
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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05013 2月8日 曇 重 （27小倉1）第2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

611 パイロキシン 牡3栗 56 D．バルジュー 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 482＋ 81：46．6 12．9�
（伊）

713 ス ク ワ ー ル 牡3青 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 21：46．92 10．3�

47 コ コ 牝3芦 54
52 △小崎 綾也副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 514－141：47．0クビ 4．6�

48 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 3．0�
714 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：47．1クビ 134．5�
815 アスターヴィガー 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 480－ 4 〃 クビ 8．2	
12 クラウンフレイム 牡3鹿 56 高倉 稜
クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 496－ 2 〃 アタマ 26．4�
59 ギンザセレクト 牡3青鹿56 勝浦 正樹有馬 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－101：47．2クビ 14．6�
510 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 520－ 41：47．41� 24．4
24 サンギルロイ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 武井 亮 日高 幾千世牧場 478＋14 〃 アタマ 196．3�
11 レジェンドパワー 牡3黒鹿56 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 434＋ 41：47．71� 36．5�
816 アングルゴア 牡3黒鹿56 田中 健大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 B464－ 4 〃 ハナ 98．0�
23 ジョーアラタ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 480＋ 8 〃 クビ 17．5�
35 メイショウメイザン 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 470± 01：48．01� 6．7�
36 キ ー セ ー ブ 牡3栗 56 二本柳 壮北前孔一郎氏 武市 康男 日高 村下 秀明 490－ 21：49．38 209．4�
612 ビ ッ グ フ ジ 牡3鹿 56 川須 栄彦�ビッグ 梅田 康雄 浦河 村下 清志 496＋301：49．93� 131．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，048，800円 複勝： 26，341，900円 枠連： 9，999，600円
馬連： 37，360，400円 馬単： 20，375，500円 ワイド： 22，200，800円
3連複： 52，490，300円 3連単： 64，505，200円 計： 249，322，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 520円 � 340円 � 170円 枠 連（6－7） 10，100円

馬 連 �� 10，220円 馬 単 �� 15，460円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，780円 �� 750円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 102，100円

票 数

単勝票数 計 160488 的中 � 9901（6番人気）
複勝票数 計 263419 的中 � 11051（8番人気）� 18163（6番人気）� 50905（1番人気）
枠連票数 計 99996 的中 （6－7） 767（27番人気）
馬連票数 計 373604 的中 �� 2833（35番人気）
馬単票数 計 203755 的中 �� 988（58番人気）
ワイド票数 計 222008 的中 �� 1635（40番人気）�� 3163（19番人気）�� 7996（7番人気）
3連複票数 計 524903 的中 ��� 2730（57番人気）
3連単票数 計 645052 的中 ��� 458（351番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．9―43．3―56．3―1：08．8―1：21．2―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パイロキシン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．8．10 新潟8着

2012．5．22生 牡3栗 母 イシノスティール 母母 プラチナウェーブ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ビッグフジ号の騎手川須栄彦は，前検量について注意義務を怠り戒告。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ロードステルス号
※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。

05014 2月8日 曇 重 （27小倉1）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

711 ニホンピロディール 牝4栗 55 D．バルジュー 小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444－ 6 58．2 4．0�
（伊）

22 レ デ ィ ー 牝5鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438－ 2 58．3� 5．0�
33 チェリーミルズ 牝5鹿 55

53 △小崎 綾也 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 474－ 4 〃 クビ 2．9�

814 キープレイヤー 牝4青鹿55 津村 明秀下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 498± 0 〃 ハナ 7．1�

813 カルブンクルス 牝6青 55 丸田 恭介髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 480－ 2 58．4� 22．8�
610 アワーズヒロイン 牝4鹿 55 中谷 雄太ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 456－ 6 58．61 131．0�
69 � プレシャスベガ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454± 0 〃 クビ 138．3	
45 ビットアリエス 牝4青鹿55 藤岡 佑介礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 436－ 4 58．7クビ 20．3

11 クラシックマーク 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 436＋ 4 58．91� 28．2�
46 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 古川 吉洋中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 0 59．0� 10．8�
712 トラストフェアリー 牝4栗 55 藤岡 康太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 434＋ 2 59．1� 23．7
34 � ファーマフレア 牝4芦 55

53 △岩崎 翼中西 功氏 谷原 義明 新ひだか タガミファーム 378－16 59．52� 44．5�
57 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 412－10 59．92� 69．0�
58 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 松山 弘平澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 484＋ 61：00．11	 51．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，806，700円 複勝： 24，249，500円 枠連： 9，251，900円
馬連： 28，712，300円 馬単： 17，534，000円 ワイド： 18，974，800円
3連複： 41，090，300円 3連単： 55，239，700円 計： 209，859，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（2－7） 850円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 310円 �� 280円 �� 300円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 148067 的中 � 29122（2番人気）
複勝票数 計 242495 的中 � 44145（3番人気）� 44981（2番人気）� 51721（1番人気）
枠連票数 計 92519 的中 （2－7） 8345（3番人気）
馬連票数 計 287123 的中 �� 21111（3番人気）
馬単票数 計 175340 的中 �� 7135（4番人気）
ワイド票数 計 189748 的中 �� 15473（3番人気）�� 17893（1番人気）�� 15984（2番人気）
3連複票数 計 410903 的中 ��� 31253（1番人気）
3連単票数 計 552397 的中 ��� 7418（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロディール �
�
父 サイレントディール �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2013．9．7 阪神5着

2011．4．7生 牝4栗 母 ニホンピロブリュレ 母母 ニホンピロダンス 21戦2勝 賞金 28，640，000円
〔発走状況〕 アブニール号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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２日



05015 2月8日 曇 良 （27小倉1）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ショウナンマキシム 牝3鹿 54
52 △小崎 綾也国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 404－ 81：09．5 8．8�

23 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 474－ 11：09．6� 46．0�
818 ワタシダイナマイト 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 448－ 21：09．7� 9．9�
12 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 486＋121：09．8� 12．2�
24 サイレンスラヴ 牝3鹿 54 松山 弘平河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 462＋ 2 〃 クビ 82．4�
612 セイントバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 474＋ 21：09．9クビ 10．4	
713 ノワールギャルソン 牡3黒鹿56 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 440＋ 81：10．0� 5．0

817 シ ン キ ロ ウ 牡3青鹿56 松田 大作野田 善己氏 高橋 義忠 新冠 中村 弘昭 444± 0 〃 クビ 2．9�
715 ヤマニンプチローブ 牝3栗 54 藤岡 佑介土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 428－ 81：10．32 81．4�
59 ペパーミント 牝3鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 434＋ 81：10．51� 25．4
714 ハーベストソング 牝3青鹿54 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 422＋ 61：10．6� 11．9�
48 クリノツーイーソー 牡3栗 56 勝浦 正樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 424± 01：10．81� 62．2�
36 ラブミーフウジン 牝3鹿 54 高倉 稜小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 404＋ 4 〃 クビ 54．7�
35 パ イ グ リ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦西森 鶴氏 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 430－ 81：10．9� 147．4�
47 オーヴェール 牝3栗 54

51 ▲原田 和真村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 410＋ 41：11．0� 76．1�
510 ユ ピ テ ル 牡3黒鹿56 津村 明秀�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 430＋20 〃 ハナ 138．8�
611 グラスブリーズ 牝3栗 54 杉原 誠人半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 436－ 8 〃 クビ 44．3�
11 シャイントラベラー 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 480＋181：11．21� 15．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，274，600円 複勝： 24，149，800円 枠連： 14，488，300円
馬連： 29，660，100円 馬単： 17，306，400円 ワイド： 19，131，700円
3連複： 44，469，200円 3連単： 56，449，700円 計： 221，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 330円 � 990円 � 330円 枠 連（2－8） 2，480円

馬 連 �� 15，840円 馬 単 �� 23，990円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 1，220円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 36，290円 3 連 単 ��� 224，860円

票 数

単勝票数 計 162746 的中 � 14727（3番人気）
複勝票数 計 241498 的中 � 20457（3番人気）� 5709（10番人気）� 20237（4番人気）
枠連票数 計 144883 的中 （2－8） 4517（8番人気）
馬連票数 計 296601 的中 �� 1451（46番人気）
馬単票数 計 173064 的中 �� 541（85番人気）
ワイド票数 計 191317 的中 �� 1100（44番人気）�� 4176（11番人気）�� 1346（41番人気）
3連複票数 計 444692 的中 ��� 919（106番人気）
3連単票数 計 564497 的中 ��� 182（641番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―11．6―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―46．3―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 ・（4，3）18（2，14，16）（7，9，11，17）10（8，13，15）（5，6）12－1 4 ・（4，3）18，2（14，16，17）（7，9，11，15）（8，13）10（6，12）5－1

勝馬の
紹 介

ショウナンマキシム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．1．19生 牝3鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 4戦1勝 賞金 7，550，000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。
（非抽選馬） 4頭 アイスイモン号・アルフェリーチェ号・ニシノフクオトコ号・ラブローレル号

05016 2月8日 晴 良 （27小倉1）第2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

36 ジャストフォーユー 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：48．9 5．0�
47 レジメンタル 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 436－ 61：49．0� 2．7�
510 アプリコットベリー 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 380－ 4 〃 クビ 13．8�

23 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：49．42� 3．3�
815 ヒロフォーシーズン 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 472－ 21：49．71� 12．2	
816 シゲルエイサー 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 466－ 61：50．02 31．9

59 ウインティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 400－ 4 〃 クビ 33．1�
612 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 高倉 稜西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 470± 01：50．1クビ 24．8�
611 コスモジョイジョイ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 日高 田端牧場 456－ 6 〃 クビ 11．7
11 パレスヘイロー 牡3黒鹿56 松田 大作西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 460± 01：50．42 85．2�
714 ステイバーニング 牡3黒鹿56 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 452－ 41：50．61	 62．7�
48 ラプンツェルダンス 牝3青鹿54 丸田 恭介大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 464－ 6 〃 クビ 169．2�
35 カシノリコーダー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 402－ 61：50．7� 374．8�
12 モアザンワーズ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 418－ 81：50．91	 402．9�
24 ユメハステズニ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 400－ 41：51．0� 268．1�
713 プリンセステンダリ 牝3芦 54 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 426± 01：51．21� 367．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，131，100円 複勝： 21，934，800円 枠連： 10，034，300円
馬連： 35，004，500円 馬単： 20，171，500円 ワイド： 20，088，100円
3連複： 45，826，100円 3連単： 67，865，400円 計： 239，055，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 150円 � 370円 枠 連（3－4） 700円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，290円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 181311 的中 � 28925（3番人気）
複勝票数 計 219348 的中 � 27856（3番人気）� 46122（2番人気）� 11872（7番人気）
枠連票数 計 100343 的中 （3－4） 11050（2番人気）
馬連票数 計 350045 的中 �� 39128（2番人気）
馬単票数 計 201715 的中 �� 10741（4番人気）
ワイド票数 計 200881 的中 �� 15644（2番人気）�� 3690（14番人気）�� 7870（6番人気）
3連複票数 計 458261 的中 ��� 11951（7番人気）
3連単票数 計 678654 的中 ��� 3398（34番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．3―12．3―12．8―12．3―11．9―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．3―47．6―1：00．4―1：12．7―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストフォーユー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．8．3 札幌9着

2012．1．31生 牡3鹿 母 トーセンフォーユー 母母 オールドスタッフ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レジメンタル号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エスティサプライズ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルドンタク号・ロードグロワール号



05017 2月8日 晴 良 （27小倉1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10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

44 サブトゥエンティ 牝3栗 54 D．バルジュー 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 430 ―2：06．5 4．6�
（伊）

33 タムロミラクル 牡3青鹿56 松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 480 ―2：06．82 1．5�
11 エーデルフラウ 牝3青鹿 54

52 △小崎 綾也 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 410 ―2：07．01� 5．1�
55 マッシヴランナー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 524 ― 〃 クビ 6．6�
22 ホシノオウジサマ 牡3黒鹿56 古川 吉洋菅藤 宗一氏 谷 潔 平取 有限会社中

田牧場 506 ―2：10．1大差 28．6�
（5頭）

売 得 金
単勝： 21，022，000円 複勝： 28，082，700円 枠連： 発売なし
馬連： 17，388，200円 馬単： 22，633，900円 ワイド： 11，972，600円
3連複： 21，094，900円 3連単： 111，263，500円 計： 233，457，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 120円 �� 200円 �� 120円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，910円

票 数

単勝票数 計 210220 的中 � 36540（2番人気）
複勝票数 計 280827 的中 � 46241（3番人気）� 141731（1番人気）
馬連票数 計 173882 的中 �� 41933（2番人気）
馬単票数 計 226339 的中 �� 20067（4番人気）
ワイド票数 計 119726 的中 �� 27034（1番人気）�� 11468（4番人気）�� 26835（2番人気）
3連複票数 計 210949 的中 ��� 56006（1番人気）
3連単票数 計1112635 的中 ��� 42230（7番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―13．1―14．6―13．6―12．7―12．5―11．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．7―38．8―53．4―1：07．0―1：19．7―1：32．2―1：43．9―1：55．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3
1
3
5（1，4）3，2・（5，4）3－1，2

2
4
5－1，4（2，3）・（5，4，3）－1－2

勝馬の
紹 介

サブトゥエンティ 	


父 キングカメハメハ 	



母父 フレンチデピュティ 初出走

2012．1．21生 牝3栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 メイショウカイヘイ号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

05018 2月8日 晴 重 （27小倉1）第2日 第6競走 ��1，700�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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713 マイネルボルソー 牡4鹿 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 476± 01：45．1 34．0�

36 デンコウリキ 牡5黒鹿 57
56 ☆松若 風馬田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 506－ 21：45．41� 4．4�

611 ジェイケイニュース 牡4栗 56 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476＋ 41：45．5� 66．5�
612 キングスクルーザー 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 16．2�
48 � コスモカウピリ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 500＋ 21：45．6� 7．6	
23 リスヴェリアート 牡5鹿 57 松山 弘平�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 446－ 2 〃 アタマ 8．7

510 グッドタイムロール 牝4栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 8 〃 ハナ 4．6�
59 � プ ラ ス ワ ン 牡4栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 466＋ 61：45．7クビ 150．2�
816 オ レ ア リ ア 牡5黒鹿 57

55 △小崎 綾也 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508－101：45．8� 6．4
815 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 446± 0 〃 ハナ 53．7�
47 ライフトップガン 牡5鹿 57 勝浦 正樹谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 490＋ 61：46．11� 40．4�
12 コスモソーク 牡5鹿 57 D．バルジュー �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 546－20 〃 ハナ 7．2�

（伊）

11 � セルリアンラッシュ 牡4青 56
54 △岩崎 翼�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B464± 01：47．16 176．8�

714 ファイネスト 牡4栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 21：47．95 25．3�

35 レッドジャイヴ 牡5青鹿 57
56 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム B464＋ 61：48．53� 26．8�

24 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 530＋ 41：48．6� 30．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，202，100円 複勝： 25，505，200円 枠連： 10，191，300円
馬連： 33，636，900円 馬単： 18，278，100円 ワイド： 21，347，000円
3連複： 47，371，100円 3連単： 63，623，800円 計： 237，155，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，400円 複 勝 � 1，220円 � 200円 � 1，590円 枠 連（3－7） 3，060円

馬 連 �� 11，740円 馬 単 �� 34，350円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 23，920円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 131，580円 3 連 単 ��� 678，340円

票 数

単勝票数 計 172021 的中 � 4046（11番人気）
複勝票数 計 255052 的中 � 4776（12番人気）� 42478（2番人気）� 3594（14番人気）
枠連票数 計 101913 的中 （3－7） 2577（18番人気）
馬連票数 計 336369 的中 �� 2219（44番人気）
馬単票数 計 182781 的中 �� 399（110番人気）
ワイド票数 計 213470 的中 �� 1373（43番人気）�� 228（107番人気）�� 1358（44番人気）
3連複票数 計 473711 的中 ��� 270（300番人気）
3連単票数 計 636238 的中 ��� 68（1597番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．6―55．2―1：07．6―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

マイネルボルソー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2013．6．29 函館2着

2011．4．29生 牡4鹿 母 スーパーマルトク 母母 エリットビーナス 16戦2勝 賞金 24，500，000円
〔制裁〕 セルリアンラッシュ号の騎手岩崎翼は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

グッドタイムロール号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 テイエムコンドル号
※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。



05019 2月8日 小雨 良 （27小倉1）第2日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

45 パリソワール 牡6栗 57 藤岡 康太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444＋122：39．4 48．1�
11 インプレショニスト 牝5鹿 55 D．バルジュー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 11．7�

（伊）

22 � ラルプデュエズ 牡5黒鹿 57
55 △小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 ハナ 1．8�

814 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 8．4�
46 ルーベンスクラフト 牝5栗 55

52 ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 472＋ 22：39．61� 110．5	

33 マッチボックス 牡4黒鹿56 松田 大作薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 510＋ 62：39．81� 5．7

58 サンドラバローズ 牝4鹿 54 勝浦 正樹猪熊 広次氏 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 402－ 62：39．9
 11．4�
57 レッドシェリフ 牡7栗 57

56 ☆松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 500－20 〃 ハナ 26．6�
34 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 42：40．11� 18．1
69 � キ ン コ バ ン 牡4栗 56 古川 吉洋熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 484－ 42：40．41
 62．7�
711� モ シ モ シ 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 402－ 82：41．03� 35．8�
712 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B458＋ 42：41．31
 88．1�

610 ウインステージ 牝4栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 382± 02：42．15 27．1�
813� ジュールドトネール 牡5青鹿57 松山 弘平吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 504－ 82：42．42 25．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，849，800円 複勝： 23，025，800円 枠連： 8，974，100円
馬連： 30，489，400円 馬単： 18，908，000円 ワイド： 18，468，100円
3連複： 46，199，300円 3連単： 74，166，700円 計： 236，081，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，810円 複 勝 � 480円 � 390円 � 110円 枠 連（1－4） 12，370円

馬 連 �� 18，260円 馬 単 �� 55，830円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 1，010円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 118，960円

票 数

単勝票数 計 158498 的中 � 2636（11番人気）
複勝票数 計 230258 的中 � 7122（8番人気）� 9114（7番人気）� 106740（1番人気）
枠連票数 計 89741 的中 （1－4） 562（30番人気）
馬連票数 計 304894 的中 �� 1294（42番人気）
馬単票数 計 189080 的中 �� 254（100番人気）
ワイド票数 計 184681 的中 �� 1000（45番人気）�� 4700（12番人気）�� 8512（4番人気）
3連複票数 計 461993 的中 ��� 4867（26番人気）
3連単票数 計 741667 的中 ��� 452（328番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．7―12．3―12．6―12．5―13．4―12．5―12．0―12．2―11．7―11．5―12．3

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�
13．0―24．7―36．4―48．7―1：01．3―1：13．8―1：27．2―1：39．7―1：51．7―2：03．9―2：15．6―2：27．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パリソワール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．10．10 東京12着

2009．2．4生 牡6栗 母 アサクサコンソメ 母母 メイクアウイッシュ 28戦2勝 賞金 22，288，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。

05020 2月8日 曇 良 （27小倉1）第2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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 メイショウライナー 牡5鹿 57 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 484＋ 61：08．0 3．5�
24 オールパーパス �4栗 57 川島 信二前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 21：08．21� 16．9�
48 サフランスカイ 牡4鹿 57 勝浦 正樹海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462± 0 〃 クビ 7．0�
23 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 21：08．3� 24．3�
612 グ ラ ン ツ 牡4黒鹿57 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋281：08．4クビ 113．0�
11 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

53 △小崎 綾也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 426＋101：08．5	 26．6	
12 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436± 0 〃 クビ 9．5

510 グレイングロース 牡5鹿 57 D．バルジュー �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B528＋121：08．6クビ 6．1�

（伊）

714 イ ス ル ギ 牝4黒鹿55 丸山 元気山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 444＋ 81：08．92 9．9

713 ベイビーイッツユー 牝5栗 55
52 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 456＋ 41：09．11 52．2�
36 スパイスシャワー 牝4鹿 55 川須 栄彦下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 B458－ 6 〃 アタマ 17．8�
816 アカノジュウロク 牝5鹿 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452＋ 41：09．2	 37．1�
35 フラワーハート 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 454－ 4 〃 ハナ 24．1�
818 ハプスブルク 牡5鹿 57 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454± 0 〃 クビ 28．4�
59 ブレイクアウト 牡4青鹿57 松田 大作安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482± 01：09．3� 14．1�
47 アグネスキズナ �5栗 57

56 ☆松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 488－ 41：09．72	 51．9�
715 バ ト ル ゾ ロ 牡5鹿 57 古川 吉洋宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 530－ 21：09．8	 28．3�
817
 ミサキジュエル 牝4鹿 55 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 448＋ 11：10．22	 101．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，584，200円 複勝： 20，718，800円 枠連： 10，832，600円
馬連： 36，371，300円 馬単： 17，567，700円 ワイド： 21，243，400円
3連複： 53，499，600円 3連単： 73，418，700円 計： 249，236，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 510円 � 210円 枠 連（2－6） 2，210円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 540円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 35，550円

票 数

単勝票数 計 155842 的中 � 34908（1番人気）
複勝票数 計 207188 的中 � 41822（1番人気）� 7990（9番人気）� 25825（3番人気）
枠連票数 計 108326 的中 （2－6） 3789（11番人気）
馬連票数 計 363713 的中 �� 8587（6番人気）
馬単票数 計 175677 的中 �� 2437（11番人気）
ワイド票数 計 212434 的中 �� 4208（6番人気）�� 10775（1番人気）�� 3245（15番人気）
3連複票数 計 534996 的中 ��� 5746（8番人気）
3連単票数 計 734187 的中 ��� 1497（40番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．7―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．3―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡5鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 20戦3勝 賞金 40，552，000円
〔制裁〕 グランツ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レーヴドプランス号
（非抽選馬） 2頭 サビーナクレスタ号・ナムラアッパー号
※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。



05021 2月8日 曇 重 （27小倉1）第2日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

36 � レ イ ア ロ ハ 牡5鹿 57 津村 明秀山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 516－ 61：44．2 42．2�

47 マイネルパイレーツ 牡5栗 57 D．バルジュー �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 518＋ 21：44．73 31．1�
（伊）

59 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 486－ 21：44．91	 8．5�
12 � サクラテイオー 牡6青鹿57 藤岡 康太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 494－ 21：45．0クビ 4．8�
510
 コスモナチュラル 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 488－ 61：45．42	 35．1	
23 テイエムコンドル 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 444－ 2 〃 ハナ 48．7

612 モ ズ ス タ ー 牡4鹿 56 古川 吉洋 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 宮内牧場 468－ 41：45．61 19．3�
611 オンワードハンター 牡4鹿 56

54 △小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 458－ 8 〃 アタマ 9．0�
815 ゼンノスサノヲ 牡4栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 486－ 6 〃 クビ 15．7
11 キングオブタイム 牡4黒鹿 56

55 ☆中井 裕二 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 500－ 8 〃 ハナ 20．9�
24 パーフェクトスコア 牡5青鹿 57

56 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 21：45．7クビ 4．6�

35 カシノカーム 牡4芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B474－ 21：45．8	 50．9�
48 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 496－ 61：46．97 9．9�
714
� サムライノモン 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Hargus Sexton
& Sandra Sexton 550± 01：47．32	 6．6�

713 ラルゴスパーダ �5鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 482－ 21：47．4� 33．4�
816� タマモエスプレッソ 牡7黒鹿 57

55 △岩崎 翼タマモ� 河内 洋 新ひだか フジワラフアーム 520＋121：50．7大差 30．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，756，600円 複勝： 30，516，400円 枠連： 15，921，400円
馬連： 51，712，500円 馬単： 25，153，200円 ワイド： 29，269，200円
3連複： 72，820，900円 3連単： 98，932，600円 計： 345，082，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 890円 � 890円 � 340円 枠 連（3－4） 8，830円

馬 連 �� 45，750円 馬 単 �� 99，810円

ワ イ ド �� 10，340円 �� 5，290円 �� 4，600円

3 連 複 ��� 157，390円 3 連 単 ��� 1，328，260円

票 数

単勝票数 計 207566 的中 � 3930（14番人気）
複勝票数 計 305164 的中 � 8580（11番人気）� 8590（10番人気）� 26061（5番人気）
枠連票数 計 159214 的中 （3－4） 1397（30番人気）
馬連票数 計 517125 的中 �� 876（104番人気）
馬単票数 計 251532 的中 �� 189（203番人気）
ワイド票数 計 292692 的中 �� 727（93番人気）�� 1429（69番人気）�� 1648（56番人気）
3連複票数 計 728209 的中 ��� 347（381番人気）
3連単票数 計 989326 的中 ��� 54（2648番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．3―12．7―12．4―12．7―12．4―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―28．8―41．5―53．9―1：06．6―1：19．0―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�レ イ ア ロ ハ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Most Welcome

2010．2．10生 牡5鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 13戦2勝 賞金 13，700，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモエスプレッソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月8日まで平地
競走に出走できない。

※テイエムコンドル号は，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。

05022 2月8日 小雪 良 （27小倉1）第2日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

44 マジックシャトル 牡3栗 56 藤岡 康太林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 490－ 41：08．1 5．1�
22 アグネスユーリヤ 牡3鹿 56 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 ハナ 35．6�
710 ゲンキチハヤブサ �3栗 56 丸山 元気荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 448－ 4 〃 クビ 9．0�
11 シ ラ ユ キ 牝3芦 54 丸田 恭介ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋101：08．31� 2．1�
33 ナリノネーヴェ 牝3芦 54 吉田 隼人成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 408＋141：08．4クビ 71．3�
55 ゲネラルプローベ 牡3鹿 56 小崎 綾也前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 462± 01：08．61� 7．9	
812 アカリアイドル 牝3栗 54 D．バルジュー 小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 468＋ 2 〃 クビ 19．6


（伊）

68 ロ ッ ト リ ー 牝3鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 422－ 41：08．81� 10．2�
79 マイティティー 牝3鹿 54 松田 大作五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：09．22	 15．3�
56 メイショウオヤシオ �3栗 56 高倉 稜松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448－101：09．3
 104．4
811 マズイマズイウマイ 牡3栗 56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B506＋121：09．51	 17．4�
67 タムロダイチ 牡3鹿 56 松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 498＋ 21：09．81
 31．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，569，400円 複勝： 30，875，600円 枠連： 17，046，400円
馬連： 62，533，700円 馬単： 34，479，200円 ワイド： 28，659，100円
3連複： 78，557，600円 3連単： 144，999，400円 計： 425，720，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 550円 � 240円 枠 連（2－4） 7，770円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 880円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 14，730円 3 連 単 ��� 82，640円

票 数

単勝票数 計 285694 的中 � 44648（2番人気）
複勝票数 計 308756 的中 � 46745（3番人気）� 12220（9番人気）� 33916（4番人気）
枠連票数 計 170464 的中 （2－4） 1699（19番人気）
馬連票数 計 625337 的中 �� 7213（23番人気）
馬単票数 計 344792 的中 �� 2477（34番人気）
ワイド票数 計 286591 的中 �� 4399（20番人気）�� 8703（9番人気）�� 2595（33番人気）
3連複票数 計 785576 的中 ��� 3998（47番人気）
3連単票数 計1449994 的中 ��� 1272（262番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―44．8―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 ・（4，11）（1，7）8，10（2，5）（9，12）（3，6） 4 ・（4，11）1（8，10，7）（2，5，12）（3，9，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マジックシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2014．7．5 函館9着

2012．3．16生 牡3栗 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 6戦2勝 賞金 16，946，000円
〔制裁〕 マズイマズイウマイ号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成27年2月14日の騎乗を停止。
〔調教再審査〕 マズイマズイウマイ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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。



05023 2月8日 小雪 良 （27小倉1）第2日 第11競走 ��
��2，000�

だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

56 ハピネスダンサー 牝4鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496＋201：59．0 4．7�
69 ゲットアテープ 牡4鹿 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514－ 21：59．21� 5．8�
710 リングネブラ 牝6黒鹿55 二本柳 壮吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：59．3	 28．5�
812 テイエムダイパワー 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486± 01：59．4
 3．8�
22 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472－ 41：59．5	 4．9�

（伊）

11 � メイショウエゾフジ 牡5黒鹿57 黛 弘人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 468－121：59．6
 9．3	
33 テ ィ ア ー モ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 438－ 61：59．7クビ 9．4

44 ゴールドブライアン 牡7青鹿57 丸山 元気杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 474＋ 41：59．8	 16．1�
813 ナリタスカイ 牝6黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 424± 02：00．01� 54．6�
68 レンブラント 牡4黒鹿56 勝浦 正樹田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 482－ 22：00．1	 27．1
45 リフトザウイングス 牡7青鹿57 藤懸 貴志 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 526－ 42：00．31� 39．4�
57 � アルティスト 牡8鹿 57 松田 大作塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 488± 02：00．51 152．6�
711 スリーロブロイ 牡6鹿 57 岩崎 翼永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452± 02：00．82 107．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，345，700円 複勝： 45，714，700円 枠連： 27，156，300円
馬連： 140，003，200円 馬単： 66，419，000円 ワイド： 51，543，500円
3連複： 179，719，900円 3連単： 309，810，100円 計： 854，712，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 200円 � 510円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，100円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 31，440円

票 数

単勝票数 計 343457 的中 � 57870（2番人気）
複勝票数 計 457147 的中 � 63213（4番人気）� 65811（3番人気）� 18818（8番人気）
枠連票数 計 271563 的中 （5－6） 17340（4番人気）
馬連票数 計1400032 的中 �� 81483（5番人気）
馬単票数 計 664190 的中 �� 23533（6番人気）
ワイド票数 計 515435 的中 �� 23247（6番人気）�� 6098（25番人気）�� 6859（22番人気）
3連複票数 計1797199 的中 ��� 14168（33番人気）
3連単票数 計3098101 的中 ��� 7142（122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―13．2―12．4―12．1―12．0―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．7―33．9―47．1―59．5―1：11．6―1：23．6―1：35．4―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝4鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 9戦3勝 賞金 37，860，000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。

05024 2月8日 小雪 良 （27小倉1）第2日 第12競走 ��1，800�
ひ た

日 田 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

59 ア カ ネ イ ロ 牝4栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 496＋101：48．1 8．2�
24 サ グ レ ス 牝4黒鹿54 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 58．8�
714 コスモメリー 牝4鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 446＋141：48．31� 7．7�
816 センセーション 牝4鹿 54 D．バルジュー 田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 476－ 2 〃 ハナ 4．6�

（伊）

815 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 478－ 2 〃 ハナ 45．6�
612� ダノンサイクロン 牝4青鹿54 藤岡 康太	ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 456＋10 〃 クビ 60．3

12 マイネマレフィカ 牝4栗 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442± 01：48．4クビ 18．6�
611 ビキニスタイル 牝4黒鹿54 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 41：48．5� 3．5�
23 ピサノベッテル 牝6黒鹿55 藤岡 佑介市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454± 0 〃 クビ 14．1
47 エアマチュール 牝4青鹿54 松田 大作 	ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 438－121：48．6� 9．2�
48 ヤマニンシェリル 牝5栗 55 丸山 元気土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 454－161：48．7� 13．4�
35 � クリノハッチャン 牝4鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 456－ 61：48．8� 35．4�
713 シードオブハピネス 牝4黒鹿54 川須 栄彦	G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 432± 01：48．9	 40．5�
510 マルクナッテ 牝4栗 54 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 404－14 〃 クビ 15．8�
36 ラ グ タ イ ム 牝4鹿 54 中井 裕二小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 430－ 21：49．0クビ 158．4�
11 ウ メ 牝4栗 54 高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B448－ 81：49．21� 65．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，760，100円 複勝： 45，513，000円 枠連： 25，179，600円
馬連： 91，265，800円 馬単： 42，531，700円 ワイド： 44，729，000円
3連複： 123，857，200円 3連単： 180，926，400円 計： 587，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 1，500円 � 260円 枠 連（2－5） 3，000円

馬 連 �� 29，280円 馬 単 �� 48，700円

ワ イ ド �� 8，100円 �� 1，620円 �� 6，550円

3 連 複 ��� 85，220円 3 連 単 ��� 560，560円

票 数

単勝票数 計 337601 的中 � 32795（4番人気）
複勝票数 計 455130 的中 � 42262（4番人気）� 6602（15番人気）� 52322（3番人気）
枠連票数 計 251796 的中 （2－5） 6503（14番人気）
馬連票数 計 912658 的中 �� 2415（74番人気）
馬単票数 計 425317 的中 �� 655（128番人気）
ワイド票数 計 447290 的中 �� 1405（73番人気）�� 7306（16番人気）�� 1742（63番人気）
3連複票数 計1238572 的中 ��� 1090（223番人気）
3連単票数 計1809264 的中 ��� 234（1377番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．8―48．2―1：00．6―1：13．0―1：24．7―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア カ ネ イ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京3着

2011．5．14生 牝4栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ 8戦2勝 賞金 19，785，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スマートルピナス号
（非抽選馬） 1頭 ガルデルスリール号
※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。

３レース目



（27小倉1）第2日 2月8日（日曜日） 曇一時晴一時雨後雪 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 174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 手 当

166，370，000円
3，140，000円
7，360，000円
1，350，000円
14，170，000円
65，282，000円
4，498，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
252，351，100円
346，628，200円
159，075，800円
594，138，300円
321，358，200円
307，627，300円
806，996，400円
1，301，201，200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 4，089，376，500円

総入場人員 8，601名 （有料入場人員 7，709名）
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