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05049 2月21日 曇 稍重 （27小倉1）第5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

11 トーセンラブリー 牝3栗 54 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 472± 01：47．4 5．0�
24 シルバーソード 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 6 〃 クビ 3．2�
36 フクノドービル 牡3鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 484－ 41：47．5� 82．9�
714 タイキオールブルー 牡3青鹿 56

54 △岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 442＋ 81：47．71 12．6	

510 ダ イ チ 牡3青鹿56 丸山 元気田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 492－ 2 〃 アタマ 22．5

47 ブロードキャスト 牡3芦 56 藤岡 康太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 6 〃 ハナ 6．5�
815 ダイワボナンザ 牡3鹿 56 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 浦河 斉藤 政志 532－ 21：47．8クビ 36．4�
48 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 菱田 裕二山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 462－ 81：48．01� 20．5
35 ラッキーランナー 牡3青 56 松田 大作柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 藤沢牧場 488＋ 61：48．21� 15．2�
816 トーセンスラッガー 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁島川 �哉氏 古賀 史生 新ひだか 乾 皆雄 456＋ 41：48．62� 47．4�
611 カ ノ ー ヴ ァ 牡3鹿 56 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 514－ 21：49．34 4．6�
（伊）

12 ロウアンドロウ 牡3栗 56
55 ☆松若 風馬谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 494＋221：49．5� 18．7�

612 ニホンピロヒーロー 牡3黒鹿56 川須 栄彦小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 432－121：49．6� 198．7�
59 テ ス 牡3黒鹿56 杉原 誠人桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 480＋ 21：49．7� 273．6�
23 テイエムキュアオウ 牡3栗 56 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 506＋181：50．12� 69．2�
713 サンディアタッチ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太飯田 良枝氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 450± 01：52．8大差 160．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，972，300円 複勝： 22，599，400円 枠連： 7，380，300円
馬連： 28，158，900円 馬単： 16，032，300円 ワイド： 16，490，400円
3連複： 41，204，800円 3連単： 53，624，300円 計： 197，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 140円 � 850円 枠 連（1－2） 810円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，830円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 16，450円 3 連 単 ��� 70，550円

票 数

単勝票数 計 119723 的中 � 19145（3番人気）
複勝票数 計 225994 的中 � 37119（2番人気）� 53121（1番人気）� 4495（10番人気）
枠連票数 計 73803 的中 （1－2） 7058（3番人気）
馬連票数 計 281589 的中 �� 23432（2番人気）
馬単票数 計 160323 的中 �� 5969（5番人気）
ワイド票数 計 164904 的中 �� 10370（3番人気）�� 1045（38番人気）�� 1572（28番人気）
3連複票数 計 412048 的中 ��� 1878（49番人気）
3連単票数 計 536243 的中 ��� 551（207番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．0―12．5―12．6―12．3―12．4―13．0―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．5―43．0―55．6―1：07．9―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．5
1
3
1（5，2，4，11）10，3（7，13）（6，8，14）（12，9）15－16
1，4（5，11）（2，10，7）6（3，8）14，12－（15，9）－（16，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンラブリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2014．8．9 札幌12着

2012．3．7生 牝3栗 母 パドプロブレム 母母 Nopro Blama 7戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 テイエムキュアオウ号の騎手荻野琢真は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

ブロードキャスト号の騎手藤岡康太は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
テス号の騎手杉原誠人は，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〕 サンディアタッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21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。

05050 2月21日 曇 稍重 （27小倉1）第5日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000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 テイクファイア 牡5鹿 57
56 ☆松若 風馬加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474－ 2 58．2 3．1�

22 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 500＋ 2 〃 クビ 3．7�
58 ホワイトポピー 牝5芦 55

53 △岩崎 翼楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B446＋14 58．4� 23．0�
46 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 490－ 2 〃 アタマ 16．8�
69 ヒカルランナー 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522± 0 58．72 19．9�
814 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 4 59．23 7．6�
45 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 丸山 元気松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 458－ 2 59．3クビ 12．1	
34 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± 0 〃 アタマ 7．3

33 タマモライト 牡4鹿 57 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462＋34 59．51� 30．8�
11 ローレルシャイニー 牡5黒鹿57 D．バルジュー �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 464－14 〃 ハナ 23．8

（伊）

712 カシノボルト 牡4鹿 57 国分 恭介柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社
松田牧場 516＋18 59．6クビ 107．5�

711 モリトブイコール �7栗 57
54 ▲原田 和真石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 478－ 6 59．7� 34．4�

813� グランデクロコ 牡6鹿 57
54 ▲伴 啓太 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 村下農場 478－12 59．8� 195．5�

57 タマモエスカルゴ 牝4青鹿55 黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 472＋12 59．9� 22．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，200，100円 複勝： 23，059，100円 枠連： 7，273，600円
馬連： 26，443，100円 馬単： 15，068，300円 ワイド： 15，922，900円
3連複： 35，931，800円 3連単： 48，505，200円 計： 185，404，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 550円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，630円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 19，780円

票 数

単勝票数 計 132001 的中 � 34024（1番人気）
複勝票数 計 230591 的中 � 51621（2番人気）� 53200（1番人気）� 6626（10番人気）
枠連票数 計 72736 的中 （2－6） 9422（1番人気）
馬連票数 計 264431 的中 �� 29383（1番人気）
馬単票数 計 150683 的中 �� 9407（1番人気）
ワイド票数 計 159229 的中 �� 15706（1番人気）�� 2314（21番人気）�� 2058（24番人気）
3連複票数 計 359318 的中 ��� 5157（14番人気）
3連単票数 計 485052 的中 ��� 1777（42番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―33．9―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクファイア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．1．13 京都1着

2010．5．3生 牡5鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 15戦3勝 賞金 27，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 サクラドラジェ号
※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21日 曇 良 （27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）

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

59 イ キ オ イ 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454＋ 41：09．2 3．7�

611 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 丹内 祐次大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．9�
11 シゲルオキヨマツリ 牝3栗 54 川須 栄彦森中 蕃氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 452＋ 21：09．41� 12．6�
35 デルマチョウスケ 牡3栃栗56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 440± 01：09．5クビ 8．5�
817 シングンパワー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育
成牧場 B468－ 8 〃 クビ 28．7�

715 ハネムーンソング 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 410－ 21：09．81� 28．6�

24 ネ コ レ ー ヌ 牝3青鹿54 高倉 稜桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 420－ 21：09．9� 185．8	
12 ナムラジョフレ 牡3黒鹿56 藤岡 康太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 420± 0 〃 アタマ 73．5

714 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 420＋ 21：10．0� 63．0�
48 タカラフェニックス 牝3黒鹿54 松山 弘平村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 430＋101：10．31� 79．9�
47 エスティサヴィ 牝3栗 54 嶋田 純次 エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 408± 0 〃 クビ 487．0�
816 ボニファチオ 牝3栗 54 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－161：10．51� 84．1�
510 シーユーアゲン 牡3鹿 56 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 41：10．6クビ 68．0�
36 ティーエスアルスト 牡3栗 56 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 436－ 6 〃 クビ 14．4�
818 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 432＋ 21：11．13 37．9�
23 グランドデザイン 牝3黒鹿54 D．バルジュー 西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 458－ 41：11．3� 3．9�

（伊）

612 グレアチャネル 牝3鹿 54
52 △岩崎 翼�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 61：11．51� 25．9�
713 ナ ン シ ー 牝3栗 54 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 418－ 41：11．71� 17．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，193，800円 複勝： 24，560，100円 枠連： 9，376，600円
馬連： 32，224，700円 馬単： 17，569，300円 ワイド： 18，602，900円
3連複： 43，558，500円 3連単： 56，531，100円 計： 218，617，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 190円 � 400円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 760円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 161938 的中 � 34407（1番人気）
複勝票数 計 245601 的中 � 61465（1番人気）� 31827（3番人気）� 11522（8番人気）
枠連票数 計 93766 的中 （5－6） 9790（1番人気）
馬連票数 計 322247 的中 �� 29059（2番人気）
馬単票数 計 175693 的中 �� 7755（4番人気）
ワイド票数 計 186029 的中 �� 13416（2番人気）�� 6036（5番人気）�� 5086（8番人気）
3連複票数 計 435585 的中 ��� 10696（4番人気）
3連単票数 計 565311 的中 ��� 2911（16番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．6―12．2―12．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（3，5）（6，13，18）11（1，15）17（2，14）（4，16）12（10，8）（7，9） 4 ・（3，5）（1，11）（17，15，6）18（2，13，14）4，16（7，10，12，9，8）

勝馬の
紹 介

イ キ オ イ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2014．7．12 函館5着

2012．4．23生 牡3鹿 母 ユメノラッキー 母母 Tracey’s Secret 11戦1勝 賞金 13，546，000円
〔発走状況〕 グランドデザイン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 イキオイ号の騎手長岡禎仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※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） 4頭 オルティラアスール号・コウザンダンサー号・ナイトディグニティ号・ノワールギャルソン号
※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21日 曇 良 （27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）

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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

35 カ ゼ ル タ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：00．9 7．7�
713 グランディフローラ 牝3鹿 54 D．バルジュー �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 454－ 62：01．11� 4．0�

（伊）

36 アプリコットベリー 牝3青鹿 54
53 ☆松若 風馬 �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 384＋ 42：01．2� 6．9�
12 シャンデリアハウス 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 428－ 22：01．3� 3．0�
714 ニホンピロピース 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 438± 02：02．04 340．7�
23 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 54 吉田 隼人前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 02：02．1� 7．4	
47 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 424＋ 22：02．2� 93．1�
11 ル サ リ エ 牝3鹿 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 422－ 22：02．3� 38．2�
510 ディーバスター 牝3黒鹿54 松山 弘平
ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410－122：02．51� 90．7
817 メイショウミソラ 牝3栗 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 444－122：02．81� 9．2�
48 アプリケーション 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁石川 貴久氏 武井 亮 熊本 本田 土寿 430－ 2 〃 クビ 68．6�
816 クリムゾンスカイ 牝3栗 54 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 佐竹 学 444－ 22：02．9クビ 147．2�
59 ウインニルヴァーナ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真
ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 446－ 2 〃 アタマ 106．6�
715 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 422＋ 22：03．11� 20．8�
611 アーリーズベル 牝3栃栗54 西田雄一郎�浜本牧場 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 404＋ 22：03．2クビ 491．6�
24 メイケイエンジェル 牝3鹿 54 川島 信二名古屋競馬
 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 472－ 62：03．3� 149．9�
818 ハーブガーデン 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 398－ 42：03．83 51．5�
612 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 404＋ 42：10．7大差 502．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，636，200円 複勝： 27，635，000円 枠連： 10，148，100円
馬連： 30，090，500円 馬単： 17，810，100円 ワイド： 18，078，700円
3連複： 39，221，400円 3連単： 52，879，100円 計： 213，499，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 180円 � 200円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 730円 �� 920円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 28，180円

票 数

単勝票数 計 176362 的中 � 18299（5番人気）
複勝票数 計 276350 的中 � 31980（5番人気）� 42285（3番人気）� 35505（4番人気）
枠連票数 計 101481 的中 （3－7） 11180（3番人気）
馬連票数 計 300905 的中 �� 12551（8番人気）
馬単票数 計 178101 的中 �� 3334（18番人気）
ワイド票数 計 180787 的中 �� 6351（10番人気）�� 4974（13番人気）�� 6955（7番人気）
3連複票数 計 392214 的中 ��� 7139（14番人気）
3連単票数 計 528791 的中 ��� 1360（90番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．1―13．0―12．4―12．1―12．1―12．0―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．4―35．5―48．5―1：00．9―1：13．0―1：25．1―1：37．1―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ル タ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．8生 牝3栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメハステズニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月21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。



05053 2月21日 曇 良 （27小倉1）第5日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

12 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 468－ 41：48．5 10．8�

23 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 21：48．6� 15．2�

11 ワイドグローリー 牡3鹿 56 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 476－ 21：48．7クビ 7．6�
713 サウンドアプローズ 牡3黒鹿56 松田 大作増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 482－ 61：48．91� 4．1�
47 サンチェロキー 牡3栗 56 吉田 隼人加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 462＋ 6 〃 クビ 15．9�
59 フィリオドベント 牡3鹿 56 D．バルジュー �G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：49．11� 12．8	

（伊）

24 サンライズフルール 牡3栗 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 448－ 61：49．2� 5．1

35 トーセンルミナス 牝3青鹿54 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか グランド牧場 416－18 〃 ハナ 35．3�
36 トウケイリニア 牡3鹿 56 武 幸四郎木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 442－ 41：49．3� 16．8
815 マッシヴランナー 牡3黒鹿56 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 516－ 81：49．4クビ 20．0�
612 ショウナンランボ 牡3青鹿56 川須 栄彦�湘南 高野 友和 日高 森永牧場 474＋ 21：49．5� 185．2�
48 ディファースト 牡3鹿 56 菱田 裕二大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 496＋ 6 〃 クビ 4．6�
714 カラマンシー 牝3栗 54 丸田 恭介�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 418－ 61：49．6� 134．3�
816 ロングロザリオ 牝3栗 54 勝浦 正樹中井 敏雄氏 長浜 博之 浦河 小島牧場 382－ 61：50．02� 317．5�
611 シャオシンジュ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B478± 01：50．95 92．5�
510 キョウワエルフ 牝3栗 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 422－ 81：51．43 191．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，502，200円 複勝： 24，225，000円 枠連： 10，289，000円
馬連： 33，543，400円 馬単： 19，088，100円 ワイド： 21，404，700円
3連複： 45，914，700円 3連単： 61，012，700円 計： 232，979，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 300円 � 500円 � 260円 枠 連（1－2） 960円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 12，280円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，190円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 15，920円 3 連 単 ��� 97，210円

票 数

単勝票数 計 175022 的中 � 12901（5番人気）
複勝票数 計 242250 的中 � 21452（5番人気）� 11564（9番人気）� 26872（4番人気）
枠連票数 計 102890 的中 （1－2） 8270（5番人気）
馬連票数 計 335434 的中 �� 3934（26番人気）
馬単票数 計 190881 的中 �� 1165（49番人気）
ワイド票数 計 214047 的中 �� 2967（25番人気）�� 4696（13番人気）�� 2570（31番人気）
3連複票数 計 459147 的中 ��� 2162（60番人気）
3連単票数 計 610127 的中 ��� 455（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．8―48．2―1：00．3―1：12．1―1：23．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロフォーシーズン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．11．2 京都3着

2012．3．17生 牡3青鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 サンチェロキー号は，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 スズカノーチラス号・テイア号
※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。

05054 2月21日 曇 稍重 （27小倉1）第5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

34 � ジャストヴィークル 牡4鹿 56 松田 大作大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510＋131：44．7 20．8�
22 マジカルツアー 牡6栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 474＋101：44．91� 3．9�
59 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± 01：45．21� 1．9�
815� 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 502＋ 21：45．3� 6．6�
46 トウカイチャーム 牡7栗 57

54 ▲長岡 禎仁内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 482± 01：45．93� 45．8�
35 � ルミラークル 牡4青鹿56 D．バルジュー 	Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 496－ 61：46．11� 13．2


（伊）

11 ノーブルプラネット 牡4青鹿56 丸山 元気 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋101：46．2� 15．2�
610 ディアジースター 牡4栗 56 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± 01：46．51� 22．5�
814 エアーウェーブ 牡5鹿 57 荻野 琢真小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 518－ 4 〃 ハナ 100．1
611� スリーキングス 牡6栗 57

55 △岩崎 翼永井商事	 石橋 守 安平 ノーザンファーム 524－141：47．03 161．8�
23 クリノジュロウジン 牡4栗 56 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 464－101：47．53 316．3�
712 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 41：47．92� 60．6�
47 � スリーダッシュ �5黒鹿57 川須 栄彦永井商事	 加藤 敬二 浦河 村中牧場 450－ 21：48．22 241．6�
58 アウレオーラ 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 和真 �シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B508－12 〃 同着 66．1�

713� ランズデール �4栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 498－131：48．62� 42．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，637，100円 複勝： 25，593，500円 枠連： 8，176，200円
馬連： 26，249，700円 馬単： 18，172，700円 ワイド： 16，621，300円
3連複： 36，149，400円 3連単： 57，549，900円 計： 206，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 380円 � 140円 � 110円 枠 連（2－3） 1，550円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 690円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 30，160円

票 数

単勝票数 計 176371 的中 � 6779（6番人気）
複勝票数 計 255935 的中 � 8328（7番人気）� 37939（2番人気）� 113552（1番人気）
枠連票数 計 81762 的中 （2－3） 4070（7番人気）
馬連票数 計 262497 的中 �� 5474（11番人気）
馬単票数 計 181727 的中 �� 1206（32番人気）
ワイド票数 計 166213 的中 �� 2997（14番人気）�� 5677（6番人気）�� 22370（1番人気）
3連複票数 計 361494 的中 ��� 10811（6番人気）
3連単票数 計 575499 的中 ��� 1383（90番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．2―12．6―12．3―12．0―12．0―12．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―30．9―43．5―55．8―1：07．8―1：19．8―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ジャストヴィークル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Roanoke

2011．3．3生 牡4鹿 母 エ ナ ブ ル 母母 Satin Promise 13戦1勝 賞金 12，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 トウカイチャーム号の騎手長岡禎仁は，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：5番）
※出走取消馬 マグナムボーイ号（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。



05055 2月21日 曇 稍重 （27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 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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

712� ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468± 02：32．1 3．3�
57 ティーポイズン 牡4栗 56 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 510＋ 2 〃 クビ 8．2�
33 オ ル ド リ ン 牡4黒鹿56 D．バルジュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B456－102：32．63 9．3�

（伊）

610 デビルズハーツ 牡5鹿 57 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B496± 0 〃 ハナ 3．0�
45 � デルマコテツ 牡4栗 56 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 438－ 42：33．13 21．6�
22 グランプレージョ 牡6鹿 57

56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 480－122：33．42 5．9	
46 � シェイプリー 牝6鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 
ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 22：33．72 37．1�
11 ランドントウォーク 牡4青鹿56 西田雄一郎井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B488＋ 42：33．8クビ 159．9�
34 ヴァルティカル 牡5鹿 57 川島 信二 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446＋ 22：34．01� 28．9
711 ヤマニンパンテオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 448± 02：34．63� 113．3�
814 カフジスター 牡4青鹿 56

54 △岩崎 翼加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 470＋ 22：34．81 14．3�
58 � アイルビーホーム 牡4鹿 56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 米 SF Blood-
stock LLC 500＋ 22：35．22� 119．3�

813 クラウンデピュティ 牡4芦 56 丹内 祐次矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 B482－122：35．51	 97．9�
69 オンワードナルシス 牡5黒鹿57 吉田 隼人樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 478－ 42：39．7大差 60．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，491，500円 複勝： 18，845，100円 枠連： 7，769，400円
馬連： 26，810，400円 馬単： 15，819，100円 ワイド： 16，092，000円
3連複： 36，854，000円 3連単： 54，518，000円 計： 192，199，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 250円 � 430円 枠 連（5－7） 1，450円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，070円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，790円 3 連 単 ��� 29，560円

票 数

単勝票数 計 154915 的中 � 37470（2番人気）
複勝票数 計 188451 的中 � 41714（1番人気）� 17984（5番人気）� 9111（7番人気）
枠連票数 計 77694 的中 （5－7） 4143（6番人気）
馬連票数 計 268104 的中 �� 13789（5番人気）
馬単票数 計 158191 的中 �� 4899（6番人気）
ワイド票数 計 160920 的中 �� 8945（3番人気）�� 3782（12番人気）�� 2107（22番人気）
3連複票数 計 368540 的中 ��� 3547（23番人気）
3連単票数 計 545180 的中 ��� 1337（84番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．4―12．5―12．8―13．4―13．2―12．7―12．1―12．2―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―36．8―49．3―1：02．1―1：15．5―1：28．7―1：41．4―1：53．5―2：05．7―2：18．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマカツポセイドン �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 サツカーボーイ

2009．4．4生 牡6黒鹿 母 サッカータイカン 母母 ナイスショット 19戦1勝 賞金 24，450，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 オンワードナルシス号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」
の適用を除外。

※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。

05056 2月21日 曇 良 （27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 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
1：44．1
1：43．9

良
良

816 フェイトカラー 牝4黒鹿54 菱田 裕二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 516－ 61：48．0 51．8�
11 � レインボーラヴラヴ 牝4青鹿54 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 448－ 61：48．21 7．1�
36 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 438－ 81：48．3� 6．9�
12 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 476－ 2 〃 クビ 10．1�
23 マラムデール 牝4栗 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：48．51� 11．8�
714 ベッラレジーナ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋12 〃 クビ 3．4	
612 オベーション 牝4鹿 54 松田 大作岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 444－ 41：48．6� 26．1

815 ヴィオラーネ 牝6青鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋ 61：48．7クビ 30．7�
59 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 468－ 81：48．8� 3．5�

（伊）

510 ニシノチャステティ 牝4栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448－ 61：49．01� 30．8
24 キボウダクリチャン 牝6栗 55

52 ▲原田 和真栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 462－ 4 〃 クビ 185．8�
611 ビレッジソング 牝4鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 428－ 6 〃 アタマ 23．6�
35 ユアメモリー 牝4青鹿54 松山 弘平�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B448＋281：49．1� 38．8�
713 イーグルアモン 牝4鹿 54

53 ☆松若 風馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 01：49．31� 217．1�
48 ウ メ 牝4栗 54 藤懸 貴志副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム B450＋ 21：49．83 137．2�
47 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55

53 △岩崎 翼澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 482－ 21：50．01� 262．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，868，000円 複勝： 28，235，400円 枠連： 10，923，800円
馬連： 35，605，700円 馬単： 19，064，500円 ワイド： 20，824，200円
3連複： 45，252，500円 3連単： 64，140，700円 計： 242，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，180円 複 勝 � 1，300円 � 290円 � 240円 枠 連（1－8） 3，650円

馬 連 �� 20，120円 馬 単 �� 31，080円

ワ イ ド �� 6，920円 �� 4，660円 �� 850円

3 連 複 ��� 38，920円 3 連 単 ��� 320，700円

票 数

単勝票数 計 188680 的中 � 2910（12番人気）
複勝票数 計 282354 的中 � 4712（12番人気）� 26150（5番人気）� 35896（3番人気）
枠連票数 計 109238 的中 （1－8） 2316（17番人気）
馬連票数 計 356057 的中 �� 1371（48番人気）
馬単票数 計 190645 的中 �� 460（92番人気）
ワイド票数 計 208242 的中 �� 754（54番人気）�� 1124（45番人気）�� 6650（7番人気）
3連複票数 計 452525 的中 ��� 872（108番人気）
3連単票数 計 641407 的中 ��� 145（822番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―12．2―12．1―12．1―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．1―48．3―1：00．4―1：12．5―1：24．4―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイトカラー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．11．2 京都4着

2011．3．22生 牝4黒鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 10戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走状況〕 ウメ号は，枠入り不良。
※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21日 曇 良 （27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 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

35 アラカメジョウ 牝6鹿 55 古川 吉洋�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 452－ 61：08．5 12．6�
713 ケントヒーロー 牡5栗 57 西田雄一郎田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 496± 01：08．6� 7．7�
612 ニナフェアリー 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 440＋ 41：08．7� 18．2�
715 キングナポレオン 牡4黒鹿57 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492± 01：08．8� 2．5�
36 ショウナンバグース 牡5黒鹿57 津村 明秀国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 B454－ 2 〃 ハナ 12．3	
24 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 432＋ 21：08．9クビ 17．1

714 ファインスマッシュ 牝5鹿 55 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 448－ 61：09．0� 85．0�
59 � デカントラップ 牡6栗 57

54 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 本桐牧場 484＋ 4 〃 ハナ 10．7
48 � エーデルシュタイン 牝6黒鹿55 松田 大作岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 488－ 4 〃 ハナ 58．9�
47 � ザゲームイズオン 牡6鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 15．3�
816 アグネスキズナ �5栗 57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 482－ 61：09．1クビ 87．5�
510 キョウエイダルク 牝4鹿 55

52 ▲原田 和真田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 432－ 21：09．2� 96．2�
12 アタッキングゾーン �7鹿 57 菱田 裕二広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 504－ 21：09．3� 22．8�
23 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 454＋ 4 〃 クビ 50．9�
817 リュウツバメ 牝5鹿 55 吉田 隼人田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 532＋ 21：09．4クビ 71．1�
11 ツクバアラモード 牝5栗 55 川島 信二細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B460－ 2 〃 クビ 6．4�
611 ヨザクラオシチ 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 482＋ 41：11．3大差 195．3�
818� 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 368－101：11．51� 287．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，393，200円 複勝： 25，597，600円 枠連： 15，130，400円
馬連： 44，941，100円 馬単： 25，464，700円 ワイド： 25，443，800円
3連複： 61，787，300円 3連単： 93，197，300円 計： 312，955，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 390円 � 300円 � 430円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 10，290円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，690円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 119，580円

票 数

単勝票数 計 213932 的中 � 13537（6番人気）
複勝票数 計 255976 的中 � 16813（6番人気）� 23540（3番人気）� 15039（7番人気）
枠連票数 計 151304 的中 （3－7） 17847（1番人気）
馬連票数 計 449411 的中 �� 7353（15番人気）
馬単票数 計 254647 的中 �� 1856（33番人気）
ワイド票数 計 254438 的中 �� 4821（12番人気）�� 3879（18番人気）�� 2972（28番人気）
3連複票数 計 617873 的中 ��� 2713（54番人気）
3連単票数 計 931973 的中 ��� 565（373番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラカメジョウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．23 新潟4着

2009．2．19生 牝6鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク 30戦3勝 賞金 37，931，000円
※ニナフェアリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05058 2月21日 小雨 良 （27小倉1）第5日 第10競走 ��2，000�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時50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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

79 メドウラーク 牡4鹿 56 松田 大作吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 500± 01：59．9 2．4�
44 マイネルプレッジ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432－ 4 〃 ハナ 23．3�
11 ウインインスパイア 牡4黒鹿56 丸山 元気�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 446＋ 4 〃 クビ 7．2�
55 メイショウビザン 牝4栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496± 02：00．11� 3．5�
78 スマッシュスマイル �7栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482＋ 22：00．41� 8．2	
67 レインオーバー �4青鹿56 D．バルジュー �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B432＋ 4 〃 クビ 19．1


（伊）

66 	 シェーンメーア 牡5青鹿57 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 560± 02：00．82
 23．1�
22 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 津村 明秀 �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± 0 〃 ハナ 9．5�
33 レッドルシファー 牡4鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム B464＋122：00．9� 62．7
810 ナイトジャスミン 牝4黒鹿54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 392± 02：01．43 28．8�
811 マイネルナタリス 牡8黒鹿57 黛 弘人 �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 464－ 42：02．78 109．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，930，900円 複勝： 31，815，800円 枠連： 13，290，600円
馬連： 48，643，500円 馬単： 28，645，400円 ワイド： 25，878，100円
3連複： 60，340，000円 3連単： 109，700，200円 計： 342，244，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 460円 � 210円 枠 連（4－7） 2，660円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 930円 �� 430円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 22，880円

票 数

単勝票数 計 239309 的中 � 78495（1番人気）
複勝票数 計 318158 的中 � 70914（1番人気）� 13631（8番人気）� 38250（4番人気）
枠連票数 計 132906 的中 （4－7） 3866（11番人気）
馬連票数 計 486435 的中 �� 13143（12番人気）
馬単票数 計 286454 的中 �� 4954（18番人気）
ワイド票数 計 258781 的中 �� 6984（11番人気）�� 16701（2番人気）�� 3396（25番人気）
3連複票数 計 603400 的中 ��� 9091（16番人気）
3連単票数 計1097002 的中 ��� 3475（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．4―12．1―12．0―12．2―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�
12．6―23．8―35．8―48．2―1：00．3―1：12．3―1：24．5―1：36．3―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3

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

・（10，5）11（1，9）6，7，3＝4，8，2・（10，5，9）（1，6，7）（3，4，8）2，11
勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 9戦2勝 賞金 25，471，000円
〔制裁〕 マイネルナタリス号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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21日 小雨 稍重 （27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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 サンライズホーム 牡4青鹿56 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 484－ 61：43．9 7．1�
612 サクセスグローリー 牡4黒鹿56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 542＋ 41：44．21� 2．5�
11 ナンヨーカノン 牝5青鹿55 菱田 裕二中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 11．9�
48 スターライラック 牝6鹿 55 丸田 恭介庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 470± 01：44．41� 57．6�
59 マイネルボルソー 牡4鹿 56 丹内 祐次 �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± 01：44．5� 38．5�
23 エーペックス 牡6青鹿57 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 514＋ 61：44．92� 36．4	
47 エクセルフラッグ 牡8鹿 57 竹之下智昭橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 514－ 41：45．0� 176．7

510 カレンマタドール 	4鹿 56 松若 風馬鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B498－141：45．1クビ 22．3�
35 メイショウソラーレ 牡5鹿 57 松田 大作松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 476－101：45．42 4．3�
611 ニチドウリュンヌ 牡4青鹿56 勝浦 正樹山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 472＋ 41：45．5クビ 51．0
12 ストレートラブ 牝6青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 0 〃 クビ 59．8�
24 セトノプロミス 牡5鹿 57 D．バルジュー 難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 480＋ 41：45．6� 19．3�

（伊）

36 ゼンノコリオリ 牡5鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 474－ 21：45．81 19．1�
815 キ ク タ ロ ウ 牡6鹿 57 川須 栄彦国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 462± 01：46．86 122．8�
713
 レ イ ア ロ ハ 牡5鹿 57 西田雄一郎山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 514－ 21：46．9クビ 20．5�
714 コスモラヴモア 牡4鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 494－ 21：47．53� 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，038，400円 複勝： 53，805，900円 枠連： 32，249，100円
馬連： 125，538，700円 馬単： 57，560，900円 ワイド： 54，257，800円
3連複： 165，941，300円 3連単： 249，191，800円 計： 775，583，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 150円 � 310円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，250円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 計 370384 的中 � 41217（3番人気）
複勝票数 計 538059 的中 � 61918（3番人気）� 119514（1番人気）� 36641（5番人気）
枠連票数 計 322491 的中 （6－8） 26259（2番人気）
馬連票数 計1255387 的中 �� 91813（2番人気）
馬単票数 計 575609 的中 �� 15534（4番人気）
ワイド票数 計 542578 的中 �� 30319（2番人気）�� 10694（13番人気）�� 15932（4番人気）
3連複票数 計1659413 的中 ��� 28965（7番人気）
3連単票数 計2491918 的中 ��� 8056（37番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．5―12．0―12．0―12．1―12．2―12．6―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．5―41．5―53．5―1：05．6―1：17．8―1：30．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズホーム �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．2生 牡4青鹿 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド 11戦2勝 賞金 29，025，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ヴァンヘルシング号・サマーハピネス号・トミケンユークアイ号
※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21日 小雨 良 （27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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 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 526－ 21：07．7 6．1�
（伊）

56 ブラウンカイ 牡4鹿 57 津村 明秀キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 466－ 21：08．12� 4．0�
33 � ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 恭介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 454± 0 〃 アタマ 9．5�
55 アイファーマシェリ 牝4黒鹿55 吉田 隼人中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 438－10 〃 クビ 5．2�
68 フィボナッチ 牡5鹿 57 古川 吉洋水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 468－ 61：08．31� 59．5�
79 ダンツキャノン 牡4栗 57 松若 風馬山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 528± 0 〃 クビ 24．6	
811 コ リ ー ヌ 牝6鹿 55 藤岡 康太
ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 456＋ 21：08．51� 7．5�
812 ワイレアワヒネ 牝4栗 55 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 492± 01：08．71� 3．6�
22 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 竹之下智昭國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 436＋ 21：08．91� 89．7
710 ベイビーイッツユー 牝5栗 55 原田 和真 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 456± 01：09．0	 125．7�
67 � 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 508－ 21：09．21� 73．0�
44 マイネパシオーネ 牝4栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 41：09．41 20．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，153，900円 複勝： 35，045，300円 枠連： 19，739，000円
馬連： 60，119，900円 馬単： 32，275，400円 ワイド： 29，321，400円
3連複： 73，265，500円 3連単： 131，193，000円 計： 407，113，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 160円 � 230円 枠 連（1－5） 790円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 490円 �� 690円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 18，180円

票 数

単勝票数 計 261539 的中 � 34080（4番人気）
複勝票数 計 350453 的中 � 52629（3番人気）� 61952（2番人気）� 34709（6番人気）
枠連票数 計 197390 的中 （1－5） 19353（2番人気）
馬連票数 計 601199 的中 �� 32130（5番人気）
馬単票数 計 322754 的中 �� 8592（12番人気）
ワイド票数 計 293214 的中 �� 15680（5番人気）�� 10663（10番人気）�� 11123（9番人気）
3連複票数 計 732655 的中 ��� 14914（14番人気）
3連単票数 計1311930 的中 ��� 5230（68番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．1―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―44．9―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 1，5（3，6）12（8，11）（4，2，9）（7，10） 4 1，5（3，6）（8，11，12）（2，9）4－（7，10）

勝馬の
紹 介

グレイングロース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．1．13 京都4着

2010．4．6生 牡5鹿 母 グレインライン 母母 ミルグレイン 17戦2勝 賞金 21，711，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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5日 2月21日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

164，940，000円
1，060，000円
6，380，000円
1，950，000円
14，970，000円
64，718，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
237，017，600円
341，017，200円
151，746，100円
518，369，600円
282，570，800円
278，938，200円
685，421，200円
1，032，043，300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 3，527，124，000円

総入場人員 7，493名 （有料入場人員 6，654名）
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