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05025 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 オルフィーク 牝3青鹿 54
51 ▲原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 488＋ 8 59．7 7．5�

711 オレンジピークス 牡3鹿 56 藤岡 康太西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 516－ 8 59．8� 2．4�
712 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B466－ 21：00．11� 12．4�
46 ロードワイルド 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム B426± 01：00．2� 27．8�
57 ティアップサンダー 牡3黒鹿56 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476＋ 4 〃 アタマ 25．0�
33 ピュウモッソ 牡3青鹿56 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 488＋ 81：00．41� 18．4	
813 サンライズシーズン 牡3栗 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 440－ 8 〃 ハナ 24．9

45 トリアンドルス 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 454＋ 21：00．5クビ 6．3�
34 ニンニクマン 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 462－ 81：00．71� 5．5�
610 ダイヤモンドハート 牝3鹿 54 杉原 誠人村田 哲朗氏 牧田 和弥 平取 二風谷ファーム 466－ 41：00．91 19．2
814 ラブミラーボード 牝3芦 54 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 412－ 6 〃 ハナ 45．9�
58 パープルドリーム 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 470－ 8 〃 アタマ 35．7�
11 リッシンレモン 牝3鹿 54 嶋田 純次小原 該一氏 作田 誠二 新冠 村上牧場 444± 01：01．96 210．5�
69 アマテラスヴィッチ 牝3鹿 54 国分 恭介森 長義氏 藤沢 則雄 新冠 村上 雅規 472－ 81：02．0� 49．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，817，200円 複勝： 25，440，400円 枠連： 9，171，400円
馬連： 30，355，100円 馬単： 18，310，800円 ワイド： 20，384，700円
3連複： 44，696，000円 3連単： 59，564，800円 計： 222，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 170円 � 130円 � 220円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，020円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 148172 的中 � 15801（4番人気）
複勝票数 計 254404 的中 � 35860（3番人気）� 67179（1番人気）� 22977（5番人気）
枠連票数 計 91714 的中 （2－7） 7390（4番人気）
馬連票数 計 303551 的中 �� 20797（3番人気）
馬単票数 計 183108 的中 �� 4846（9番人気）
ワイド票数 計 203847 的中 �� 11521（5番人気）�� 4780（11番人気）�� 11783（4番人気）
3連複票数 計 446960 的中 ��� 12613（7番人気）
3連単票数 計 595648 的中 ��� 2426（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．9―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルフィーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2014．6．8 東京15着

2012．4．3生 牝3青鹿 母 バ デ ィ 母母 ウエストバイノースウエスト 11戦1勝 賞金 12，600，000円
〔制裁〕 サンライズシーズン号の調教師牧浦充徳は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

05026 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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

612 ディグニファイド 牡3栗 56 勝浦 正樹 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：48．2 2．9�
713� エルブダムール 牡3栗 56 D．バルジュー 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 490－ 61：48．62� 48．0�
（伊）

48 ルナマジック 牡3鹿 56 北村 友一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 482－ 21：48．7	 33．1�
36 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 504－ 81：48．8クビ 4．8�
12 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 藤岡 康太大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 480＋ 21：48．9	 23．8	
816 ステージインパクト 牡3黒鹿 56

54 △岩崎 翼一村 哲也氏 
島 一歩 日高 高山牧場 480± 01：49．11 5．6

59 マロンマロン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 21：49．2	 23．5�

35 ロードステルス 牡3鹿 56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 41：49．3� 43．1�

510 トップリバティ 牡3黒鹿56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 522＋121：49．4クビ 106．7
611 テイエムダイバート 牡3青 56 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 広富牧場 486± 0 〃 ハナ 9．1�
11 コンゴウヒーロー 牡3芦 56 藤岡 佑介金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 540－ 8 〃 クビ 29．0�
714 ショウサンカーズ 牡3鹿 56 松山 弘平鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 478＋ 4 〃 ハナ 12．5�
815 サンビショップ �3栗 56 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 464－ 81：49．71	 28．0�
23 リッシンハレルヤ 牡3栗 56 吉田 隼人小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470－201：50．12� 26．6�
24 キタサングットマン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�大野商事 古賀 史生 浦河 北光牧場 462－ 21：50．52� 232．7�
47 バ ニ ス タ ー 牡3青鹿56 藤田 伸二村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 B502± 01：52．7大差 15．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，994，000円 複勝： 23，139，900円 枠連： 10，179，000円
馬連： 26，462，400円 馬単： 15，143，300円 ワイド： 17，018，800円
3連複： 37，238，800円 3連単： 49，784，900円 計： 192，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 1，910円 � 940円 枠 連（6－7） 1，280円

馬 連 �� 9，060円 馬 単 �� 13，910円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，480円 �� 19，000円

3 連 複 ��� 66，970円 3 連 単 ��� 343，750円

票 数

単勝票数 計 139940 的中 � 37520（1番人気）
複勝票数 計 231399 的中 � 49504（1番人気）� 2531（14番人気）� 5364（12番人気）
枠連票数 計 101790 的中 （6－7） 6118（4番人気）
馬連票数 計 264624 的中 �� 2263（30番人気）
馬単票数 計 151433 的中 �� 816（48番人気）
ワイド票数 計 170188 的中 �� 1359（37番人気）�� 3037（14番人気）�� 226（97番人気）
3連複票数 計 372388 的中 ��� 417（172番人気）
3連単票数 計 497849 的中 ��� 105（935番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．0―13．1―13．0―13．2―12．9―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―43．1―56．1―1：09．3―1：22．2―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
9（12，16）10，13，1（2，7，14）5（3，15）（8，11）（4，6）
9，12，16（10，13，14）（2，1，5）（8，3，11）6（15，7）4

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

勝馬の
紹 介

ディグニファイド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2014．8．10 新潟7着

2012．4．11生 牡3栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ステージインパクト号の騎手岩崎翼は，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50，000円。（被害馬：14番・

1番）
※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 フクノドービル号
※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３日



05027 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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

11 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434＋ 21：08．4 3．7�
59 マルヨバクシン 牝3栗 54 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 480＋ 4 〃 クビ 3．9�
23 ベーリングメファ 牝3栗 54 丸山 元気手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 432－ 41：08．71� 4．4�
715 クラウンシトラス 牝3栗 54 吉田 隼人矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 466± 0 〃 クビ 7．8�
510 リベルテラミューズ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 392－ 41：09．33� 96．7�
611 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 476＋ 2 〃 クビ 16．7	
48 グラマラスカーヴ 牝3黒鹿54 藤田 伸二吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 426＋101：09．4� 10．9

816 カプリオーレ 牝3黒鹿54 D．バルジュー �ローレルレーシング 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 436＋ 2 〃 アタマ 24．3�

（伊）

35 エレディータ 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：09．5クビ 13．3
47 イ デ ィ ル 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 〃 クビ 294．8�
713 エターナルスカイ 牝3鹿 54 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 436＋ 81：09．71� 22．2�
12 ジーンノワール 牝3黒鹿54 川須 栄彦国田 正忠氏 友道 康夫 浦河 高村牧場 388± 0 〃 ハナ 109．2�
612 セ ン グ ウ 牝3栗 54 北村 友一重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 446－121：09．91� 95．1�
24 ヒノキノカホリ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 448± 01：10．32� 76．5�
818 プリンセスルビー 牝3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 秋場牧場 396－ 41：10．72� 311．1�
817 マリアペスカ 牝3鹿 54 松田 大作山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B440－121：11．44 98．9�
36 コウエイナデシコ 牝3栗 54 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 426－ 41：11．72 277．6�
714 テイエムカガヤケ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム
牧場株式会社 464＋201：14．7大差 364．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，141，000円 複勝： 22，142，700円 枠連： 9，794，700円
馬連： 30，100，900円 馬単： 15，953，500円 ワイド： 19，198，600円
3連複： 42，860，400円 3連単： 55，655，700円 計： 211，847，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 161410 的中 � 34418（1番人気）
複勝票数 計 221427 的中 � 37891（3番人気）� 44317（1番人気）� 39016（2番人気）
枠連票数 計 97947 的中 （1－5） 8249（3番人気）
馬連票数 計 301009 的中 �� 23154（3番人気）
馬単票数 計 159535 的中 �� 5282（6番人気）
ワイド票数 計 191986 的中 �� 12266（3番人気）�� 19323（1番人気）�� 14020（2番人気）
3連複票数 計 428604 的中 ��� 29085（1番人気）
3連単票数 計 556557 的中 ��� 5585（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 ・（7，9，15）－（1，10）（4，11）（3，5）8（16，17，12）2－13，18，6－14 4 ・（7，9）（1，15）10（3，4，11）5（16，8）12（2，17）－13－18－6＝14

勝馬の
紹 介

ユメノマイホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．14 函館10着

2012．2．19生 牝3栗 母 ニシノユメヲミセテ 母母 ア フ ァ フ 14戦1勝 賞金 20，650，000円
〔発走状況〕 コウエイナデシコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コウエイナデシコ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウエイナデシコ号・テイエムカガヤケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

3月14日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナンシー号
※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。

05028 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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

12 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿 56
54 △岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 480－ 61：48．0 3．2�

612 エメラルドビーム 牝3鹿 54 津村 明秀北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 486－ 81：48．42� 57．8�
35 ビセックスタイル 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 01：48．82� 54．3�
24 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 476－ 2 〃 ハナ 6．2�
36 ブルールーク 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 476－ 4 〃 ハナ 14．0�
48 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 アタマ 18．1	
510 ウソハッピャク 牡3栗 56 D．バルジュー 小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456＋ 41：48．9クビ 7．2


（伊）

47 ネージュドール 牡3芦 56 藤岡 佑介池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 426－ 2 〃 アタマ 15．1�
713 パブリックフレンド 牡3青 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 466－12 〃 ハナ 27．5�
611 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 458＋ 21：49．22 3．7
23 メイショウナゴミ 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 438＋ 2 〃 ハナ 11．6�
815 ファルブナイト �3鹿 56 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 シンボリ牧場 472－ 61：49．62� 123．3�
59 ジュンヌフィーユ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新ひだか タイヘイ牧場 396－ 61：50．02� 204．8�
11 ユ ウ ヅ ツ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 41：50．95 145．4�
714 イチザサムライ 牡3栗 56

53 ▲義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 サンローゼン 458＋ 21：51．75 247．3�
816 スカイナイト 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 壮史氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 522± 01：51．8� 144．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，489，600円 複勝： 23，200，900円 枠連： 9，294，500円
馬連： 28，203，700円 馬単： 15，895，200円 ワイド： 17，034，800円
3連複： 36，401，900円 3連単： 50，375，000円 計： 195，895，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 990円 � 1，190円 枠 連（1－6） 770円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 11，120円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 2，820円 �� 26，680円

3 連 複 ��� 121，880円 3 連 単 ��� 405，790円

票 数

単勝票数 計 154896 的中 � 37867（1番人気）
複勝票数 計 232009 的中 � 56481（1番人気）� 4863（10番人気）� 3986（11番人気）
枠連票数 計 92945 的中 （1－6） 9259（2番人気）
馬連票数 計 282037 的中 �� 2667（27番人気）
馬単票数 計 158952 的中 �� 1072（40番人気）
ワイド票数 計 170348 的中 �� 1738（31番人気）�� 1570（33番人気）�� 162（102番人気）
3連複票数 計 364019 的中 ��� 224（199番人気）
3連単票数 計 503750 的中 ��� 90（794番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．7―12．5―12．2―12．2―11．8―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．1―48．6―1：00．8―1：13．0―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアツレッタ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．12．13 阪神6着

2012．5．16生 牡3黒鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 4戦1勝 賞金 6，800，000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 エスティサヴィ号
※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。



05029 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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 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

34 トウカイメリー 牝6青鹿 55
52 ▲義 英真内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 448＋ 61：46．6 7．6�

610 エスティレジェンド 牝4黒鹿54 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 442－ 21：47．02� 27．6�

46 � アルティメイトラブ 牝6黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482－ 61：47．32 14．3�
69 � ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 藤田 伸二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 520± 01：47．83 44．5�
712 モンシュシュ 牝5鹿 55 松田 大作 	グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 510－14 〃 ハナ 3．1

58 ムーントラベラー 牝4鹿 54 高倉 稜吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 452＋221：48．33 16．2�
11 オーシャンブルグ 牝4鹿 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 436＋ 21：48．4� 2．7�
813 クラシックマーク 牝4栗 54 丸田 恭介小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 440＋ 41：48．5クビ 68．4
711 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿54 国分 恭介伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 492－ 21：48．6� 35．0�
33 ダ ニ カ 牝4黒鹿54 D．バルジュー 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 518－ 21：49．13 9．9�
（伊）

45 ブルーバレット 牝5黒鹿 55
52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B464± 01：49．41� 12．6�

57 スヴァラッシー 牝4青鹿54 丸山 元気吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 452－ 61：49．61 90．3�
22 ス ペ リ オ ル 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 472－241：49．81� 158．2�
814 アイネクライネ 牝5芦 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 474＋141：51．29 81．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，309，400円 複勝： 20，716，100円 枠連： 11，011，400円
馬連： 29，249，300円 馬単： 18，895，700円 ワイド： 19，923，300円
3連複： 40，721，100円 3連単： 62，704，100円 計： 218，530，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 760円 � 390円 枠 連（3－6） 3，500円

馬 連 �� 9，580円 馬 単 �� 21，020円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，520円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 36，100円 3 連 単 ��� 193，440円

票 数

単勝票数 計 153094 的中 � 15982（3番人気）
複勝票数 計 207161 的中 � 20025（3番人気）� 6482（9番人気）� 14116（5番人気）
枠連票数 計 110114 的中 （3－6） 2435（13番人気）
馬連票数 計 292493 的中 �� 2365（31番人気）
馬単票数 計 188957 的中 �� 674（59番人気）
ワイド票数 計 199233 的中 �� 2236（26番人気）�� 3426（16番人気）�� 1515（35番人気）
3連複票数 計 407211 的中 ��� 846（96番人気）
3連単票数 計 627041 的中 ��� 235（519番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．5―12．6―12．8―13．1―12．9―12．9―12．9

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイメリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．4．7 阪神5着

2009．5．31生 牝6青鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン 18戦1勝 賞金 24，060，000円
［他本会外：2戦1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。

05030 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時40分 （ダート・右）
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
56．9
56．9

重
重

610 ナリタモード 牝4栗 55 藤岡 康太�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 438－ 2 59．3 5．1�
57 � ストームジャガー 牡5鹿 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 492＋ 2 59．51	 3．5�
11 � ヴードゥーフェスト 牡5青鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 540－ 4 59．71
 32．1�
45 ルスナイプリンセス 牝4鹿 55 松田 大作�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504± 0 59．91	 19．3�
813 ソアリングホーク 牡4鹿 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492＋ 41：00．32
 27．1	
814� トーコーヴィオラ 牝5黒鹿55 D．バルジュー 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 17．5


（伊）

58 ディアジースター 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B470± 0 〃 ハナ 16．2�
33 � ロケットダッシュ 牡5鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 488－ 21：00．51	 2．7�
711� ブルーモントレー 牝5栗 55 黛 弘人須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC B472－ 4 〃 ハナ 44．3�
34 マダムアグライア 牝4鹿 55 吉田 隼人髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 490± 0 〃 ハナ 11．4�
69 � エクセレンフレール 牡5鹿 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 516± 0 〃 アタマ 25．8�
46 � クリノツネチャン 牝4栗 55 国分 恭介栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 428－ 61：00．7� 113．5�
22 � エヌワイグレース 牝6鹿 55

52 ▲長岡 禎仁サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 476＋ 21：00．91
 376．9�
712 アタッキングゾーン 7鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 506＋241：01．11
 79．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，654，100円 複勝： 18，240，400円 枠連： 8，923，600円
馬連： 27，263，900円 馬単： 16，682，300円 ワイド： 17，372，400円
3連複： 37，707，900円 3連単： 57，534，100円 計： 198，378，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 160円 � 440円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 500円 �� 3，900円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 18，110円 3 連 単 ��� 81，620円

票 数

単勝票数 計 146541 的中 � 22681（3番人気）
複勝票数 計 182404 的中 � 26714（3番人気）� 36795（2番人気）� 8157（8番人気）
枠連票数 計 89236 的中 （5－6） 8099（3番人気）
馬連票数 計 272639 的中 �� 14614（3番人気）
馬単票数 計 166823 的中 �� 4610（8番人気）
ワイド票数 計 173724 的中 �� 9641（3番人気）�� 1083（43番人気）�� 2427（20番人気）
3連複票数 計 377079 的中 ��� 1561（59番人気）
3連単票数 計 575341 的中 ��� 511（231番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタモード �
�
父 ナリタセンチュリー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．3．23 阪神2着

2011．4．15生 牝4栗 母 ナリタルナパーク 母母 ル ナ パ ー ク 9戦2勝 賞金 19，100，000円
〔制裁〕 ヴードゥーフェスト号の騎手藤岡佑介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・14番）
※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。



05031 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3日 第7競走 ��1，200�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 7，000，000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

47 ロマネクイーン 牝5鹿 55 西田雄一郎村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B478＋ 21：08．4 22．6�
59 イルーシヴキャット 牝4栗 55

53 △岩崎 翼 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 458－16 〃 クビ 18．5�
715 ボストンサクラ 牝6黒鹿55 北村 友一ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438－141：08．5� 45．9�
611 ショウナンバクフウ 牝4鹿 55 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 446＋ 21：08．6� 17．9�
23 エクスパーシヴ 牝5鹿 55 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 484＋ 21：08．7� 10．4	
36 コスモマイルール 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 430－111：08．8クビ 97．3

12 クリノコマチ 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450± 0 〃 ハナ 14．8�
510 ニナフェアリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 436－12 〃 クビ 57．7�
817 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456－ 81：08．9クビ 4．6
714 フラワーハート 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 448－ 6 〃 アタマ 127．6�
612 ガートルード 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋16 〃 ハナ 8．0�
818 オールオブナイト 牝4黒鹿55 D．バルジュー 市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 ハナ 6．4�

（伊）

48 ダイワソフィー 牝4芦 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋ 21：09．0� 3．8�
11 スピーディユウマ 牝5青鹿 55

52 ▲伴 啓太竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－ 41：09．1クビ 14．7�

24 � キュールエアリス 牝5青鹿 55
52 ▲義 英真岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 462＋ 4 〃 クビ 148．2�

713 ホオポノポノ 牝5鹿 55 黛 弘人松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 450＋221：09．2クビ 25．4�

35 カシノラピス 牝6栗 55 竹之下智昭柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448＋221：09．83� 300．6�
816 ヨザクラオシチ 牝4栗 55 高倉 稜福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 478＋ 21：10．11� 229．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，120，600円 複勝： 22，713，200円 枠連： 14，457，500円
馬連： 32，950，900円 馬単： 17，097，900円 ワイド： 19，929，200円
3連複： 44，351，200円 3連単： 63，632，500円 計： 231，253，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 690円 � 760円 � 870円 枠 連（4－5） 3，030円

馬 連 �� 13，140円 馬 単 �� 26，220円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 5，770円 �� 6，440円

3 連 複 ��� 131，470円 3 連 単 ��� 688，560円

票 数

単勝票数 計 161206 的中 � 5702（10番人気）
複勝票数 計 227132 的中 � 8794（9番人気）� 7966（10番人気）� 6857（11番人気）
枠連票数 計 144575 的中 （4－5） 3689（13番人気）
馬連票数 計 329509 的中 �� 1943（53番人気）
馬単票数 計 170979 的中 �� 489（105番人気）
ワイド票数 計 199292 的中 �� 1142（55番人気）�� 891（65番人気）�� 797（70番人気）
3連複票数 計 443512 的中 ��� 253（316番人気）
3連単票数 計 636325 的中 ��� 67（1808番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．5―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロマネクイーン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．6．30 函館7着

2010．4．30生 牝5鹿 母 リストレーション 母母 リ セ ス 25戦2勝 賞金 24，170，000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 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。

05032 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3日 第8競走 ��2，000�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，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

33 シ ホ ウ 牡4鹿 56 丸山 元気�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 508－ 42：00．5 1．8�
55 � ダノンロンシャン 牡4芦 56 D．バルジュー �ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 472－112：00．71� 8．8�

（伊）

810 ピースメーカー 牡4鹿 56 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－102：01．01� 22．4�

44 サダムロードショー 牡5鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 62：01．21	 6．0�

11 サンマルホーム 牡5栗 57 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B438＋ 42：01．3� 15．0	

22 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿56 吉田 隼人�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－ 8 〃 クビ 3．8

89 ファイネストアワー 牡4栗 56 丸田 恭介矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 456＋102：01．4クビ 39．9�
66 マイネルナタリス 牡8黒鹿57 丹内 祐次 �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 468＋ 4 〃 クビ 78．1�
78 キボウダクリチャン 牝6栗 55

52 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 466＋ 22：01．61	 63．6
77 � マイアミムーン 
5黒鹿57 松田 大作吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 442－ 8 〃 クビ 106．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，949，700円 複勝： 23，690，300円 枠連： 7，925，300円
馬連： 24，239，200円 馬単： 19，061，500円 ワイド： 14，922，300円
3連複： 33，867，000円 3連単： 76，619，600円 計： 220，274，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 370円 枠 連（3－5） 870円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 320円 �� 620円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 199497 的中 � 85695（1番人気）
複勝票数 計 236903 的中 � 108681（1番人気）� 21158（4番人気）� 9001（6番人気）
枠連票数 計 79253 的中 （3－5） 7046（3番人気）
馬連票数 計 242392 的中 �� 23114（3番人気）
馬単票数 計 190615 的中 �� 12944（4番人気）
ワイド票数 計 149223 的中 �� 13535（3番人気）�� 6031（7番人気）�� 1922（18番人気）
3連複票数 計 338670 的中 ��� 6283（13番人気）
3連単票数 計 766196 的中 ��� 5404（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―13．2―12．6―12．2―11．8―11．6―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．3―49．5―1：02．1―1：14．3―1：26．1―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ホ ウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー 2013．11．10 京都7着

2011．2．22生 牡4鹿 母 ゴ コ ウ 母母 Moment of Truth 8戦2勝 賞金 18，867，000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。



05033 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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

23 � シングンカイロス 牡6鹿 57
54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474± 01：46．5 25．8�

22 イノセンテス 牡4鹿 56 藤岡 康太小河 一�氏 野中 賢二 平取 清水牧場 464－ 41：46．82 3．5�
814 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454－ 41：47．01 10．9�
610� チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478－ 61：47．1� 28．2�
47 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 B478＋ 4 〃 クビ 110．6�
611� ナリタマクリス 牡6栗 57 北村 友一	オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 ハナ 59．0

35 カ ッ サ イ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 488－ 41：47．2� 32．5�
815 ハーマンミュート �5青鹿57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス	 中内田充正 千歳 社台ファーム B492＋ 21：47．4	 25．5

（伊）

712 メイショウキトラ 牡4栗 56 丸田 恭介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 484－ 6 〃 クビ 15．7�
34 ゴーザトップ 牡4栗 56 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－121：47．5クビ 6．3�
59 サンライズカラー 牡6鹿 57 国分 恭介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 530－ 41：48．13� 6．3�
58 ル イ カ ズ マ 牡4鹿 56 勝浦 正樹�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 498＋101：49．05 3．3�
11 リリークライマー 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 476－121：49．1� 90．8�
46 ユールドゥー 牡4鹿 56 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 490＋18 〃 クビ 213．5�
713 キープザサミット 牝5黒鹿55 黛 弘人	G1レーシング 戸田 博文 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋101：54．1大差 53．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，730，100円 複勝： 27，957，300円 枠連： 14，714，400円
馬連： 41，772，800円 馬単： 23，641，600円 ワイド： 25，023，900円
3連複： 58，261，600円 3連単： 86，797，000円 計： 297，898，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 470円 � 150円 � 300円 枠 連（2－2） 3，520円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，440円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 3，490円 �� 730円

3 連 複 ��� 11，350円 3 連 単 ��� 79，650円

票 数

単勝票数 計 197301 的中 � 6101（8番人気）
複勝票数 計 279573 的中 � 12134（7番人気）� 66416（1番人気）� 21135（5番人気）
枠連票数 計 147144 的中 （2－2） 3232（14番人気）
馬連票数 計 417728 的中 �� 8405（13番人気）
馬単票数 計 236416 的中 �� 2099（30番人気）
ワイド票数 計 250239 的中 �� 5613（13番人気）�� 1769（39番人気）�� 9153（7番人気）
3連複票数 計 582616 的中 ��� 3847（35番人気）
3連単票数 計 867970 的中 ��� 790（249番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．9―42．6―55．2―1：08．1―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シングンカイロス �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ

2009．1．30生 牡6鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート 15戦1勝 賞金 16，520，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 チュウワワンダー号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
チュウワワンダー号の騎手川島信二は，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過怠
金10，000円。（被害馬：4番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キープザサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月14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。

05034 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

77 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 D．バルジュー �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 412＋ 42：00．4 8．7�
（伊）

11 クラージュシチー 牡3栗 56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 474－ 62：00．61� 1．5�
66 ジャストフォーユー 牡3鹿 56 黛 弘人 �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 472－ 4 〃 クビ 18．2�
810 ドリームチェイサー 牡3栗 56 高倉 稜三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 アタマ 16．8�
44 ドラゴンヴァース 牡3黒鹿56 吉田 隼人窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 492＋ 62：00．7クビ 5．7�
89 バトルクライス 牡3鹿 56 松山 弘平宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 450＋ 62：00．91� 12．6	
78 カレンラストショー 牡3栗 56 北村 友一鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 414－222：01．0� 14．8

33 ロードグリッター 牡3栗 56 松田 大作 �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 478－ 22：01．1	 44．7�
22 レインボーソング 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466－ 62：02．48 22．1�
55 レジェンドパワー 牡3黒鹿56 津村 明秀西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 432－ 22：02．71	 232．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，316，400円 複勝： 56，938，400円 枠連： 13，843，700円
馬連： 52，987，300円 馬単： 37，117，800円 ワイド： 27，038，600円
3連複： 62，199，700円 3連単： 147，158，900円 計： 425，600，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 210円 � 110円 � 330円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，980円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 32，500円

票 数

単勝票数 計 283164 的中 � 26011（3番人気）
複勝票数 計 569384 的中 � 30334（3番人気）� 365425（1番人気）� 16292（8番人気）
枠連票数 計 138437 的中 （1－7） 22604（2番人気）
馬連票数 計 529873 的中 �� 49063（3番人気）
馬単票数 計 371178 的中 �� 9513（10番人気）
ワイド票数 計 270386 的中 �� 21194（2番人気）�� 3192（26番人気）�� 10457（7番人気）
3連複票数 計 621997 的中 ��� 12062（15番人気）
3連単票数 計1471589 的中 ��� 3282（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．1―34．6―47．1―59．4―1：12．0―1：24．6―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
6－2－（4，8）（3，9）－7（1，10）5
6（2，8）（4，3，7）（9，1）（5，10）

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ヒ ョ ウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．7．20 中京8着

2012．2．27生 牡3黒鹿 母 アスピリンスノー 母母 スキーパラダイス 6戦2勝 賞金 18，157，000円
〔制裁〕 ジュヒョウ号の騎手D．バルジューは，3コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※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。



05035 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3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；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 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

713 ベ ル ニ ー ニ 牡6鹿 57 北村 友一 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 480－101：46．5 4．4�

714 ブリュネット 牝5栗 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 474－ 6 〃 クビ 18．7�
815 モンドシャルナ 牡4鹿 56 藤岡 康太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448＋121：46．6� 8．0�
35 リングネブラ 牝6黒鹿55 藤岡 佑介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 11．7�
816 タマモネイヴィー 牡4鹿 56 D．バルジュータマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B494± 0 〃 ハナ 27．8�

（伊）

11 フォルシャー 牡4栗 56 勝浦 正樹 	社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－12 〃 ハナ 23．2

36 レッドジゼル 牝5鹿 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 462－ 41：46．81	 2．7�
59 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 448＋ 2 〃 ハナ 75．8�
24 ゴットラウディー 牡7鹿 57 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 464＋ 2 〃 クビ 19．5
12 ハドソンヤード 牡4黒鹿56 松山 弘平 	サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468＋101：46．9� 9．7�
47 メ ロ ー ト 牡7黒鹿57 川須 栄彦小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 460－ 4 〃 クビ 183．2�
611 サトノロブロイ 牡4鹿 56 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520＋141：47．11	 8．1�
612 ローレルソラン 牡7鹿 57 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 468＋ 21：47．41
 105．4�
23 � マヤノカデンツァ 牡6栗 57 丸田 恭介田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B490± 01：47．61	 92．5�
510 ゴーゴーヒュウガ 牡7鹿 57 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B464＋101：48．23� 294．2�
48 ヤマニンガーゴイル 牡8鹿 57 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500－ 41：48．51
 175．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，896，600円 複勝： 52，307，700円 枠連： 36，209，900円
馬連： 126，766，100円 馬単： 58，719，200円 ワイド： 51，626，400円
3連複： 162，872，100円 3連単： 246，230，700円 計： 771，628，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 370円 � 300円 枠 連（7－7） 2，990円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 880円 �� 920円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 27，420円

票 数

単勝票数 計 368966 的中 � 65990（2番人気）
複勝票数 計 523077 的中 � 97047（2番人気）� 32182（8番人気）� 41642（4番人気）
枠連票数 計 362099 的中 （7－7） 9385（12番人気）
馬連票数 計1267661 的中 �� 35770（11番人気）
馬単票数 計 587192 的中 �� 11489（12番人気）
ワイド票数 計 516264 的中 �� 15415（9番人気）�� 14602（10番人気）�� 6787（22番人気）
3連複票数 計1628721 的中 ��� 20126（16番人気）
3連単票数 計2462307 的中 ��� 6509（64番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．4―12．1―12．1―12．1―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．0―35．4―47．5―59．6―1：11．7―1：23．3―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ニ ー ニ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．21 京都6着

2009．4．7生 牡6鹿 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ 22戦4勝 賞金 66，708，000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。

05036 2月14日 晴 良 （27小倉1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お お む た

大 牟 田 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 コウエイタケル 牡4鹿 57 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474－ 41：08．4 5．8�
48 クラウドチェンバー �6鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460± 01：08．61 5．4�
59 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454＋ 21：08．7	 12．6�
12 ラ ヴ ィ オ リ 牝4黒鹿55 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 西野 春樹 462＋ 8 〃 クビ 4．2�
612 イ ロ リ 牝4鹿 55 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：08．8クビ 28．3�

（伊）

510 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 北村 友一�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442－ 2 〃 ハナ 9．9	
47 
 レーヴドプランス �5鹿 57 高倉 稜岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 482－14 〃 クビ 47．0

714 ツクバアラモード 牝5栗 55 吉田 隼人細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B462＋ 81：08．9クビ 13．6�
23 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 藤田 伸二亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 446－12 〃 アタマ 9．9�
816 スイートブライアー 牝6鹿 55 藤岡 佑介ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 61：09．0� 155．3�
818� サウンドターゲット 牡4鹿 57 松田 大作増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 470＋ 2 〃 ハナ 26．1�
24 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 勝浦 正樹國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 434± 0 〃 クビ 45．5�
36 イ ス ル ギ 牝4黒鹿55 義 英真山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 442－ 21：09．1クビ 41．1�
35 インヴォーク 牝4栗 55 藤岡 康太アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 424＋101：09．2� 10．3�
715
 リネンヴィヴィッド 牡6鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 510＋ 6 〃 クビ 85．1�
611 ヤマホトトギス 牝4鹿 55 川島 信二江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 464＋ 71：09．3クビ 247．9�
11 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 452＋ 2 〃 アタマ 130．2�
817 テイエムコウノトリ 牝6黒鹿55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448－ 81：09．4	 27．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，095，500円 複勝： 44，707，800円 枠連： 25，752，300円
馬連： 80，650，000円 馬単： 38，091，900円 ワイド： 44，172，700円
3連複： 114，433，400円 3連単： 162，215，500円 計： 540，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 230円 � 290円 枠 連（4－7） 1，070円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，650円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 38，890円

票 数

単勝票数 計 300955 的中 � 41472（3番人気）
複勝票数 計 447078 的中 � 57463（2番人気）� 50962（3番人気）� 36632（5番人気）
枠連票数 計 257523 的中 （4－7） 18520（3番人気）
馬連票数 計 806500 的中 �� 32901（3番人気）
馬単票数 計 380919 的中 �� 8706（5番人気）
ワイド票数 計 441727 的中 �� 15702（4番人気）�� 6754（19番人気）�� 6965（17番人気）
3連複票数 計1144334 的中 ��� 9703（18番人気）
3連単票数 計1622155 的中 ��� 3024（75番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイタケル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．3．21生 牡4鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 11戦2勝 賞金 33，858，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※カシノワルツ号は，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。



（27小倉1）第3日 2月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

164，520，000円
2，080，000円
6，060，000円
1，710，000円
14，920，000円
63，788，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
241，514，200円
361，195，100円
171，277，700円
531，001，600円
294，610，700円
293，645，700円
715，611，100円
1，118，272，800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 3，727，128，900円

総入場人員 7，192名 （有料入場人員 6，402名）
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