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05061 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6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

611 フジインザスカイ 牝3鹿 54 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460± 01：49．9 8．1�
12 オーシャンブルグ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 中村 均 新ひだか 増本牧場 428± 01：50．64 121．9�
510 シャルマンウーマン 牝3鹿 54 丹内 祐次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 宮内牧場 506－ 21：50．7� 12．7�
35 セイントパール 牝3栗 54 田中 博康河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 486－101：50．8� 179．8�
24 ウィステリアカフナ 牝3黒鹿 54

53 ☆杉原 誠人大迫 基弘氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 466＋ 21：50．9クビ 64．4�
47 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 12．6	
23 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 400－ 81：51．11 29．4

11 サウザンドオークス 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 434－ 61：51．31� 6．9�
48 キネオパピヨン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁吉田 千津氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 520± 01：51．72� 49．7�
815 ブルーダイアモンド 牝3黒鹿54 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：51．8クビ 46．5
59 ヤマニンジゼル 牝3鹿 54 松山 弘平土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 438－ 6 〃 クビ 24．7�
816 パラディドル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 438－ 8 〃 同着 3．6�
713 タ マ モ リ ド 牝3黒鹿54 丸田 恭介タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 448－321：52．0� 12．9�
36 ステキステキ 牝3栗 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 454＋ 41：52．74 214．7�
612 メイショウラバンド 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 428－ 41：52．91� 3．2�
714 ヤマホトトギス 牝3鹿 54 中舘 英二江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 440－ 41：54．17 135．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，221，800円 複勝： 21，195，000円 枠連： 8，930，200円
馬連： 24，122，400円 馬単： 17，661，300円 ワイド： 14，064，400円
3連複： 40，939，500円 3連単： 59，420，100円 計： 197，554，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 320円 � 3，240円 � 590円 枠 連（1－6） 770円

馬 連 �� 51，460円 馬 単 �� 91，150円

ワ イ ド �� 11，670円 �� 2，110円 �� 18，590円

3 連 複 ��� 293，340円 3 連 単 ��� 2，192，610円

票 数

単勝票数 計 112218 的中 � 10999（4番人気）
複勝票数 計 211950 的中 � 19788（4番人気）� 1521（13番人気）� 9390（7番人気）
枠連票数 計 89302 的中 （1－6） 8633（2番人気）
馬連票数 計 241224 的中 �� 346（70番人気）
馬単票数 計 176613 的中 �� 143（127番人気）
ワイド票数 計 140644 的中 �� 294（72番人気）�� 1675（24番人気）�� 184（87番人気）
3連複票数 計 409395 的中 ��� 103（297番人気）
3連単票数 計 594201 的中 ��� 20（1872番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．2―13．4―13．2―12．8―13．1―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．4―43．8―57．0―1：09．8―1：22．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．1
1
3
5，10（1，14）（4，6）（3，12）（2，7）（13，15，16）8（9，11）・（5，10）14（1，4，12）（6，11）3（7，16）2（13，15，8）9

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

勝馬の
紹 介

フジインザスカイ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．1．11 京都13着

2011．2．12生 牝3鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 オーシャンブルグ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100，000円。（被害馬：12

番）
※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 シゲルシリベシ号
（非抽選馬） 1頭 グラサンギャル号

05062 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時15分 （ダート・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
57．1
57．1

稍重
稍重

34 クリスワールド 牡6栗 57 北村 友一加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 500－ 2 58．6 16．5�
11 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 506＋ 6 58．7� 1．7�
46 サンライズトーク �4芦 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 484－ 6 58．8クビ 9．1�
813 サイズミックレディ 牝6鹿 55

52 ▲岩崎 翼細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502± 0 〃 クビ 10．7�
22 パワフルラリマー 牝5栗 55 藤岡 佑介友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 484－ 4 59．22� 46．6�
69 ハルズハッピー 牡4芦 57 勝浦 正樹田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B506＋ 4 59．51� 6．1�
57 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 490－ 2 〃 クビ 76．6	
610 オ ー パ ル ス �6芦 57 松山 弘平広尾レース
 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 492－ 7 59．81� 51．8�
58 バイオレットムーン 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 540＋ 4 〃 クビ 436．4�
33 モリトブイコール �6栗 57

56 ☆杉原 誠人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480± 01：00．01� 19．4
814 カレイファンタジア 牡4鹿 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 504＋ 21：00．21 18．3�
712 ヴェンセール 牡4鹿 57 丸山 元気桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 468＋ 21：00．41� 23．2�
711� バンブーバッジョ 牡4栗 57 太宰 啓介�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 568＋ 2 〃 クビ 160．9�
45 トーセンスタッフ 牝6黒鹿55 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：00．82� 162．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，231，600円 複勝： 34，231，400円 枠連： 6，741，500円
馬連： 25，759，600円 馬単： 20，537，000円 ワイド： 14，212，900円
3連複： 37，716，000円 3連単： 67，247，000円 計： 220，677，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 350円 � 110円 � 200円 枠 連（1－3） 760円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，140円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 44，590円

票 数

単勝票数 計 142316 的中 � 6803（5番人気）
複勝票数 計 342314 的中 � 13399（6番人気）� 175732（1番人気）� 30450（4番人気）
枠連票数 計 67415 的中 （1－3） 6607（4番人気）
馬連票数 計 257596 的中 �� 12044（6番人気）
馬単票数 計 205370 的中 �� 3081（16番人気）
ワイド票数 計 142129 的中 �� 5389（6番人気）�� 1441（26番人気）�� 14748（1番人気）
3連複票数 計 377160 的中 ��� 6899（15番人気）
3連単票数 計 672470 的中 ��� 1113（133番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．9―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．0
3 ・（1，4）12（6，13）－（2，9）7（5，8）3，10（14，11） 4 1，4，6，12（2，13）－9（5，7）（3，8）10，11，14

勝馬の
紹 介

クリスワールド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2011．1．23 京都7着

2008．4．1生 牡6栗 母 シャコーフェアリー 母母 ウェルクイーン 17戦3勝 賞金 22，530，000円
〔制裁〕 モリトブイコール号の騎手杉原誠人は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10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。
（非抽選馬） 3頭 エッフェル号・ミシックトウショウ号・メイショウオハツ号

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿56 松田 大作山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 468＋101：08．7 2．6�
817 ブレイクアウト 牡3青鹿56 蛯名 正義安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478－ 6 〃 クビ 2．9�
36 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 454＋ 81：08．91� 20．5�
612 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470± 01：09．0クビ 41．5�
611 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 440± 0 〃 アタマ 19．0�
35 クリアザコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 536＋141：09．21� 7．2	
715 ワンダーバイファル 牡3鹿 56 北村 友一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 476＋10 〃 クビ 21．6

713 ヤマニンアタシャン 牝3鹿 54 藤田 伸二土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 418－10 〃 アタマ 36．7�
23 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 太宰 啓介�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458＋ 61：09．3� 17．8
24 フェアリースマイル 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 434＋ 81：09．61� 430．5�
818 ショウナンアラジン 牡3黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 400－ 61：09．7� 293．8�
816 ミッキーボクサー 牡3黒鹿56 藤岡 康太三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 412－ 8 〃 ハナ 33．6�
59 スズカプリティー 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452± 01：09．8� 244．1�
12 カメレオンアミ 牝3鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 436＋ 2 〃 クビ 142．0�
11 サチノクイーン 牝3鹿 54

52 △藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B454－ 61：09．9クビ 22．3�
48 ハイセルフト 牡3青鹿56 中舘 英二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 81：10．11� 32．3�
47 ル ジ ェ リ 牝3黒鹿54 国分 恭介�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 426－ 41：10．2� 264．2�
714 ピュアジャパン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 422 ―1：10．41� 625．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，662，100円 複勝： 27，111，800円 枠連： 9，844，000円
馬連： 30，176，700円 馬単： 20，380，400円 ワイド： 17，721，500円
3連複： 46，092，200円 3連単： 72，120，900円 計： 240，109，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 310円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 620円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 166621 的中 � 51434（1番人気）
複勝票数 計 271118 的中 � 79166（1番人気）� 57486（2番人気）� 14621（5番人気）
枠連票数 計 98440 的中 （5－8） 26862（1番人気）
馬連票数 計 301767 的中 �� 73305（1番人気）
馬単票数 計 203804 的中 �� 23661（1番人気）
ワイド票数 計 177215 的中 �� 39861（1番人気）�� 5864（5番人気）�� 3275（13番人気）
3連複票数 計 460922 的中 ��� 16722（4番人気）
3連単票数 計 721209 的中 ��� 8268（7番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノハヤブサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．13 函館2着

2011．4．22生 牡3黒鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 ヒラボクボーノ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 2頭 トウカイアイドル号・リングランドムーン号

05064 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：44．1

良
良

22 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 454＋ 21：48．7 5．5�
713 タガノティターニア 牝3栗 54 北村 友一八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：49．44 3．7�
815 ブ ラ ウ 牡3栗 56 吉田 隼人若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 454－ 61：49．61� 9．0�
610 フレンドスイート 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 426－101：49．7クビ 12．6�
712 サンレイサムライ 牡3芦 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 518＋ 6 〃 アタマ 3．0�
611 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 丸田 恭介友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 426＋ 41：50．12� 20．5�
59 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太吉川 潤氏 小原伊佐美 新ひだか 西村 和夫 420－ 2 〃 ハナ 307．3	
35 ラヴクレージー 牝3青鹿54 丸山 元気橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 444－ 61：50．31� 15．9

814 モ ン シ ェ ル 牝3鹿 54

53 ☆杉原 誠人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか カントリー牧場 380＋ 81：50．61� 259．4�

11 マイネルセプター 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 猪野毛牧場 462＋ 21：50．7� 8．7

47 フェスティヴァーロ 牡3栗 56
55 ☆中井 裕二田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 426－101：51．12� 268．3�

46 キタサンゲッコウ 牝3青鹿54 太宰 啓介�大野商事 鹿戸 明 日高 浜本牧場 478± 01：51．31 37．8�
34 コスモティマ 牡3栗 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 432－ 2 〃 クビ 418．0�
58 ピンクパール 牝3鹿 54 高倉 稜近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 424＋ 21：51．72� 240．0�
23 シューベルト 牡3青鹿56 中谷 雄太手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 室田 千秋 462－ 41：51．91� 177．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，010，600円 複勝： 23，652，300円 枠連： 9，068，500円
馬連： 24，648，000円 馬単： 17，432，400円 ワイド： 13，893，900円
3連複： 38，874，500円 3連単： 62，271，000円 計： 204，851，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 140円 � 200円 枠 連（2－7） 490円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，000円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 150106 的中 � 21756（3番人気）
複勝票数 計 236523 的中 � 40252（3番人気）� 51740（1番人気）� 26749（4番人気）
枠連票数 計 90685 的中 （2－7） 13753（2番人気）
馬連票数 計 246480 的中 �� 17566（2番人気）
馬単票数 計 174324 的中 �� 6070（4番人気）
ワイド票数 計 138939 的中 �� 7786（4番人気）�� 3159（14番人気）�� 10325（2番人気）
3連複票数 計 388745 的中 ��� 8647（10番人気）
3連単票数 計 622710 的中 ��� 2534（48番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―11．7―11．6―12．1―12．5―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．9―47．6―59．2―1：11．3―1：23．8―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモレヴァータ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．7．28 新潟8着

2011．5．29生 牡3鹿 母 ミストオブマジック 母母 Mountains of Mist 6戦1勝 賞金 6，500，000円
※出走取消馬 ホワイトレーヌ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンツマンゴー号・ランドロワ号
（非抽選馬） 1頭 スキャットソング号



05065 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

55 マハロチケット 牡3鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 464 ―2：06．8 3．0�

（マウイノタツジン）

77 ピエールドリュヌ 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472 ―2：07．01� 6．9�

44 アサクサプライド 牡3栗 56 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476 ―2：07．1� 3．9�
11 ホッコーエイコウ 牡3鹿 56 中舘 英二矢部 道晃氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 504 ― 〃 クビ 10．9�
33 プラネタリウム 牝3鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 410 ―2：07．42 3．1�
66 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470 ―2：07．5� 16．6	
22 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 柴田 大知 �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 496 ―2：08．24 22．2

（7頭）

売 得 金
単勝： 14，503，700円 複勝： 20，359，900円 枠連： 発売なし
馬連： 22，674，700円 馬単： 19，143，000円 ワイド： 9，602，600円
3連複： 30，113，300円 3連単： 84，772，500円 計： 201，169，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 320円 �� 210円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 145037 的中 � 38992（1番人気）
複勝票数 計 203599 的中 � 52195（1番人気）� 28394（4番人気）
馬連票数 計 226747 的中 �� 15300（4番人気）
馬単票数 計 191430 的中 �� 8361（7番人気）
ワイド票数 計 96026 的中 �� 7200（4番人気）�� 13008（2番人気）�� 5171（6番人気）
3連複票数 計 301133 的中 ��� 19164（3番人気）
3連単票数 計 847725 的中 ��� 9749（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．0―50．4―1：04．2―1：18．0―1：31．6―1：44．1―1：55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F35．2
1
3
・（2，3，4）＝（6，7）（1，5）・（2，3）（6，4）（5，7）1

2
4
2－3－4－6，7（1，5）・（2，3，4，7）5，6，1

勝馬の
紹 介

マハロチケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ゼンノエルシド 初出走

2011．3．29生 牡3鹿 母 ホッテストチケット 母母 リザーブシート 1戦1勝 賞金 6，000，000円

05066 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

610 メイショウソラーレ 牡4鹿 56
54 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 488± 01：46．4 1．8�

45 フリークエンシー 牡4黒鹿56 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 532＋ 21：47．03� 4．5�
712 キョウエイショウリ 牡6黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B472－ 21：47．95 167．4�
69 スリーヨーク 牡4鹿 56 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466± 01：48．0� 323．1�
814 マイネルドメニカ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 41：48．1クビ 250．8�
57 � アプローチミー 牡7黒鹿57 吉田 隼人吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 494＋ 2 〃 クビ 133．2	
34 マイネルパイレーツ 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506± 01：48．31� 28．2

11 ナリタロック 牡4栗 56 松山 弘平�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 494± 01：48．51� 6．9�
58 � マルヨフレンドリー 牝5鹿 55 国分 恭介野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 514± 0 〃 クビ 150．3�
33 アルマベルヴァ 牡4鹿 56 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B494± 01：48．6� 10．5
46 オウケンイチゲキ 牡5鹿 57 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 454＋ 21：49．13 11．3�
813 ペガサスフラッシュ 牡6栗 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 420－10 〃 ハナ 37．2�
22 � ブラックシャリオ 牡4黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 476－ 71：49．41� 40．4�
711 ウインアルカディア 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 518－ 41：49．61� 28．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，180，000円 複勝： 30，896，400円 枠連： 8，448，100円
馬連： 29，722，100円 馬単： 21，887，200円 ワイド： 15，311，600円
3連複： 43，999，500円 3連単： 81，454，600円 計： 248，899，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，470円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，890円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 12，380円 3 連 単 ��� 36，200円

票 数

単勝票数 計 171800 的中 � 76080（1番人気）
複勝票数 計 308964 的中 � 143979（1番人気）� 39636（2番人気）� 2537（11番人気）
枠連票数 計 84481 的中 （4－6） 28073（1番人気）
馬連票数 計 297221 的中 �� 50900（1番人気）
馬単票数 計 218872 的中 �� 23108（1番人気）
ワイド票数 計 153116 的中 �� 20516（1番人気）�� 1763（21番人気）�� 698（38番人気）
3連複票数 計 439995 的中 ��� 2623（34番人気）
3連単票数 計 814546 的中 ��� 1661（109番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．7―42．3―54．8―1：07．4―1：20．3―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
5（2，10）（3，11，13）（1，6）－9－4，8，14－7－12・（5，10）13，2，3（1，11）4（6，9）（8，12）14，7

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡4鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 20戦2勝 賞金 28，060，000円



05067 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第7競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分（番組第8競走を順序変更） （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
2：38．1
2：37．3

良
良

77 チェイスザゴールド 牡4鹿 56 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 522＋122：39．4 5．8�
11 スマッシュスマイル �6栃栗57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482＋ 22：39．5� 3．0�
22 コスモハヤブサ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム 458－ 42：39．81� 18．3�
66 ローリングストーン 牡5鹿 57 丸山 元気佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 508± 0 〃 ハナ 4．8�
33 アドマイヤエレノア 牝6鹿 55 蛯名 正義近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 18．3�
89 スペルヴィア 牡5黒鹿57 藤岡 康太佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520－ 62：39．9� 4．8	
44 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 松山 弘平永井商事
 武 宏平 新ひだか 武 牧場 460± 02：40．22 8．5�
88 テ ン カ イ チ 牡4鹿 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 444－ 4 〃 ハナ 12．2�
55 モ ン モ ン 牡4鹿 56

53 ▲岩崎 翼小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 474± 02：40．3� 45．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 14，718，100円 複勝： 25，669，200円 枠連： 5，811，300円
馬連： 22，550，100円 馬単： 17，859，500円 ワイド： 13，850，700円
3連複： 35，911，700円 3連単： 76，686，400円 計： 213，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 160円 � 260円 枠 連（1－7） 1，160円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，080円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 22，340円

票 数

単勝票数 計 147181 的中 � 20040（4番人気）
複勝票数 計 256692 的中 � 26181（5番人気）� 50625（1番人気）� 23455（6番人気）
枠連票数 計 58113 的中 （1－7） 3729（6番人気）
馬連票数 計 225501 的中 �� 13060（4番人気）
馬単票数 計 178595 的中 �� 5636（7番人気）
ワイド票数 計 138507 的中 �� 8567（3番人気）�� 3026（17番人気）�� 4226（12番人気）
3連複票数 計 359117 的中 ��� 7064（13番人気）
3連単票数 計 766864 的中 ��� 2534（77番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．2―12．4―12．7―12．7―13．0―12．6―12．2―11．6―11．6―11．8―12．1

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�
13．1―24．5―36．7―49．1―1：01．8―1：14．5―1：27．5―1：40．1―1：52．3―2：03．9―2：15．5―2：27．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チェイスザゴールド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都9着

2010．3．24生 牡4鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage 15戦2勝 賞金 18，940，000円
※出走取消馬 エアカリナン号（疾病〔感冒〕のため）

05068 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分（番組第7競走を順序変更） （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

24 � カハラビスティー 牝5黒鹿55 藤岡 佑介備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 508± 01：07．9 2．5�
11 ドラゴンサクラ 牝4青鹿55 勝浦 正樹大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－ 41：08．85 49．4�
23 アラカメジョウ 牝5鹿 55 丹内 祐次�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 460＋ 41：08．9クビ 10．0�
12 � エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 480± 01：09．11 8．2�
48 アカノジュウロク 牝4鹿 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 60．3�
36 トーホウジュリア 牝5鹿 55 吉田 隼人東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 454＋101：09．2� 67．3

715 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 太宰 啓介ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 448－121：09．3� 13．2�
59 アルレガーロ 牝5栗 55 松田 大作�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 464－ 6 〃 クビ 9．3�
611 シ ェ ー ル 牝4芦 55

54 ☆杉原 誠人谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B450＋121：09．4� 21．9
510 フィールドメジャー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 クビ 17．4�
612 マイネエビータ 牝4鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 426－ 61：09．5� 31．9�
35 � スズカノジェリコ 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 平取 稲原牧場 406＋ 11：09．7� 198．9�
714 アウトシャイン 牝4黒鹿 55

54 ☆中井 裕二 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470＋101：09．8� 18．0�
817 シンハディーパ 牝4黒鹿55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 クビ 6．4�
713� ナゲットハント 牝4青鹿 55

52 ▲花田 大昂�下河辺牧場 高橋 義博 日高 下河辺牧場 410＋ 41：10．12 453．6�
816 スマートマーチ 牝4鹿 55 中舘 英二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 430－141：10．41� 91．2�
818 エフティチャーミー 牝4鹿 55 田中 博康吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 448＋ 21：10．5� 66．3�
47 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 61：10．81� 36．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，209，500円 複勝： 27，778，300円 枠連： 12，460，800円
馬連： 32，641，400円 馬単： 21，301，300円 ワイド： 17，447，700円
3連複： 53，711，100円 3連単： 84，234，400円 計： 266，784，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 890円 � 260円 枠 連（1－2） 1，090円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 380円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 13，020円 3 連 単 ��� 67，070円

票 数

単勝票数 計 172095 的中 � 54556（1番人気）
複勝票数 計 277783 的中 � 63144（1番人気）� 6062（12番人気）� 27796（3番人気）
枠連票数 計 124608 的中 （1－2） 8504（5番人気）
馬連票数 計 326414 的中 �� 4474（19番人気）
馬単票数 計 213013 的中 �� 1910（27番人気）
ワイド票数 計 174477 的中 �� 2241（22番人気）�� 12903（1番人気）�� 1006（45番人気）
3連複票数 計 537111 的中 ��� 3045（35番人気）
3連単票数 計 842344 的中 ��� 927（172番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．6―11．4―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カハラビスティー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical

2009．2．7生 牝5黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct 9戦1勝 賞金 15，100，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 カハラビスティー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 マイネエビータ号の騎手柴田大知は，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：7番・10

番）
※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 ラパージュ号
（非抽選馬） 1頭 ミスネバー号



05069 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 サンライズベーダー �4黒鹿56 国分 恭介松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 480＋ 21：47．2 30．4�
58 サトノシーザー 牡5青 57 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 526－ 61：47．41� 10．6�
35 � タマモエスプレッソ 牡6黒鹿 57

54 ▲伴 啓太タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 514－ 4 〃 アタマ 21．7�
34 コスモソーク 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 562＋ 4 〃 ハナ 14．7�
611 ナリタタイフーン 牡5鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 516＋20 〃 アタマ 17．4	
11 ユキノスライダー 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 446－ 41：47．5クビ 4．5

610 レオネプチューン 牡6鹿 57 蛯名 正義�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 81：47．81� 3．1�
22 デスティニーシチー 牡4栗 56 北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 464－ 61：48．01 4．3�
814 ブリリアントダンス 牡4鹿 56 黛 弘人鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 8 〃 クビ 28．6
713� ショウナンナパ 牡4鹿 56 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 494－ 61：48．21� 98．8�
815 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 502－ 2 〃 同着 45．1�
46 アイディドゥイット 牡4栗 56 中舘 英二前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 21：48．94 11．8�
59 � デンコウタフネス 牡5鹿 57 丹内 祐次田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 446＋ 41：49．21� 130．8�
712� トロピカルジュエル 牝6鹿 55

52 ▲岩崎 翼小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 434－101：49．3� 277．5�
23 レッドストラーダ 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B484－ 4 〃 ハナ 45．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，607，800円 複勝： 25，019，800円 枠連： 10，991，700円
馬連： 31，144，000円 馬単： 20，723，400円 ワイド： 16，203，900円
3連複： 50，243，300円 3連単： 85，309，500円 計： 257，243，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 640円 � 410円 � 620円 枠 連（4－5） 5，670円

馬 連 �� 12，390円 馬 単 �� 23，610円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 4，160円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 60，400円 3 連 単 ��� 411，500円

票 数

単勝票数 計 176078 的中 � 4572（10番人気）
複勝票数 計 250198 的中 � 10020（9番人気）� 16955（4番人気）� 10447（8番人気）
枠連票数 計 109917 的中 （4－5） 1432（18番人気）
馬連票数 計 311440 的中 �� 1856（35番人気）
馬単票数 計 207234 的中 �� 648（67番人気）
ワイド票数 計 162039 的中 �� 1156（36番人気）�� 956（41番人気）�� 1160（35番人気）
3連複票数 計 502433 的中 ��� 614（144番人気）
3連単票数 計 853095 的中 ��� 153（850番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．1―12．9―12．7―12．7―12．6―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．3―43．2―55．9―1：08．6―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズベーダー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West デビュー 2012．12．1 阪神8着

2010．3．26生 �4黒鹿 母 プリスティン 母母 Existentialist 7戦2勝 賞金 12，450，000円
〔制裁〕 ユキノスライダー号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

サトノシーザー号の騎手丸山元気は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

05070 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第10競走 ��2，000�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時40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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

710 シュピッツェ 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 472－ 21：59．5 18．0�
11 � アメリカンダイナー �5鹿 57 蛯名 正義吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478＋ 21：59．71 8．4�
812 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 57 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 ハナ 2．1�
69 ルミナスレッド 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：59．91� 5．1�
711 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 2 〃 ハナ 11．7�
22 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B486－ 62：00．0	 88．2	
44 ギリギリヒーロー 牡6栗 57 吉田 隼人小林 照弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 104．4

56 テイエムブシドー �4鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 450－ 62：00．21� 100．1�
68 ヴェイパーコーン 牡4栗 56 丸田 恭介 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B518－ 4 〃 クビ 50．9�
57 ブロードスター �4鹿 56 松山 弘平安原 浩司氏 
島 一歩 浦河 バンブー牧場 484－ 42：00．3クビ 10．9
45 マイネルグラード 牡6鹿 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 2 〃 クビ 81．4�
33 エリンジューム 牝4黒鹿54 藤岡 佑介有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B472－ 42：00．51� 19．0�
813 タムロトップステイ 牡5栗 57 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞�湖 メジロ牧場 526－ 22：06．3大差 8．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，317，800円 複勝： 33，076，700円 枠連： 12，728，700円
馬連： 42，431，000円 馬単： 29，437，600円 ワイド： 19，873，300円
3連複： 62，819，500円 3連単： 119，876，200円 計： 340，560，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 300円 � 230円 � 130円 枠 連（1－7） 2，180円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 710円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 40，960円

票 数

単勝票数 計 203178 的中 � 8914（7番人気）
複勝票数 計 330767 的中 � 22714（7番人気）� 33178（3番人気）� 96852（1番人気）
枠連票数 計 127287 的中 （1－7） 4314（8番人気）
馬連票数 計 424310 的中 �� 7012（17番人気）
馬単票数 計 294376 的中 �� 1919（44番人気）
ワイド票数 計 198733 的中 �� 3284（19番人気）�� 6823（8番人気）�� 13496（2番人気）
3連複票数 計 628195 的中 ��� 12900（12番人気）
3連単票数 計1198762 的中 ��� 2160（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．1―34．9―47．2―59．3―1：11．1―1：23．2―1：35．3―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュピッツェ �
�
父 Azamour �

�
母父 Kornado デビュー 2011．11．12 東京6着

2009．4．15生 牝5鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 21戦2勝 賞金 31，960，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タムロトップステイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月23日まで平地
競走に出走できない。



05071 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第11競走 ��1，800�第48回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，25．2．16以降26．2．18まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

24 ラストインパクト 牡4青鹿55 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 61：45．3 2．7�

11 カ フ ナ 牡6黒鹿57 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：45．72� 20．9�

36 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－14 〃 アタマ 10．2�
59 ゼ ロ ス 牡5鹿 54 国分 恭介杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 508± 01：45．8� 21．0�
48 アロマティコ 牝5栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 ハナ 6．3	
47 ラブイズブーシェ 牡5黒鹿56 吉田 隼人小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 460－10 〃 ハナ 11．2

12 カルドブレッサ 牡6栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．33 7．7�
713 タムロスカイ 牡7栗 56 丸山 元気谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 490＋ 2 〃 ハナ 69．9�
815 サトノシュレン 牡6黒鹿54 松田 大作里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 480－ 41：46．4� 162．6
714 サンライズメジャー 牡5栗 55 蛯名 正義松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 474－141：46．5� 10．3�
35 エ デ ィ ン 牝5栗 52 藤田 伸二�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 460－ 2 〃 アタマ 21．0�
611 スマートギア 牡9栗 56 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 468＋ 61：46．6� 26．5�
816 シャトーブランシュ 牝4鹿 52 柴田 大知有限会社シルク清水 出美 安平 ノーザンファーム 460－121：47．02� 14．1�
23 ミヤジタイガ 牡4鹿 55 高倉 稜曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 498＋ 41：47．1クビ 39．5�
612 サクラプレジール 牝4青 52 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 474－141：47．84 87．4�

（15頭）
510 カシノピカチュウ 牡4鹿 54 太宰 啓介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 90，691，600円 複勝： 133，065，000円 枠連： 59，073，900円
馬連： 326，916，200円 馬単： 153，288，300円 ワイド： 116，197，600円
3連複： 496，375，200円 3連単： 834，656，200円 計： 2，210，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 500円 � 280円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 780円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 34，990円

票 数

単勝票数 差引計 906916（返還計 2574） 的中 � 273546（1番人気）
複勝票数 差引計1330650（返還計 5758） 的中 � 331296（1番人気）� 53798（10番人気）� 111150（4番人気）
枠連票数 差引計 590739（返還計 235） 的中 （1－2） 69275（1番人気）
馬連票数 差引計3269162（返還計 20484） 的中 �� 87706（9番人気）
馬単票数 差引計1532883（返還計 11424） 的中 �� 29933（9番人気）
ワイド票数 差引計1161976（返還計 11023） 的中 �� 26707（11番人気）�� 38133（4番人気）�� 10123（38番人気）
3連複票数 差引計4963752（返還計 56793） 的中 ��� 40737（27番人気）
3連単票数 差引計8346562（返還計 88519） 的中 ��� 17608（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．9―48．1―59．4―1：10．7―1：22．1―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．1．21生 牡4青鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 12戦5勝 賞金 133，049，000円
〔出走取消〕 カシノピカチュウ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 コスモラピュタ号・テイエムイナズマ号・プリンセスジャック号

05072 2月23日 晴 良 （26小倉1）第6日 第12競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 ニコールバローズ 牝5黒鹿55 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 446－ 41：07．8 2．6�
510 トキノゲンジ 牡6鹿 57 西田雄一郎中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 496－16 〃 クビ 4．3�
11 アブマーシュ 牝5鹿 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 482－ 81：08．0� 6．9�
611 ダイワスペシャル �6栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 488＋ 6 〃 クビ 26．7�
24 ビットスターダム 牡6芦 57 丸山 元気馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468＋ 2 〃 ハナ 37．6�
35 アイビーフォールド 牡7鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 462－ 6 〃 ハナ 42．2	
815 レヴァンタール �5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442± 0 〃 ハナ 12．9

48 エクセレントピーク 牝6鹿 55 柴田 大知飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 484＋101：08．1� 27．0�
612 タマモコントラバス 牡7黒鹿57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 B474＋ 41：08．2� 19．9
816 ダンツミュータント 牡5青鹿57 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 446－ 41：08．3クビ 9．7�
59 メ ロ ー ト 牡6黒鹿57 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 468－ 4 〃 クビ 18．4�
23 	 リアリーサムシング 牡6栗 57 高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 470－ 61：08．62 95．8�
47 エ キ ナ シ ア 牝6鹿 55 田中 博康�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 482－121：08．81
 103．8�
714 キャストロメファ 牝4鹿 55 杉原 誠人手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 450＋ 21：08．9� 143．0�
12 ノボプレシャス 牝5栗 55 中井 裕二�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 474－ 81：10．28 77．5�
713 ケントヒーロー 牡4栗 57 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 488± 01：10．52 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，656，400円 複勝： 53，135，400円 枠連： 23，809，400円
馬連： 101，690，700円 馬単： 45，018，300円 ワイド： 37，035，300円
3連複： 119，033，900円 3連単： 209，456，600円 計： 623，836，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 200円 枠 連（3－5） 570円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 270円 �� 380円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 計 346564 的中 � 108877（1番人気）
複勝票数 計 531354 的中 � 128672（1番人気）� 87094（2番人気）� 60478（3番人気）
枠連票数 計 238094 的中 （3－5） 31004（1番人気）
馬連票数 計1016907 的中 �� 124794（1番人気）
馬単票数 計 450183 的中 �� 28713（1番人気）
ワイド票数 計 370353 的中 �� 38537（1番人気）�� 23949（2番人気）�� 14335（4番人気）
3連複票数 計1190339 的中 ��� 66571（1番人気）
3連単票数 計2094566 的中 ��� 34261（1番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．8―44．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニコールバローズ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．8．6 小倉1着

2009．1．28生 牝5黒鹿 母 ブーケドレーヌ 母母 プリンセスシラオキ 21戦4勝 賞金 57，310，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 エキナシア号の騎手田中博康は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔その他〕 ケントヒーロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ケントヒーロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年3月23日まで出走できない。

３レース目



（26小倉1）第6日 2月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

221，070，000円
5，740，000円
1，990，000円
20，070，000円
59，520，500円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
284，011，000円
455，191，200円
167，908，100円
714，476，900円
404，669，700円
305，415，400円
1，055，829，700円
1，837，505，400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 5，225，007，400円

総入場人員 15，962名 （有料入場人員 14，701名）
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