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05013 2月14日 曇 重 （28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

510 トーアライジン 牡3芦 56
55 ☆小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 488－101：46．6 4．5�

12 モンストルコント 牡3黒鹿56 北村 友一 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 480－ 41：46．7� 4．4�
713 タマモアルム 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 514＋ 8 〃 クビ 2．3�
714 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 446＋ 21：47．23 25．9�
59 タマモベルガモ 牡3栗 56

54 △�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 482＋ 81：47．41� 39．2	
11 メイケイオリオン 牡3青鹿56 松田 大作名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 41：47．61 30．9

36 レイホーロイス 牡3黒鹿56 丸田 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 484＋141：47．91� 8．9�
612 ライトブリンガー 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 464＋ 61：48．22 72．4�
816 ハクユウスターダム 牡3鹿 56 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 浦河 福田牧場 466－ 41：49．05 86．1
611 イーグルバイオ 牡3鹿 56 丸山 元気バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 502± 01：49．1� 18．4�
47 ヤマニンアルルカン 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 B498＋121：49．52� 252．3�
35 バナーワーク 牡3栗 56 菱田 裕二吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 460＋161：49．71� 222．7�
24 ジ ュ メ イ ラ 牡3鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 41：49．91� 60．8�
815 ダウンフォース 牡3黒鹿56 幸 英明黒川 哲美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋181：50．32� 83．4�
48 アイアンドーム 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太池上 一馬氏 須貝 尚介 新ひだか グローリーファーム B496＋181：50．83 27．0�
23 ヒロノチャンバー 牡3栗 56 松山 弘平高原 将浩氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 504＋161：50．9� 108．7�
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売 得 金
単勝： 13，534，000円 複勝： 20，183，400円 枠連： 8，158，700円
馬連： 29，399，100円 馬単： 15，930，300円 ワイド： 18，857，200円
3連複： 44，495，300円 3連単： 58，783，900円 計： 209，341，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（1－5） 780円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 190円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 135340 的中 � 23864（3番人気）
複勝票数 計 201834 的中 � 35931（2番人気）� 33908（3番人気）� 56505（1番人気）
枠連票数 計 81587 的中 （1－5） 8051（3番人気）
馬連票数 計 293991 的中 �� 22319（3番人気）
馬単票数 計 159303 的中 �� 6093（6番人気）
ワイド票数 計 188572 的中 �� 13347（3番人気）�� 15919（2番人気）�� 28087（1番人気）
3連複票数 計 444953 的中 ��� 47940（1番人気）
3連単票数 計 587839 的中 ��� 8894（6番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．5―13．5―12．9―12．2―11．8―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．9―44．4―57．3―1：09．5―1：21．3―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアライジン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2015．11．15 京都5着

2013．3．20生 牡3芦 母 トーアライトニング 母母 トーアネイジュ 5戦1勝 賞金 6，700，000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。
（非当選馬） 3頭 エターナル号・ビレッジゴールド号・リーガルオフィス号
（非抽選馬） 1頭 シャスールニング号

05014 2月14日 曇 重 （28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

11 � ラ フ ァ ー ガ 牝4青鹿 55
53 △�島 克駿岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 476－ 4 58．3 4．7�

22 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 松若 風馬馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－ 4 58．51� 7．5�
34 オールオブユー 牝4栗 55 幸 英明三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－14 〃 アタマ 6．4�
57 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 498＋10 58．71� 122．8�
46 クラシックマーク 牝5栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 444－ 8 〃 ハナ 51．4�
58 メイショウタラチネ 牝4黒鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 470＋ 8 58．8� 9．5�
712 ポッドフィズ 牝4鹿 55 藤懸 貴志小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 474＋ 4 〃 ハナ 22．7	
45 ミカルベウス 牝5芦 55 宮崎 北斗尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484＋10 59．22� 10．9

711� ミスチフウイッチ 牝4黒鹿55 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462－ 4 59．3クビ 46．6�
610 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿55 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 474± 0 59．51� 329．9
69 � ゲ ッ ト ミ ー 牝4栗 55 竹之下智昭薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 484＋ 2 59．82 200．4�
33 � プレシャスヴィガー 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464－ 81：00．11� 19．0�

813 フロイデシューネル 牝4鹿 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 482－101：00．42 63．0�
814 ハルマッタン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 492＋141：00．82� 2．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，145，200円 複勝： 23，108，600円 枠連： 7，242，200円
馬連： 31，442，200円 馬単： 17，110，900円 ワイド： 19，406，600円
3連複： 42，846，800円 3連単： 55，744，400円 計： 215，046，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 180円 � 190円 枠 連（1－2） 1，620円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 570円 �� 480円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計 181452 的中 � 30707（2番人気）
複勝票数 計 231086 的中 � 38169（2番人気）� 33711（3番人気）� 29058（4番人気）
枠連票数 計 72422 的中 （1－2） 3454（8番人気）
馬連票数 計 314422 的中 �� 13792（6番人気）
馬単票数 計 171109 的中 �� 4086（10番人気）
ワイド票数 計 194066 的中 �� 8706（5番人気）�� 10586（3番人気）�� 8088（6番人気）
3連複票数 計 428468 的中 ��� 12380（4番人気）
3連単票数 計 557444 的中 ��� 2938（23番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．7―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラ フ ァ ー ガ �
�
父 バランスオブゲーム �

�
母父 Holy Bull

2012．4．28生 牝4青鹿 母 レディークライスト 母母 ファストルック 5戦1勝 賞金 8，100，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ハルマッタン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハルマッタン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年3月14日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トリアンドルス号
（非抽選馬） 2頭 ウーマン号・ミラクルアイドル号

第１回 小倉競馬 第２日



05015 2月14日 曇 稍重 （28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

24 ショウナンマシェリ 牝3鹿 54 幸 英明�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 436－141：08．9 6．0�
715 ファインキャプテン 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 474＋101：09．0� 12．1�
12 � ジーブレイズ 牡3芦 56 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 480＋ 2 〃 ハナ 2．4�
714 レパーズタウン 牝3鹿 54

52 △義 英真岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：09．21� 113．2�
611 テ ィ ノ 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 384－101：09．3	 8．6	
36 クールマギー 牝3鹿 54 藤岡 康太川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 444＋121：09．4� 5．9

612 メイショウティグレ 牡3黒鹿56 北村 友一松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 446＋ 4 〃 クビ 94．6�
817 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋121：09．5	 10．5�
510 ダートリーダー 牡3鹿 56

54 △伴 啓太岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 博志 452± 0 〃 ハナ 319．6
48 マ ー チ ン 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 416± 0 〃 ハナ 31．0�
816 ヴィランドリー 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 450＋ 61：09．6� 64．8�
23 タイセイティエラ 牡3栗 56 丸山 元気田中 成奉氏 奥村 武 浦河 浦河土肥牧場 458＋ 8 〃 クビ 32．9�
35 アッフェルリズム 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也山科 統氏 西村 真幸 浦河 バンダム牧場 430± 0 〃 ハナ 27．1�
11 マロンバニラ 牝3栗 54 嶋田 純次坂本 万夫氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 426－ 81：09．81� 82．3�
47 マイネルロタシオン 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：09．9� 28．3�
713 ク マ ダ モ ン 
3鹿 56 平野 優熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田中 裕之 416＋121：10．21	 362．1�
59 カシノマザー 牝3栗 54 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 近藤牧場 B448＋161：10．41� 59．5�
818 ノブレジェンド 牡3鹿 56 長岡 禎仁前田 亘輝氏 小島 茂之 様似 猿倉牧場 436＋ 21：10．61� 173．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，301，700円 複勝： 21，570，400円 枠連： 7，955，200円
馬連： 27，595，100円 馬単： 14，868，900円 ワイド： 17，523，300円
3連複： 38，922，100円 3連単： 50，497，300円 計： 194，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 300円 � 140円 枠 連（2－7） 3，190円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 420円 �� 970円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 153017 的中 � 20367（3番人気）
複勝票数 計 215704 的中 � 27633（3番人気）� 15038（6番人気）� 48360（1番人気）
枠連票数 計 79552 的中 （2－7） 1927（15番人気）
馬連票数 計 275951 的中 �� 6718（11番人気）
馬単票数 計 148689 的中 �� 2083（18番人気）
ワイド票数 計 175233 的中 �� 4296（11番人気）�� 11675（2番人気）�� 4461（10番人気）
3連複票数 計 389221 的中 ��� 6897（9番人気）
3連単票数 計 504973 的中 ��� 1179（68番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．5―11．3―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．9―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマシェリ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2015．9．12 阪神9着

2013．4．30生 牝3鹿 母 ショウナンカッサイ 母母 ショウナンマドンナ 7戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グリニッチヴィレジ号
（非抽選馬） 6頭 ウインシガーロ号・カシノミライ号・グランドサッチャー号・サニーデイヒーロー号・リンガスウラン号・

ロイヤルビーナス号

05016 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第4競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

612 マルカベッカム 牡3鹿 56 松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 488± 02：01．3 7．9�
12 エーティーサンダー 牡3青鹿56 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 22：01．61� 6．9�
48 ナリタエイト 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 アタマ 2．7�
611 クリノサンスーシ 牝3鹿 54

52 △義 英真栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 424－ 82：02．13 24．4�
35 エイシンミサイル 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 504＋ 4 〃 ハナ 5．9�
36 イッツマイシャウト 牡3栗 56 丸山 元気飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 474± 02：02．41� 43．9	
714 チェストケハーツ 牝3鹿 54 黛 弘人了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 幌村牧場 422± 0 〃 クビ 20．6

713 パープルスクエア 牡3栗 56 松田 大作中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 484＋ 42：02．5クビ 59．3�
24 レーヌドコロール 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋162：03．03 4．4
47 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 496－142：03．32 44．6�
815 ホンマカイナ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 鳥谷 勝彦 432＋ 22：03．62 419．5�
816 ウインブルースカイ 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 452－ 22：03．7� 299．5�
59 クーパーズヒル 牡3栗 56 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 420＋102：03．8� 50．3�
23 フォルテミノル 牡3鹿 56 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 折手牧場 482＋ 22：04．22� 136．7�
817 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 千歳 社台ファーム 500－ 22：04．94 43．8�
11 サトノシンゲキ 牡3鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 498－ 22：05．0� 118．4�
510 パ イ ロ ッ ト 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 480＋ 62：05．21� 165．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 19，770，500円 複勝： 29，175，300円 枠連： 9，806，400円
馬連： 34，102，100円 馬単： 18，184，600円 ワイド： 22，183，400円
3連複： 46，055，400円 3連単： 59，434，700円 計： 238，712，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 230円 � 140円 枠 連（1－6） 2，270円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 860円 �� 550円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 27，780円

票 数

単勝票数 計 197705 的中 � 19914（5番人気）
複勝票数 計 291753 的中 � 29709（4番人気）� 28343（5番人気）� 67591（1番人気）
枠連票数 計 98064 的中 （1－6） 3343（11番人気）
馬連票数 計 341021 的中 �� 8955（10番人気）
馬単票数 計 181846 的中 �� 2134（22番人気）
ワイド票数 計 221834 的中 �� 6314（10番人気）�� 10389（4番人気）�� 12060（3番人気）
3連複票数 計 460554 的中 ��� 10544（8番人気）
3連単票数 計 594347 的中 ��� 1551（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．2―47．9―1：00．2―1：12．6―1：25．0―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3
12（17，7）15，6（5，11）（2，4，8）－（1，10）3（14，9，16）－13
12（7，17，8）（5，11，4）（6，15，2）（14，1，3）（9，10）（13，16）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカベッカム �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．30 小倉3着

2013．1．21生 牡3鹿 母 ナショナルホリデー 母母 ナショナルフラッグ 5戦1勝 賞金 8，850，000円



05017 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

59 � エイシンピカソ 牝3栗 54 藤岡 康太平井 克彦氏 野中 賢二 米
Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

440 ―1：09．7 2．2�
715 ラ ー ダ ー 牝3黒鹿54 松田 大作 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：09．8� 13．4�
611 テイエムサンピラー 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 488 ―1：10．22� 34．7�
714 レーヴムーン 牡3黒鹿56 大下 智ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474 ―1：10．3� 21．7�
510 ナ ム ラ ナ ウ 牝3栗 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 410 ―1：10．62 149．1	
818 ナムラルーシー 牝3鹿 54 D．バルジュー 奈村 睦弘氏 中村 均 浦河 谷川牧場 476 ―1：10．81� 18．5


（伊）

12 ル ネ ッ タ 牝3鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 牧浦 充徳 新冠 スカイビーチステーブル 410 ―1：11．11� 15．0�
36 ニュートライ 牡3鹿 56 吉田 隼人服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 518 ― 〃 クビ 37．9�
23 スエツムハナ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也内田 玄祥氏 松山 将樹 日高 田端牧場 454 ― 〃 ハナ 20．7
817 ラ イ ジ ョ ー 牡3鹿 56 川島 信二サン 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 414 ― 〃 アタマ 292．4�
35 フラムルージュ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 448 ―1：11．2クビ 46．6�

713 アラモアナロマンス 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也横瀬 兼二氏 牧田 和弥 日高 メイプルファーム 390 ― 〃 クビ 25．9�

24 メイショウフクロウ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 416 ―1：11．83� 82．7�
612 ジェットバローズ 牡3栗 56 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 478 ―1：12．0� 4．1�
47 モズサンライズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森 秀行 新ひだか 岡田牧場 496 ―1：12．63� 80．8�
11 ゼットエルサ 牝3芦 54 津村 明秀�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 前川 正美 436 ―1：12．81	 59．3�
816 ハーランズワンダー 牝3鹿 54 中谷 雄太�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 422 ―1：13．01 9．2�
48 エメラルドパラオ 牝3鹿 54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新冠 ムラカミファーム 482 ―1：21．8大差 252．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，422，300円 複勝： 20，427，100円 枠連： 12，148，500円
馬連： 29，487，700円 馬単： 17，483，000円 ワイド： 19，602，800円
3連複： 42，605，800円 3連単： 53，819，700円 計： 213，996，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 360円 � 710円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，100円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 24，580円 3 連 単 ��� 83，550円

票 数

単勝票数 計 184223 的中 � 64878（1番人気）
複勝票数 計 204271 的中 � 50119（1番人気）� 12905（5番人気）� 5709（10番人気）
枠連票数 計 121485 的中 （5－7） 12581（2番人気）
馬連票数 計 294877 的中 �� 9617（6番人気）
馬単票数 計 174830 的中 �� 3453（9番人気）
ワイド票数 計 196028 的中 �� 4799（8番人気）�� 2398（22番人気）�� 743（61番人気）
3連複票数 計 426058 的中 ��� 1300（74番人気）
3連単票数 計 538197 的中 ��� 467（235番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．0―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンピカソ �
�
父 Drosselmeyer �

�
母父 Vicar 初出走

2013．2．22生 牝3栗 母 R Lady Joy 母母 Come On Joy 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルドパラオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンシルダリア号・テイエムマルモネ号・レディーガリレオ号
※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。

05018 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第6競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走12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
2：38．1
2：37．3

良
良

11 ブライトバローズ 牡4鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：39．0 3．3�
510 ウインブルーローズ 牡4鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 472－ 4 〃 クビ 27．6�
815 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532－102：39．1� 11．9�
816 プレストウィック 牡5芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 534＋202：39．2� 8．1�
36 マイネルフレスコ 牡5栗 57 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 488－ 42：39．3クビ 24．8	
713 マイネルレオーネ 牡4黒鹿56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 402－ 62：39．4� 15．1


（伊）

47 インプレショニスト 牝6鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：39．82� 23．5�
611 レッドファルダ 牡4栗 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 22：40．22� 18．1�
23 カ ゼ ル タ 牝4栗 54 北村 友一吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 452－ 22：40．3� 7．8
12 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 456－ 42：40．51 38．5�
48 ダンツカペラ 牡4黒鹿 56

54 △義 英真山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 494＋ 42：40．6� 176．2�
35 ロングスピーク 牡4鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 586－ 62：40．81 3．3�
612 マスタープラマー 牡4栗 56

54 △伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 ハナ 102．5�
24 ステイバーニング 牡4黒鹿 56

54 △加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 472＋ 1 〃 クビ 153．2�
714 アンバーグリスキー 牡4鹿 56 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B450± 02：43．4大差 45．1�
59 � リッカシェクル �7鹿 57 菱田 裕二立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 416± 02：47．0大差 258．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，830，300円 複勝： 28，710，900円 枠連： 10，128，600円
馬連： 33，789，200円 馬単： 17，264，800円 ワイド： 22，628，500円
3連複： 50，696，200円 3連単： 62，264，000円 計： 245，312，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 460円 � 260円 枠 連（1－5） 5，200円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 800円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 15，920円 3 連 単 ��� 82，220円

票 数

単勝票数 計 198303 的中 � 47914（1番人気）
複勝票数 計 287109 的中 � 68131（1番人気）� 12560（9番人気）� 25996（4番人気）
枠連票数 計 101286 的中 （1－5） 1509（20番人気）
馬連票数 計 337892 的中 �� 4392（20番人気）
馬単票数 計 172648 的中 �� 1280（37番人気）
ワイド票数 計 226285 的中 �� 3706（19番人気）�� 7535（7番人気）�� 2014（32番人気）
3連複票数 計 506962 的中 ��� 2387（58番人気）
3連単票数 計 622640 的中 ��� 549（275番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．3―11．9―12．1―12．5―13．1―12．7―12．3―12．2―12．2―12．3―12．5

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�
12．7―23．9―35．2―47．1―59．2―1：11．7―1：24．8―1：37．5―1：49．8―2：02．0―2：14．2―2：26．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京3着

2012．2．18生 牡4鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 7戦2勝 賞金 17，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカシェクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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。



05019 2月14日 曇 重 （28小倉1）第2日 第7競走 1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 ウエスタンパレード 牡5栗 57 藤岡 康太 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 506－ 81：45．1 3．6�
611 マイネルライヒ 牡4鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 536－ 2 〃 クビ 16．1�
612 マッシヴランナー 牡4黒鹿 56

54 △�島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 510－ 61：45．2クビ 4．2�
47 パイロキシン 牡4栗 56 D．バルジュー 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B498± 01：45．3� 7．4�

（伊）

713 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B482＋ 21：45．4クビ 32．9�
11 � メイショウトリトン 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 484± 0 〃 クビ 68．6	
714 トウケイファルコン 牡4栗 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 492＋ 81：45．5クビ 66．7

48 ヨドノナイト 牡4鹿 56 松田 大作海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 494－ 61：45．6� 3．6�
12 ストロングバルドル 牡5鹿 57 伊藤 工真村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B470－ 41：45．7クビ 27．7�
36 カプリチオーソ 牡4栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 454－ 41：46．12� 21．5
35 � エイシンスペーシア �5栗 57 津村 明秀岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 454－ 21：46．84 29．4�
24 フクノドービル 牡4鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 502＋ 61：47．11� 30．0�
510� オーバーチュア 牡5鹿 57 吉田 隼人西村 專次氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 440＋ 41：47．2� 74．6�
59 � ポッシブルドリーム 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B566－ 41：47．3� 118．0�
23 � ヴィクトリーノヴァ 牡5芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 436± 01：47．4� 296．9�
815 ユ イ マ ー ル 牡4鹿 56 武 幸四郎�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 41：48．99 24．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，077，300円 複勝： 23，765，100円 枠連： 11，469，400円
馬連： 34，480，600円 馬単： 17，177，400円 ワイド： 21，462，300円
3連複： 45，319，700円 3連単： 61，692，500円 計： 233，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 300円 � 170円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 330円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 22，280円

票 数

単勝票数 計 180773 的中 � 39586（1番人気）
複勝票数 計 237651 的中 � 35780（3番人気）� 17191（5番人気）� 39937（2番人気）
枠連票数 計 114694 的中 （6－8） 14765（3番人気）
馬連票数 計 344806 的中 �� 7954（9番人気）
馬単票数 計 171774 的中 �� 2211（18番人気）
ワイド票数 計 214623 的中 �� 4696（9番人気）�� 18217（3番人気）�� 6679（7番人気）
3連複票数 計 453197 的中 ��� 10192（7番人気）
3連単票数 計 616925 的中 ��� 2007（44番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．5―13．2―12．8―12．2―12．4―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．2―42．4―55．2―1：07．4―1：19．8―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―3F37．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエスタンパレード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．2．2 京都2着

2011．2．9生 牡5栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 13戦3勝 賞金 30，650，000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。

05020 2月14日 曇 稍重 （28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

11 ホープタウン 牡5黒鹿57 幸 英明 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 488－ 21：09．0 6．0�

24 ビバリーヒルズ 牝4栗 55 松山 弘平近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 クビ 3．1�
715 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438－ 21：09．1クビ 33．8�
47 トウカイインパルス 牡6青鹿57 松田 大作内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 532± 0 〃 クビ 18．4�
23 � レーヴドプランス �6鹿 57 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486－ 6 〃 ハナ 118．2�
35 コリャコリャ 牝5鹿 55

53 △加藤 祥太小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 474－ 61：09．31 57．5�
611 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 8 〃 ハナ 3．7	
12 クラウドチェンバー �7鹿 57 伊藤 工真 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋101：09．4� 9．8�
714 ビアンコカンドーレ 牝5芦 55 川須 栄彦吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464＋141：09．5� 73．2�
48 アグネスリュシアン 牝4鹿 55 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 464± 0 〃 アタマ 79．6

（伊）

510 オールパーパス �5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 484＋141：09．6クビ 11．2�

36 イ ロ リ 牝5鹿 55
53 △�島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 486＋20 〃 アタマ 162．5�

818 レッドファーレン 牝4青鹿55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432－10 〃 クビ 39．2�
816 ミ ス ネ バ ー 牝7栗 55 菱田 裕二澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 496＋141：09．7� 315．7�
713 ファインライナー 牡4黒鹿57 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 456＋ 61：09．91	 318．9�
59 ダノンビーナス 牝6鹿 55

52 ▲木幡 初也�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 440＋141：10．0� 13．6�
817 テセラレフィナード 牝4鹿 55 吉田 隼人木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 B460＋ 41：10．31� 20．1�
612� ノブジョプリン 牝5鹿 55 高田 潤前田 亘輝氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：10．61� 99．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，653，300円 複勝： 26，489，200円 枠連： 13，640，600円
馬連： 39，393，900円 馬単： 20，422，300円 ワイド： 25，580，200円
3連複： 54，731，100円 3連単： 75，723，700円 計： 275，634，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 160円 � 560円 枠 連（1－2） 620円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，260円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 13，310円 3 連 単 ��� 48，970円

票 数

単勝票数 計 196533 的中 � 25968（3番人気）
複勝票数 計 264892 的中 � 30382（3番人気）� 53155（1番人気）� 9494（8番人気）
枠連票数 計 136406 的中 （1－2） 16789（1番人気）
馬連票数 計 393939 的中 �� 24383（3番人気）
馬単票数 計 204223 的中 �� 5236（7番人気）
ワイド票数 計 255802 的中 �� 13411（3番人気）�� 1918（32番人気）�� 3945（19番人気）
3連複票数 計 547311 的中 ��� 3084（38番人気）
3連単票数 計 757237 的中 ��� 1121（132番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―11．9―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープタウン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2013．7．13 中京2着

2011．4．19生 牡5黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 7戦3勝 賞金 28，988，000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。
（非当選馬） 1頭 ユメノマイホーム号
（非抽選馬） 3頭 アズマクィーン号・イキオイ号・ビタミンエース号
※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。



05021 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第9競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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

23 スマートルピナス 牝6鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 470－ 61：48．2 15．8�
47 スターリーウインド 牝4黒鹿54 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 468－ 41：48．3� 6．9�
（伊）

36 ノーブルソニック 牝4黒鹿 54
52 △�島 克駿 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 アタマ 6．2�

12 セレナビアンカ 牝5鹿 55 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 448－ 61：48．4アタマ 36．6�
713 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 468＋ 4 〃 ハナ 9．2	
35 サ グ レ ス 牝5黒鹿55 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 480＋ 61：48．5� 14．4

816 マルーンドロップ 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 武田 博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 4 〃 クビ 117．4�

24 フェイトカラー 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 518－ 21：48．6クビ 12．7�
48 ナイアガラモンロー 牝4鹿 54 吉田 隼人塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 496＋ 2 〃 クビ 4．3
714 ナンヨーユナ 牝6芦 55 松若 風馬中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：48．7� 49．4�
815 ラインカグラ 牝5黒鹿55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 436± 0 〃 クビ 132．2�
11 � アマレッティ 牝4栗 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－18 〃 アタマ 24．1�
611 コスモメリー 牝5鹿 55 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 424－201：48．8� 18．8�
612 ミッキーカーニバル 牝4鹿 54

52 △加藤 祥太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468－101：49．01 4．7�
59 レ ジ ー ナ 牝6栗 55

53 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 410－ 61：49．21 106．8�

510 コスモチョコレイ 牝5黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 450－ 61：50．15 58．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，053，600円 複勝： 30，410，400円 枠連： 15，157，200円
馬連： 46，199，100円 馬単： 22，461，900円 ワイド： 28，637，500円
3連複： 66，059，000円 3連単： 90，606，300円 計： 320，585，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 300円 � 250円 � 260円 枠 連（2－4） 990円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 9，420円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，990円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 80，600円

票 数

単勝票数 計 210536 的中 � 10602（8番人気）
複勝票数 計 304104 的中 � 24914（6番人気）� 32792（3番人気）� 31749（4番人気）
枠連票数 計 151572 的中 （2－4） 11808（4番人気）
馬連票数 計 461991 的中 �� 7884（19番人気）
馬単票数 計 224619 的中 �� 1787（39番人気）
ワイド票数 計 286375 的中 �� 4500（19番人気）�� 3658（23番人気）�� 7242（10番人気）
3連複票数 計 660590 的中 ��� 4956（30番人気）
3連単票数 計 906063 的中 ��� 815（285番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―12．1―12．0―12．4―12．2―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．7―34．8―46．8―59．2―1：11．4―1：23．4―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

スマートルピナス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society デビュー 2012．9．9 中山1着

2010．5．5生 牝6鹿 母 シクレノンソシエテ 母母 Tojin Homare 33戦2勝 賞金 38，440，000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。
（非抽選馬） 2頭 アルトゥーナ号・ビレッジソング号
※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。

05022 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第10競走 ��1，200�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走14時50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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 � オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿57 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 482＋101：08．1 3．7�
12 � ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 D．バルジュー 窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 464＋ 6 〃 クビ 8．6�
（伊）

35 リッパーザウィン 牡4栗 57 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508＋221：08．31	 17．5�

24 ブラックバード 牡4鹿 57 松山 弘平 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 41：08．4
 7．7�
59 グレイトチャーター 牡4鹿 57 田中 博康�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 0 〃 クビ 7．3�
510 サトノプレステージ 牡6鹿 57 幸 英明里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 512－ 61：08．5
 5．8	
48 ビットレート 牝4栗 55 小崎 綾也 
キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460－ 21：08．6クビ 14．2�
11 ディレットリーチェ 牝6栗 55 津村 明秀飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B504＋10 〃 クビ 145．5�
713� エナジータウン 牡4鹿 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 458＋ 21：08．7
 39．7
47 マルクナッテ 牝5栗 55 加藤 祥太小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 434＋ 6 〃 クビ 62．4�
36 � スズカブレーン 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 486＋ 61：08．8
 28．5�
714 デュアルメジャー 牡4青鹿57 嶋田 純次 
サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 28．6�
816� トーホウバード 牡4黒鹿57 松田 大作東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 448－ 9 〃 ハナ 91．8�
818 マカゼコイカゼ 牝6鹿 55 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 432＋ 21：08．9
 144．0�
611 ティーエスバラ 牡4鹿 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494－101：09．21� 54．7�
612 ケントヒーロー 牡6栗 57 丸田 恭介田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 494＋ 61：09．41
 32．3�
817 ハコダテローズ 牝4鹿 55 中谷 雄太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 414－181：10．03
 41．1�
715 マイネルデアデビル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 498＋121：10．53 10．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，827，000円 複勝： 40，685，200円 枠連： 21，832，500円
馬連： 75，210，200円 馬単： 33，910，700円 ワイド： 40，131，100円
3連複： 109，801，100円 3連単： 148，547，100円 計： 496，944，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 280円 � 520円 枠 連（1－2） 1，060円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，610円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 43，280円

票 数

単勝票数 計 268270 的中 � 57494（1番人気）
複勝票数 計 406852 的中 � 82331（1番人気）� 34770（5番人気）� 16455（9番人気）
枠連票数 計 218325 的中 （1－2） 15848（3番人気）
馬連票数 計 752102 的中 �� 34077（4番人気）
馬単票数 計 339107 的中 �� 9204（4番人気）
ワイド票数 計 401311 的中 �� 15152（4番人気）�� 6327（16番人気）�� 3181（37番人気）
3連複票数 計1098011 的中 ��� 8265（24番人気）
3連単票数 計1485471 的中 ��� 2488（91番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．4―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―44．7―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ウ ノ ミ チ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ス タ ー マ ン

2011．5．18生 牡5黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 9戦1勝 賞金 22，588，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ケントヒーロー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ケントヒーロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年4月14日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモラパン号
（非抽選馬）12頭 アドマイヤジャズ号・エルノルテ号・クリノハッチャン号・コスモマイルール号・シニョリーナ号・

シュンクルーズ号・ステイブレイズ号・タガノビーンズ号・ダラニ号・ビリーヴザワン号・ファイナルブロー号・
ホクラニミサ号

※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。



05023 2月14日 曇 重 （28小倉1）第2日 第11競走 ��1，700�
も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．2．14以降28．2．7まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 モルトベーネ 牡4栗 53 松若 風馬三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 468＋ 41：43．0 10．9�
46 トラキチシャチョウ 牡5鹿 55 松山 弘平 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 506± 01：43．32 8．1�
58 ノ ボ バ カ ラ 牡4栗 55 藤岡 康太�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 504－ 61：43．4� 3．3�
47 タマモマズルカ 牡5黒鹿54 丸山 元気タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 530± 01：43．5� 36．4�
34 メイショウスミトモ 牡5鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：43．6クビ 18．3�
713 サトノネプチューン 牡6鹿 55 D．バルジュー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500－121：43．81� 68．1	

（伊）

23 グレナディアーズ 牡5鹿 56 北村 友一 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506± 01：43．9� 4．9�
814 ダテノハクトラ 牡5芦 53 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490＋ 41：44．11� 49．5�
611 ロードフォワード 牡5青鹿55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462－101：44．31� 16．0
22 メイショウソレイユ 牡6鹿 53 義 英真松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 460＋ 61：44．4� 120．1�
35 セトノプロミス 牡6鹿 53 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 496± 01：44．5クビ 26．1�
11 エクストラゴールド 牡5栗 55 松田 大作前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 532－10 〃 ハナ 11．9�
712 スマートボムシェル 牡4栗 54 吉田 隼人大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 514＋161：44．71� 7．4�
610 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿54 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 502＋221：45．02 67．3�
815 コパノチャーリー 牡4栗 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 61：50．7大差 13．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，681，100円 複勝： 59，137，200円 枠連： 33，711，200円
馬連： 161，857，800円 馬単： 69，258，000円 ワイド： 73，074，400円
3連複： 237，989，900円 3連単： 337，596，800円 計： 1，016，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 350円 � 270円 � 140円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 690円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 45，520円

票 数

単勝票数 計 436811 的中 � 31784（5番人気）
複勝票数 計 591372 的中 � 35041（7番人気）� 48979（3番人気）� 142453（1番人気）
枠連票数 計 337112 的中 （4－5） 25893（3番人気）
馬連票数 計1618578 的中 �� 25598（20番人気）
馬単票数 計 692580 的中 �� 5791（35番人気）
ワイド票数 計 730744 的中 �� 10855（20番人気）�� 27601（4番人気）�� 28962（3番人気）
3連複票数 計2379899 的中 ��� 29218（16番人気）
3連単票数 計3375968 的中 ��� 5376（146番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．3―29．5―42．4―55．0―1：06．8―1：18．9―1：30．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
15，9（7，8，11）（12，14）（3，10，13）（2，4，5）－6－1・（9，11）（14，13）（7，8）（15，12，5）（3，4）（2，10）－6，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡4栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 16戦4勝 賞金 53，585，000円
〔その他〕 コパノチャーリー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

05024 2月14日 曇 稍重 （28小倉1）第2日 第12競走 ��2，000�
だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000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

69 ピースオブジャパン 牡4栗 56 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B486± 01：59．8 5．4�
56 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿56 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 4．9�
710 スペキュレイター 牡6鹿 57 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 502＋ 2 〃 ハナ 11．5�
68 ライトファンタジア 牝4栗 54 菱田 裕二吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458＋101：59．9� 6．0�
33 ア ト ム 牡5鹿 57 藤岡 康太杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 472－ 6 〃 アタマ 5．1�
22 マイネリベルタス 牝5鹿 55 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 42：00．11 16．3

11 エイシンノーティス 牝5鹿 55 北村 友一	栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 460－ 6 〃 クビ 16．4�
711 ギブアンドテイク 牡5栗 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 492－ 62：00．2クビ 55．9�
44 ショウナンハルカス 牡4黒鹿56 D．バルジュー 国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 クビ 14．5

（伊）

45 シンゼンガンプ 牡4鹿 56 木幡 初也原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 462＋ 22：00．3クビ 79．3�
813 ブルックデイル 牝4青鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B456＋ 22：00．61� 7．5�
57 カウニスクッカ 牝5鹿 55 嶋田 純次大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 34．9�
812 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484－ 62：01．45 26．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，878，200円 複勝： 53，155，100円 枠連： 23，433，400円
馬連： 95，233，700円 馬単： 41，002，400円 ワイド： 48，689，800円
3連複： 133，895，000円 3連単： 196，734，900円 計： 630，022，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 190円 � 330円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，170円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 29，040円

票 数

単勝票数 計 378782 的中 � 55881（3番人気）
複勝票数 計 531551 的中 � 71532（3番人気）� 82284（1番人気）� 35979（6番人気）
枠連票数 計 234334 的中 （5－6） 25982（1番人気）
馬連票数 計 952337 的中 �� 47124（2番人気）
馬単票数 計 410024 的中 �� 9963（4番人気）
ワイド票数 計 486898 的中 �� 24971（1番人気）�� 10344（17番人気）�� 11229（11番人気）
3連複票数 計1338950 的中 ��� 18080（14番人気）
3連単票数 計1967349 的中 ��� 4910（72番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―12．6―12．1―12．4―11．7―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―34．9―47．5―59．6―1：12．0―1：23．7―1：35．5―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースオブジャパン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．12 中京3着

2012．2．19生 牡4栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 22戦3勝 賞金 47，254，000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。

３レース目



（28小倉1）第2日 2月14日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 195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

184，420，000円
2，530，000円
5，560，000円
1，810，000円
18，630，000円
74，437，500円
5，070，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
272，174，500円
376，817，900円
174，683，900円
638，190，700円
305，075，200円
357，777，100円
913，417，400円
1，251，445，300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 4，289，582，000円

総入場人員 9，936名 （有料入場人員 8，970名）
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