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05085 3月1日 雨 不良 （27小倉1）第8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

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 520＋ 61：45．7 1．7�

23 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 黛 弘人 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 458－101：47．08 49．2�
11 ジェルヴェーズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 522－121：47．1� 5．0�
24 エナジャイズ 牝3栗 54 津村 明秀鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 464－101：47．2クビ 48．6�
35 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 丸山 元気森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 454－ 81：47．51� 34．7	
714 エスティサプライズ 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 414－ 21：47．6� 34．0

12 アラビアンハート 牝3鹿 54 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 444＋ 41：47．81� 26．2�
510 マラカイトスター 牝3栗 54 松田 大作本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 466＋ 21：47．9� 14．1�
612 カナラズカナラズ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 442－ 41：48．0� 131．4
48 アイノフシギ 牝3栗 54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋161：48．1� 48．6�
816 パッショナート 牝3芦 54

51 ▲義 英真�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 456－121：48．2� 6．8�
815 ブルーライトクロス 牝3鹿 54 丸田 恭介佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 488＋ 61：49．05 173．6�
36 ヒメノエルフ 牝3鹿 54 長岡 禎仁 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 高橋 義浩 454－ 6 〃 クビ 130．1�
611 イエローラベンダー 牝3鹿 54 川島 信二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 476＋101：49．63� 69．4�
59 カシノリコーダー 牝3鹿 54 原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 404＋ 21：49．7� 244．3�
713 ヒトミヲトジテ 牝3青鹿54 藤岡 康太 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 信成牧場 462－ 21：50．65 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，038，200円 複勝： 37，546，800円 枠連： 9，276，300円
馬連： 31，793，700円 馬単： 23，011，100円 ワイド： 19，794，200円
3連複： 48，625，900円 3連単： 75，363，400円 計： 261，449，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 650円 � 200円 枠 連（2－4） 2，280円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 350円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 26，660円

票 数

単勝票数 計 160382 的中 � 71887（1番人気）
複勝票数 計 375468 的中 � 236144（1番人気）� 5125（11番人気）� 23405（3番人気）
枠連票数 計 92763 的中 （2－4） 3150（9番人気）
馬連票数 計 317937 的中 �� 7308（12番人気）
馬単票数 計 230111 的中 �� 3473（16番人気）
ワイド票数 計 197942 的中 �� 4170（13番人気）�� 16600（2番人気）�� 1246（38番人気）
3連複票数 計 486259 的中 ��� 4893（25番人気）
3連単票数 計 753634 的中 ��� 2049（78番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―42．6―55．3―1：07．8―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コ コ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2014．12．7 阪神6着

2012．4．7生 牝3芦 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コウザンジョウオー号・ファインドミー号

05086 3月1日 雨 不良 （27小倉1）第8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

510 アイファーマグオー 牡3栗 56
54 △小崎 綾也中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 492－ 61：46．1 5．2�

59 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± 01：46．2� 2．5�

47 スーパーノヴァ 牡3栗 56
54 △岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 470－ 41：46．62� 60．7�
714 ヴ ェ リ テ �3栗 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：46．7� 11．1�
23 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56 松山 弘平坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 478± 01：47．33� 6．4�
12 ローレルベルカント 牡3栗 56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 450－ 61：47．51� 24．4	
48 カゼノゴトク 牡3鹿 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460－ 41：47．71� 205．9

36 ジャイアントケンタ 牡3鹿 56 国分 恭介森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 470－ 61：47．91 65．1�
713 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 D．バルジュー �大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442－ 61：48．11� 7．1
（伊）

815 リターンエース 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 4 〃 ハナ 43．8�
816 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 B504＋121：48．41� 26．9�
24 キョウエイヒーロー 牡3鹿 56 黛 弘人田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 484－141：48．61� 201．8�
612 タマモホットポット 牝3黒鹿54 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 B412－12 〃 ハナ 40．2�
35 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 470－ 21：50．4大差 23．7�
11 スマートアロー 牡3鹿 56 武 幸四郎大川 徹氏 須貝 尚介 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社

B462－ 4 〃 クビ 18．4�
611 デルニエアトゥー �3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬前田 晋二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 480－ 61：50．5� 55．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，101，300円 複勝： 24，800，900円 枠連： 12，281，200円
馬連： 33，275，400円 馬単： 18，519，800円 ワイド： 20，215，300円
3連複： 43，334，700円 3連単： 60，212，000円 計： 231，740，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 130円 � 1，170円 枠 連（5－5） 710円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 250円 �� 3，730円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 40，040円

票 数

単勝票数 計 191013 的中 � 28896（2番人気）
複勝票数 計 248009 的中 � 38385（2番人気）� 66365（1番人気）� 3394（14番人気）
枠連票数 計 122812 的中 （5－5） 13335（2番人気）
馬連票数 計 332754 的中 �� 36524（1番人気）
馬単票数 計 185198 的中 �� 8816（3番人気）
ワイド票数 計 202153 的中 �� 24949（1番人気）�� 1226（40番人気）�� 2295（24番人気）
3連複票数 計 433347 的中 ��� 4209（22番人気）
3連単票数 計 602120 的中 ��� 1090（114番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．5―12．9―12．8―12．5―12．9―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．5―42．4―55．2―1：07．7―1：20．6―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3
・（3，5）14（2，9，16）13，4（6，11）10－（8，15）（7，12）＝1・（3，14）（2，9，16）13（5，6，10）4－（8，15）（7，12，11）－1

2
4

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

アイファーマグオー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．9．7 小倉5着

2012．2．25生 牡3栗 母 マ グ ノ リ ア 母母 ストロングレイス 8戦1勝 賞金 7，750，000円
※タマモホットポット号は，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。

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月1日 雨 重 （27小倉1）第8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

612 プ リ ズ ム 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 41：10．7 4．4�

47 キャロライン 牡3栗 56 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 490－ 21：10．91� 4．8�
48 アグネスリュシアン 牝3鹿 54 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 452－ 81：11．0� 22．3�

（伊）

12 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 480－101：11．21� 10．1�
36 ブライトボイス 牡3栗 56

54 △小崎 綾也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 498± 01：11．3� 6．8�
59 テイエムレジェンド 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 木田牧場 442＋ 61：11．4クビ 128．8�
714 イワヌガハナ �3黒鹿56 川島 信二國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 466＋ 2 〃 クビ 6．1	
11 オルティラアスール 牝3鹿 54 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 470－10 〃 ハナ 42．2

818 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 478＋ 4 〃 アタマ 10．3�
35 コウザンダンサー 牝3栗 54 �島 良太山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 北星村田牧場 410－ 61：11．61 71．9�
23 レッドアナベル 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬 東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446 ―1：12．45 35．0�
510 レオアジリティー 牡3栗 56 西田雄一郎レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 442－ 2 〃 ハナ 43．4�
611 タイセイメテオ 牡3栗 56 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 460＋ 6 〃 ハナ 8．0�
817 テイエムジャック 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム
牧場株式会社 438± 01：12．82� 178．7�

713 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松山 弘平セゾンレースホース 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452＋ 21：13．01� 62．7�
816 シングンパワー 牡3栗 56 原田 和真伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 B468± 01：13．2� 47．4�
715 カシノリクノオウ 牡3青鹿 56

53 ▲伴 啓太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 474＋ 61：14．26 290．2�
24 テイエムライオン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 テイエム牧場日高支場 408＋ 21：15．15 272．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，903，900円 複勝： 29，959，900円 枠連： 11，953，900円
馬連： 35，788，100円 馬単： 19，766，800円 ワイド： 21，242，300円
3連複： 50，030，800円 3連単： 65，257，100円 計： 252，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 180円 � 620円 枠 連（4－6） 630円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，710円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 49，380円

票 数

単勝票数 計 189039 的中 � 33699（1番人気）
複勝票数 計 299599 的中 � 54324（1番人気）� 49463（3番人気）� 9104（8番人気）
枠連票数 計 119539 的中 （4－6） 14528（1番人気）
馬連票数 計 357881 的中 �� 23690（1番人気）
馬単票数 計 197668 的中 �� 6109（2番人気）
ワイド票数 計 212423 的中 �� 12507（1番人気）�� 3047（22番人気）�� 3214（20番人気）
3連複票数 計 500308 的中 ��� 3826（30番人気）
3連単票数 計 652571 的中 ��� 958（154番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．7―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．8―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ズ ム �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2015．1．25 中京4着

2012．3．12生 牡3鹿 母 レインボーリップル 母母 Nazoo 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔制裁〕 セイントバローズ号の騎手藤岡康太は，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30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリクノオウ号・テイエムライオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

4月1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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カンタベリーキッズ号・タマモホットポット号
（非抽選馬） 2頭 グッドピアス号・セングウ号
※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。

05088 3月1日 雨 重 （27小倉1）第8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

11 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± 01：51．8 5．7�
612 アドマイヤロケット 牡3青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋141：52．11� 2．8�
714 メイショウワゴコロ 牝3青鹿 54

52 △岩崎 翼松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 424－ 61：52．42 129．5�
12 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 488－ 61：53．03� 11．0�
35 アドラビリティ 牝3青鹿54 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B484－ 81：53．1� 115．1�
24 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 484－ 21：53．31 5．0	
816 キクノラッキー 牝3黒鹿54 西田雄一郎菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 450－181：53．72� 193．7

48 スズカマドンナ 牝3鹿 54 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 436－ 4 〃 ハナ 16．6�
510 リバイブビート 牡3栗 56

53 ▲義 英真宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 466－ 61：53．91� 56．0�
36 ゼ ノ 牡3鹿 56 吉田 隼人�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 454＋ 81：54．0� 52．1
23 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 402－ 81：54．1� 10．3�
47 ブルールーク 牡3鹿 56 川島 信二 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 474－ 2 〃 クビ 13．0�
713 コウエイイプシロン 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 500＋221：55．37 32．7�
59 シゲルユキマツリ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 出羽牧場 428－ 81：55．72� 245．2�
611 トップモーリー 牡3鹿 56 D．バルジュー 林 正道氏 森田 直行 新ひだか 飛野牧場 468－ 21：55．8クビ 9．5�

（伊）

815 イーハトーボ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 市川フアーム 438＋ 61：56．12 116．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，001，500円 複勝： 27，050，800円 枠連： 12，988，400円
馬連： 35，656，300円 馬単： 20，697，700円 ワイド： 21，716，700円
3連複： 50，970，700円 3連単： 67，653，500円 計： 257，735，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 160円 � 1，540円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，590円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 22，710円 3 連 単 ��� 90，830円

票 数

単勝票数 計 210015 的中 � 29313（3番人気）
複勝票数 計 270508 的中 � 39917（2番人気）� 55033（1番人気）� 3149（13番人気）
枠連票数 計 129884 的中 （1－6） 18539（1番人気）
馬連票数 計 356563 的中 �� 29101（1番人気）
馬単票数 計 206977 的中 �� 6501（5番人気）
ワイド票数 計 217167 的中 �� 15808（1番人気）�� 1138（43番人気）�� 1128（45番人気）
3連複票数 計 509707 的中 ��� 1683（67番人気）
3連単票数 計 676535 的中 ��� 540（304番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．5―12．8―12．7―12．4―12．8―12．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．1―48．9―1：01．6―1：14．0―1：26．8―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アプリコットベリー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2014．8．10 札幌2着

2012．5．5生 牝3青鹿 母 フィックルベリー 母母 Fickle Friends 6戦1勝 賞金 11，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーハトーボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月1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。



05089 3月1日 小雨 不良 （27小倉1）第8日 第5競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走12時10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

11 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57
56 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470－ 4 58．1 4．2�

33 � スカイアクセス �6鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 526－ 2 58．95 143．8�
22 サーシスリーフ 牡5鹿 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 496－ 8 〃 クビ 18．7�
（伊）

812� プレシャスベガ 牝4黒鹿55 川須 栄彦杉山 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 B448－ 2 59．11 27．6�

813 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 丸田 恭介村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 クビ 2．8	
711 リッシンロケット 牡5芦 57 藤岡 康太小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 466－ 2 59．2クビ 15．0

44 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 510＋12 〃 ハナ 5．6�
710 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± 0 59．3� 4．3�

69 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 国分 恭介栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 448－ 4 59．51 157．4
45 アスターキング 牡5栗 57

55 △岩崎 翼加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 494＋ 4 〃 クビ 46．8�
68 サクラドラジェ 牝4黒鹿55 松山 弘平�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 452－ 8 59．6� 47．7�
56 ポークチョップ 牝5鹿 55 丹内 祐次鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B466－ 2 〃 ハナ 34．0�
57 クリノジュロウジン 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 B472＋ 8 59．81	 88．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，242，700円 複勝： 24，671，000円 枠連： 10，374，000円
馬連： 35，871，000円 馬単： 23，643，300円 ワイド： 22，018，200円
3連複： 51，871，500円 3連単： 86，809，200円 計： 276，500，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 3，160円 � 560円 枠 連（1－3） 12，330円

馬 連 �� 26，050円 馬 単 �� 35，320円

ワ イ ド �� 6，280円 �� 1，220円 �� 19，150円

3 連 複 ��� 70，730円 3 連 単 ��� 469，670円

票 数

単勝票数 計 212427 的中 � 39804（2番人気）
複勝票数 計 246710 的中 � 45944（2番人気）� 1631（13番人気）� 10435（7番人気）
枠連票数 計 103740 的中 （1－3） 652（24番人気）
馬連票数 計 358710 的中 �� 1067（43番人気）
馬単票数 計 236433 的中 �� 502（70番人気）
ワイド票数 計 220182 的中 �� 891（40番人気）�� 4815（11番人気）�� 290（63番人気）
3連複票数 計 518715 的中 ��� 550（118番人気）
3連単票数 計 868092 的中 ��� 134（692番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．6―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 1（5，8）2（4，12，13）（6，10）（3，9）11－7 4 1，5（2，8）（4，12，13）（6，10）（3，9）11－7

勝馬の
紹 介

ギャラクシーエクス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．1．25 京都2着

2011．4．17生 牡4黒鹿 母 クロースシークレット 母母 Turbo Launch 12戦2勝 賞金 18，900，000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。

05090 3月1日 小雨 重 （27小倉1）第8日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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

510 スピリットレイク 牝5鹿 55 �島 良太 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 500＋ 21：09．9 10．8�

48 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55
52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 446＋ 81：10．11� 10．7�

611 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 460＋ 21：10．31� 6．0�

59 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55
52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 424＋ 8 〃 クビ 38．5�

47 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿 55
53 △小崎 綾也吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 434＋181：10．51� 21．1	

35 テイエムナデューラ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 452＋181：10．6� 132．4

23 ハッピーアビラ 牝6鹿 55

54 ☆松若 風馬馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 クビ 12．2�
36 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 460＋ 4 〃 ハナ 16．0�
24 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 長岡 禎仁�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 446＋ 21：10．7� 29．9
12 ガートルード 牝4黒鹿55 松田 大作 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 41：11．12� 19．3�
11 � バシニアティヴ 牝5栗 55 川島 信二石橋 英郎氏 高橋 義博 洞�湖 メジロ牧場 426－141：11．42 246．7�
714 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 460－ 2 〃 同着 3．8�
715 ダイワカリエンテ 牝6栗 55 吉田 隼人大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 61：11．5	 60．5�
713 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 422－ 21：11．6クビ 36．2�
612 ショウナンバクフウ 牝4鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 448＋ 21：11．7	 29．7�
817 エクスパーシヴ 牝5鹿 55 D．バルジュー 前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 488＋ 41：11．8� 15．0�

（伊）

816 ナリタメロディ 牝4青鹿 55
52 ▲�島 克駿�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 436＋ 21：12．01� 51．9�

818 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 498＋ 21：12．1� 6．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，068，300円 複勝： 30，304，200円 枠連： 13，885，000円
馬連： 39，834，000円 馬単： 20，248，600円 ワイド： 24，931，800円
3連複： 61，577，800円 3連単： 74，991，000円 計： 286，840，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 490円 � 330円 � 230円 枠 連（4－5） 4，320円

馬 連 �� 9，160円 馬 単 �� 18，840円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 1，930円 �� 990円

3 連 複 ��� 20，850円 3 連 単 ��� 156，230円

票 数

単勝票数 計 210683 的中 � 15491（5番人気）
複勝票数 計 303042 的中 � 14579（8番人気）� 23683（4番人気）� 38592（3番人気）
枠連票数 計 138850 的中 （4－5） 2488（20番人気）
馬連票数 計 398340 的中 �� 3369（36番人気）
馬単票数 計 202486 的中 �� 806（76番人気）
ワイド票数 計 249318 的中 �� 2206（35番人気）�� 3301（21番人気）�� 6670（4番人気）
3連複票数 計 615778 的中 ��� 2215（59番人気）
3連単票数 計 749910 的中 ��� 348（511番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットレイク �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．7．14 新潟6着

2010．4．17生 牝5鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 20戦2勝 賞金 20，550，000円
〔制裁〕 ナリタメロディ号の騎手�島克駿は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：18番・17番）

スピリットレイク号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ボストンサクラ号の騎手義英真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。



05091 3月1日 小雨 重 （27小倉1）第8日 第7競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 56 田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 460－202：03．3 36．8�

33 エアピザレー 牡4栗 56 藤岡 康太 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482＋ 62：03．62 6．0�
712� ダノンロンシャン 牡4芦 56

54 △小崎 綾也�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 472± 02：03．8� 3．9�
11 セイクリッドロード �6鹿 57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494－102：04．22� 14．6�
813 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± 02：04．3� 5．2�
58 レッドムーヴ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 458＋ 42：04．51� 107．5	
57 グランスエルテ 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬 
サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋12 〃 クビ 13．4�

45 マイネルゼーラフ 牡4青鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 496－ 22：05．24 124．5�

46 サダムロードショー 牡5鹿 57 松山 弘平大西 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 456－ 42：05．3クビ 8．9

69 � モ シ モ シ 牝5黒鹿 55
53 △岩崎 翼小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 406＋ 2 〃 クビ 37．9�

34 ピースメーカー 牡4鹿 56
53 ▲義 英真小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：05．51� 10．8�
610 マイネルアルティマ 牡6芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 472± 02：05．81� 42．3�
711 マウイノカオイ 牡5鹿 57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 476± 02：05．9� 5．1�

（伊）

814� ジンライムデザイア 牡4黒鹿 56
53 ▲伴 啓太飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 466－ 82：08．2大差 167．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，044，200円 複勝： 26，528，200円 枠連： 10，668，700円
馬連： 36，229，500円 馬単： 19，539，500円 ワイド： 19，694，200円
3連複： 47，871，100円 3連単： 70，231，900円 計： 249，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 860円 � 200円 � 190円 枠 連（2－3） 6，390円

馬 連 �� 7，880円 馬 単 �� 20，320円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 2，740円 �� 790円

3 連 複 ��� 12，790円 3 連 単 ��� 117，590円

票 数

単勝票数 計 190442 的中 � 4130（9番人気）
複勝票数 計 265282 的中 � 6136（11番人気）� 38756（3番人気）� 40315（1番人気）
枠連票数 計 106687 的中 （2－3） 1292（22番人気）
馬連票数 計 362295 的中 �� 3559（30番人気）
馬単票数 計 195395 的中 �� 721（67番人気）
ワイド票数 計 196942 的中 �� 2011（31番人気）�� 1808（35番人気）�� 6713（5番人気）
3連複票数 計 478711 的中 ��� 2805（50番人気）
3連単票数 計 702319 的中 ��� 433（411番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．9―12．7―12．7―12．5―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―35．2―48．1―1：00．8―1：13．5―1：26．0―1：38．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ザトゥルーエアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．2．26生 牡4鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 7戦1勝 賞金 7，690，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 レッドムーヴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レッドムーヴ号は，平成27年3月2日から平成27年3月22日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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。

05092 3月1日 小雨 重 （27小倉1）第8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

816 テーオートマホーク 牡5鹿 57 吉田 隼人小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 486＋ 81：10．2 41．3�
35 トシストロング 牡4鹿 57 松山 弘平上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480－121：10．3� 22．0�
817 テイエムシングン 牡5鹿 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 500－12 〃 クビ 28．1�
510 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 B452－ 21：10．4� 11．3�
47 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 464＋ 2 〃 クビ 4．8�
48 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 ハナ 18．9�
59 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 476－12 〃 ハナ 5．0	
11 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 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 500± 01：10．5クビ 4．9


（伊）

12 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 B456＋ 21：10．71 24．9�
611 ユキノラムセス 牡8栗 57 西田雄一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 41：10．8� 6．5�
36 � エーデルシュタイン 牝6黒鹿55 川須 栄彦岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 494＋ 61：11．01� 97．5
23 � サ イ キ セ キ 牡6黒鹿 57

54 ▲義 英真武田 茂男氏 吉村 圭司 むかわ サイファーム 482＋101：11．1� 100．5�
713 キボウダクリチャン 牝6栗 55 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 468＋ 6 〃 クビ 186．3�
24 ロードメビウス 牡4鹿 57

54 ▲	島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム B504＋ 21：11．31� 12．6�
612 ホオポノポノ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 446± 01：11．51� 165．3�

818 ジャストザオネスト 牡5黒鹿57 黛 弘人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 508－ 41：12．03 36．0�

715 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± 01：12．53 73．5�

714 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 442＋ 21：13．24 18．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，572，800円 複勝： 29，126，200円 枠連： 16，030，400円
馬連： 44，301，100円 馬単： 23，597，100円 ワイド： 27，005，900円
3連複： 66，096，800円 3連単： 89，439，000円 計： 317，169，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 970円 � 840円 � 600円 枠 連（3－8） 8，060円

馬 連 �� 37，400円 馬 単 �� 76，610円

ワ イ ド �� 16，560円 �� 9，460円 �� 8，910円

3 連 複 ��� 300，440円 3 連 単 ��� 1，801，200円

票 数

単勝票数 計 215728 的中 � 4174（13番人気）
複勝票数 計 291262 的中 � 7763（13番人気）� 9138（11番人気）� 13359（10番人気）
枠連票数 計 160304 的中 （3－8） 1541（29番人気）
馬連票数 計 443011 的中 �� 918（92番人気）
馬単票数 計 235971 的中 �� 231（186番人気）
ワイド票数 計 270059 的中 �� 420（111番人気）�� 738（84番人気）�� 784（81番人気）
3連複票数 計 660968 的中 ��� 165（497番人気）
3連単票数 計 894390 的中 ��� 36（2846番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオートマホーク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．18 札幌5着

2010．3．17生 牡5鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 14戦2勝 賞金 18，680，000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 アースプレイ号
※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。



05093 3月1日 曇 不良 （27小倉1）第8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

510 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 472－ 21：44．5 13．0�
23 � 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 492＋ 41：44．6� 15．0�
11 � 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 B556－ 4 〃 クビ 4．7�
47 サンライズカラー 牡6鹿 57 川島 信二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 536＋ 61：45．02� 18．6�
59 パープルパルピナ 牡4鹿 56

54 △岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 498－ 4 〃 ハナ 65．2�
815 アクアマリンブレス 牡4黒鹿 56

53 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－161：45．1クビ 4．6	
12 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 466－ 2 〃 クビ 38．4

612 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± 0 〃 ハナ 4．0�
24 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 482＋ 61：45．41	 12．6
714 サンライズレーヴ 牡4栗 56

53 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 462－ 21：45．61� 6．1�

48 ガッテンキャンパス 牡6鹿 57
54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 464＋ 41：45．91	 205．1�

611 ノーブルガイア 牝6黒鹿55 長岡 禎仁菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442± 01：46．0� 163．3�
816 タルトオポム 牡4黒鹿56 津村 明秀窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446± 01：46．1	 31．6�
713 ペリーホワイト 牡4芦 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 472－ 21：46．63 41．9�
35 アルマベルヴァ 牡5鹿 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 加藤 和宏 新冠 赤石 久夫 518＋ 21：46．7� 65．3�
36 ボンジュールキラリ 牡4黒鹿56 吉田 隼人田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 510＋ 2 〃 ハナ 70．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，665，000円 複勝： 37，850，400円 枠連： 16，714，100円
馬連： 54，444，000円 馬単： 27，742，400円 ワイド： 30，386，800円
3連複： 73，651，300円 3連単： 105，170，100円 計： 371，624，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 310円 � 400円 � 190円 枠 連（2－5） 2，350円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 12，520円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，270円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 94，010円

票 数

単勝票数 計 256650 的中 � 15698（6番人気）
複勝票数 計 378504 的中 � 29855（5番人気）� 21970（7番人気）� 61151（2番人気）
枠連票数 計 167141 的中 （2－5） 5505（13番人気）
馬連票数 計 544440 的中 �� 7706（22番人気）
馬単票数 計 277424 的中 �� 1661（51番人気）
ワイド票数 計 303868 的中 �� 4194（25番人気）�� 6200（12番人気）�� 5810（15番人気）
3連複票数 計 736513 的中 ��� 4454（44番人気）
3連単票数 計1051701 的中 ��� 811（308番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．9―12．4―12．4―12．3―11．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．7―55．1―1：07．5―1：19．8―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3
9，10（3，15）6（1，7）（5，13）16，2，14（4，12）－11－8・（9，10）（3，15）（6，7）1（2，5，13，16）（4，12，14）－（11，8）

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

勝馬の
紹 介

キングスクルーザー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．1 阪神4着

2010．4．6生 牡5鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 20戦3勝 賞金 27，210，000円
［他本会外：1戦0勝］

05094 3月1日 曇 重 （27小倉1）第8日 第10競走 ��2，600�
よ ぶ こ

呼 子 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

33 � ラルプデュエズ 牡5黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：44．4 2．4�
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 436－122：45．03� 4．5�

（伊）

89 ワンダフルワールド 牡4栗 56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 クビ 6．5�
22 マイネルフレスコ 牡4栗 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 12：45．42� 26．6�
44 � スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 高倉 稜永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 460－ 22：45．5クビ 8．8�
88 � ミッキーピオーネ 牡5芦 57 川須 栄彦野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：45．71� 41．4	
66 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 472± 02：45．8クビ 5．1

77 チェイスザゴールド 牡5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 544－ 42：46．43� 12．4�
55 ロードガンブラック 牡4鹿 56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 492＋ 32：47．14 62．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，082，100円 複勝： 29，233，800円 枠連： 9，744，100円
馬連： 49，059，800円 馬単： 32，280，800円 ワイド： 24，830，000円
3連複： 62，075，200円 3連単： 150，491，300円 計： 381，797，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 320円 �� 540円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，510円

票 数

単勝票数 計 240821 的中 � 78996（1番人気）
複勝票数 計 292338 的中 � 97352（1番人気）� 47572（2番人気）� 33821（5番人気）
枠連票数 計 97441 的中 （1－3） 15185（1番人気）
馬連票数 計 490598 的中 �� 84145（1番人気）
馬単票数 計 322808 的中 �� 34481（1番人気）
ワイド票数 計 248300 的中 �� 37988（1番人気）�� 18913（3番人気）�� 10120（8番人気）
3連複票数 計 620752 的中 ��� 50879（2番人気）
3連単票数 計1504913 的中 ��� 43297（2番人気）

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

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―37．0―49．6―1：02．6―1：16．2―1：30．0―1：43．5―1：56．1―2：08．5―2：20．6―2：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラルプデュエズ 
�
父 チチカステナンゴ 

�
母父 サンデーサイレンス

2010．4．19生 牡5黒鹿 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 15戦1勝 賞金 27，210，000円
初出走 JRA

※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。



05095 3月1日 曇 重 （27小倉1）第8日 第11競走 ��1，800�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

69 タマモトッププレイ 牡6黒鹿57 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 496＋ 81：50．5 14．5�
57 コウエイワンマン 牡4黒鹿56 丸山 元気西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524－ 61：50．6� 11．0�
11 フレイムコード 牝6鹿 55 藤懸 貴志�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472± 01：51．23� 21．2�
34 エルカミーノレアル 牡4鹿 56 松田 大作広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 478－101：51．3� 76．3�
22 ブロードスター �5鹿 57 川須 栄彦安原 浩司氏 	島 一歩 浦河 バンブー牧場 472－ 21：51．4クビ 21．5	
610 ダノンシンフォニー 牡5鹿 57 松若 風馬�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 81：51．61� 4．1

45 ブレークビーツ �5鹿 57 D．バルジュー 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440－ 41：51．7� 5．9�

（伊）

33 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476－ 41：51．8� 13．3�
58 プ ロ ク リ ス 牝4栗 54 小崎 綾也 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：52．54 5．4
711 ダイシンブラック 牡6鹿 57 丸田 恭介大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 476－141：53．03 51．2�
46 リメインサイレント 牝5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 484－14 〃 クビ 5．2�
712
 コモノドラゴン 牡7栗 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 488＋121：54．06 47．5�
814 ショウナンバーキン 牝5青 55 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 466＋ 61：54．42� 40．6�
813
 メイショウインロウ 牡6栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 542＋101：55．46 16．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，562，800円 複勝： 52，034，700円 枠連： 38，683，200円
馬連： 156，642，000円 馬単： 72，537，900円 ワイド： 58，893，000円
3連複： 214，692，000円 3連単： 342，300，300円 計： 974，345，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 430円 � 330円 � 540円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 13，660円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 3，720円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 46，360円 3 連 単 ��� 270，920円

票 数

単勝票数 計 385628 的中 � 21153（7番人気）
複勝票数 計 520347 的中 � 31781（6番人気）� 44141（5番人気）� 24264（9番人気）
枠連票数 計 386832 的中 （5－6） 44060（3番人気）
馬連票数 計1566420 的中 �� 17979（29番人気）
馬単票数 計 725379 的中 �� 3981（56番人気）
ワイド票数 計 588930 的中 �� 7668（29番人気）�� 4059（45番人気）�� 4597（41番人気）
3連複票数 計2146920 的中 ��� 3473（142番人気）
3連単票数 計3423003 的中 ��� 916（784番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．9―48．3―1：00．6―1：12．8―1：25．0―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモトッププレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．12．17 阪神4着

2009．2．19生 牡6黒鹿 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト 32戦5勝 賞金 84，207，000円
〔制裁〕 ダイシンブラック号の騎手丸田恭介は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウインロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月1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。

05096 3月1日 曇 重 （27小倉1）第8日 第12競走 ��1，200�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．3．1以降27．2．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ヤマニンマルキーザ 牡4栗 55 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 468± 01：09．6 6．2�
816 コウエイタケル 牡4鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474± 0 〃 クビ 8．3�
59 クラウンカイザー 牡6黒鹿55 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 502－ 41：09．7クビ 11．3�
35 スマートエビデンス 牡4鹿 54 高倉 稜大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 516－ 41：10．01� 20．4�
47 ビットスターダム 牡7芦 55 津村 明秀馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464± 0 〃 アタマ 35．2�
23 メイショウライナー 牡5鹿 54 勝浦 正樹松本 好	氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 480－ 41：10．21� 7．4

11 ライブリシュネル 牡5鹿 54 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 474－10 〃 クビ 23．5�
612 オトコギマサムネ 牡4鹿 55 松田 大作塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482± 01：10．41 22．2�
36 スーパーアース 牝5黒鹿52 西田雄一郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 460－ 21：10．5� 53．3
713 ラインロバート 牡6青鹿54 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 470－ 61：10．6� 78．7�
48 ベ ル ラ イ ン 牝5栗 50 西村 太一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448± 01：10．7� 70．5�
510 プリンセスムーン 牝5栗 53 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B488－ 41：10．8クビ 4．5�
714 オリエンタルサン 牡5鹿 55 D．バルジュー 下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 472＋ 41：10．9� 10．3�

（伊）

715 アグネスチャンス 牝5黒鹿51 岩崎 翼渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 464＋ 41：11．0� 87．8�
12 マイティースコール 牡7栗 53 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 8 〃 ハナ 102．8�
818 ヴァイサーリッター 牡4芦 56 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472－ 41：11．21� 10．1�
817 バ コ パ 牡6栗 54 武 幸四郎畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－ 41：11．3� 85．5�
611 ケイアイウィルゴー 牝5鹿 54 川島 信二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 474－ 21：12．15 11．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，231，400円 複勝： 57，781，700円 枠連： 37，732，400円
馬連： 132，102，200円 馬単： 50，964，400円 ワイド： 59，107，400円
3連複： 181，606，900円 3連単： 248，107，800円 計： 809，634，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 270円 � 320円 枠 連（2－8） 800円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，330円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 65，910円

票 数

単勝票数 計 422314 的中 � 53855（2番人気）
複勝票数 計 577817 的中 � 67947（2番人気）� 54958（3番人気）� 43959（7番人気）
枠連票数 計 377324 的中 （2－8） 36431（3番人気）
馬連票数 計1321022 的中 �� 30599（9番人気）
馬単票数 計 509644 的中 �� 6071（18番人気）
ワイド票数 計 591074 的中 �� 11473（12番人気）�� 11535（11番人気）�� 6952（24番人気）
3連複票数 計1816069 的中 ��� 11431（31番人気）
3連単票数 計2481078 的中 ��� 2729（189番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンマルキーザ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．12．21 中山6着

2011．4．20生 牡4栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 15戦3勝 賞金 42，081，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤクーガー号・サンセットスカイ号・ヒカリトリトン号・ベルリネッタ号・ヤマニンカヴァリエ号
※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8日 3月1日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 186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

178，560，000円
3，140，000円
6，380，000円
1，460，000円
16，260，000円
66，925，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
288，514，200円
406，888，600円
200，331，700円
684，997，100円
352，549，400円
349，835，800円
952，404，700円
1，436，026，600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 4，671，548，100円

総入場人員 9，757名 （有料入場人員 8，817名）



平成27年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，485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

1，409，320，000円
13，620，000円
51，360，000円
14，010，000円
127，240，000円
534，507，500円
38，830，000円
14，256，000円

勝馬投票券売得金
2，142，598，200円
3，059，065，700円
1，483，713，900円
5，018，302，900円
2，616，994，200円
2，629，931，300円
6，914，914，400円
10，312，602，200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 34，178，122，800円

総入場延人員 73，851名 （有料入場延人員 66，744名）
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