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

11 アドマイヤデウス 牡3栗 56 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470－ 21：59．6 2．8�
44 シャンパーニュ 牡3芦 56 D．バルジュー �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482－ 21：59．91� 4．1�

（伊）

77 � オールステイ 牡3鹿 56 中谷 雄太石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian
Creek Farm 478－ 62：00．22 8．4�

88 ゲットアテープ 牡3鹿 56 勝浦 正樹金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 2．9�

22 ウェーブゴールド 牡3黒鹿56 菱田 裕二万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478－ 82：01．26 10．5�
89 ロングリバイバル 牡3鹿 56 吉田 隼人中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 496＋ 8 〃 クビ 50．9	
55 ハッピーメモリーズ 牡3芦 56 北村 友一石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 474± 02：01．51� 58．7

33 キタサンキンボシ 牡3栗 56 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 510＋ 42：01．71	 22．1�
66 クリノジュロウジン 牡3栗 56 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 458＋ 22：02．01� 163．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，678，400円 複勝： 30，956，600円 枠連： 7，973，900円
馬連： 36，277，300円 馬単： 29，019，500円 ワイド： 17，386，300円
3連複： 51，996，000円 3連単： 128，044，900円 計： 325，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 210円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 430円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 236784 的中 � 68601（1番人気）
複勝票数 計 309566 的中 � 77073（1番人気）� 58298（3番人気）� 30642（5番人気）
枠連票数 計 79739 的中 （1－4） 11820（2番人気）
馬連票数 計 362773 的中 �� 48447（2番人気）
馬単票数 計 290195 的中 �� 21114（3番人気）
ワイド票数 計 173863 的中 �� 21837（2番人気）�� 9318（6番人気）�� 10957（4番人気）
3連複票数 計 519960 的中 ��� 33383（4番人気）
3連単票数 計1280449 的中 ��� 21578（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．0―12．2―12．2―12．0―11．7―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．4―48．6―1：00．8―1：12．8―1：24．5―1：36．0―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデウス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．6．6生 牡3栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 5戦2勝 賞金 20，259，000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。



05059 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5日 第11競走 ��1，700�
め か り

和 布 刈 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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 ポイントブランク 牡4栗 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536± 01：45．3 1．4�
12 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 510－ 2 〃 クビ 21．7�
11 ランドマーキュリー 牡4栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 512－ 41：46．15 24．3�
611 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 14．0�
36 オーシャンパワー 牡6鹿 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 464－ 81：46．42 37．6�
59 ロックシンガー 牡5鹿 57 丸田 恭介�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 500＋ 81：46．61� 44．6	
612� シルクプラズマ 牡6黒鹿57 杉原 誠人有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 470－ 21：46．81� 118．7

23 シルクコスモス �7栗 57 中谷 雄太有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 444－ 41：46．9	 121．2�
48 シニスタークイーン 牝5黒鹿55 吉田 隼人�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 440－141：47．0
 94．4�
714� リバータイキ 牡5栗 57 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 512＋ 21：47．2	 8．2
510 トウカイアストロ 牡5栗 57 中舘 英二内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 502± 01：47．73 20．4�
47 タガノラルフ 牡4青鹿56 高倉 稜八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋101：48．01	 58．6�
713 ミッキーオーラ 牡6青鹿57 D．バルジュー 野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム B508－ 81：48．21� 18．2�

（伊）

24 � パ ン タ レ イ 牡5芦 57 菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 514－141：48．41
 107．7�

816 サンライズバロン 牡4鹿 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 490－101：49．57 17．1�
815 テーオーサクセス 牡6黒鹿57 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 504－ 81：50．88 234．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，385，000円 複勝： 143，181，600円 枠連： 27，776，600円
馬連： 104，506，400円 馬単： 69，401，400円 ワイド： 47，136，100円
3連複： 160，597，000円 3連単： 322，953，900円 計： 914，938，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 420円 � 480円 枠 連（1－3） 640円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 660円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 16，160円

票 数

単勝票数 計 393850 的中 � 222467（1番人気）
複勝票数 計1431816 的中 � 1003727（1番人気）� 33462（5番人気）� 28636（7番人気）
枠連票数 計 277766 的中 （1－3） 32309（2番人気）
馬連票数 計1045064 的中 �� 71316（3番人気）
馬単票数 計 694014 的中 �� 37455（3番人気）
ワイド票数 計 471361 的中 �� 27435（3番人気）�� 17790（7番人気）�� 4215（27番人気）
3連複票数 計1605970 的中 ��� 20301（20番人気）
3連単票数 計3229539 的中 ��� 14755（40番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．6―41．5―54．2―1：06．8―1：19．6―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3

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

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

ポイントブランク �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．25生 牡4栗 母 ポイントアシュリー 母母 Golden Thatch 7戦3勝 賞金 34，981，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーサクセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月22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 トゥヴァビエン号
（非抽選馬） 1頭 ハギノコメント号
※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。

05060 2月22日 晴 良 （26小倉1）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 サンキストロード 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 506－ 41：08．1 7．0�
713 メイショウライナー 牡4鹿 57 勝浦 正樹松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 474＋10 〃 ハナ 7．0�
11 � リネンヴィヴィッド 牡5鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 506－ 81：08．2	 244．9�
35 
 アンウォンド 牝4栗 55 杉原 誠人�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 492－10 〃 クビ 27．7�
23 チェネレントラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：08．3クビ 11．6	
47 � ザゲームイズオン 牡5鹿 57 川須 栄彦大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496± 01：08．4� 36．9

24 ユキノラムセス 牡7栗 57 二本柳 壮井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 494－ 2 〃 ハナ 93．6�
36 メイショウムロト 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 474－ 61：08．5クビ 20．6�
611� クロンドローリエ 牝7青鹿55 古川 吉洋 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 428－ 41：08．6	 85．4�
510 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512－ 61：08．7� 16．2�

（伊）

59 ブライトチェリー 牝4芦 55 吉田 隼人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462－ 6 〃 クビ 1．9�
714 マックスストレイン 牡7栗 57 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 81：08．8	 48．7�
817 オリーブジュエル 牝5青鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 456＋ 61：08．9クビ 101．3�
612 ケイアイエイト 牡4鹿 57 中舘 英二亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 B500－ 21：09．11� 106．0�
715� エステージャ 牝5芦 55 北村 友一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 436－ 2 〃 同着 56．1�
48 タマモプラネット 牡4芦 57 丸田 恭介タマモ 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 476－ 2 〃 クビ 10．9�
816 カレンシュガーレイ 牡5鹿 57 中井 裕二鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 460－ 81：09．42 182．3�
818
 タツフラッシュ 牡6鹿 57 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 476－131：09．61	 146．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，651，800円 複勝： 45，627，800円 枠連： 18，384，800円
馬連： 78，841，500円 馬単： 41，776，100円 ワイド： 32，397，500円
3連複： 95，535，800円 3連単： 174，325，100円 計： 519，540，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 230円 � 3，150円 枠 連（1－7） 1，850円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 730円 �� 14，970円 �� 12，880円

3 連 複 ��� 96，190円 3 連 単 ��� 341，260円

票 数

単勝票数 計 326518 的中 � 37127（2番人気）
複勝票数 計 456278 的中 � 42659（3番人気）� 60962（2番人気）� 3047（18番人気）
枠連票数 計 183848 的中 （1－7） 7357（8番人気）
馬連票数 計 788415 的中 �� 28959（6番人気）
馬単票数 計 417761 的中 �� 8143（12番人気）
ワイド票数 計 323975 的中 �� 11785（6番人気）�� 514（94番人気）�� 598（84番人気）
3連複票数 計 955358 的中 ��� 733（224番人気）
3連単票数 計1743251 的中 ��� 377（807番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキストロード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．12．8 阪神3着

2010．4．27生 牡4鹿 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 13戦2勝 賞金 27，216，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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） 3頭 シュウギン号・モーニングムーン号・レーヴドプランス号
（非抽選馬） 1頭 カシノワルツ号
※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。



（26小倉1）第5日 2月22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 184頭 本 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

159，790，000円
5，360，000円
1，830，000円
14，530，000円
62，233，750円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
226，529，500円
473，153，500円
126，598，100円
438，875，500円
298，240，600円
225，766，600円
651，662，100円
1，202，344，700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 3，643，170，600円

総入場人員 6，864名 （有料入場人員 6，037名）
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