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05073 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第1競走 1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

11 ナムラボルト 牡3栗 56
55 ☆岩崎 翼奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 474 ―1：00．6 13．3�

58 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿 56
53 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 500－ 4 〃 クビ 3．9�

46 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 474－ 61：00．91� 7．8�
（伊）

57 コウキアツガール 牝3栗 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458－ 21：01．11 172．9�
712 メイショウサイジン 牝3鹿 54

52 △�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 462＋ 21：01．2� 7．8�
22 ア レ ッ チ 牡3鹿 56 藤岡 康太手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 484＋141：01．41� 20．9�
45 キタサンコトブキ �3青鹿56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B486＋ 8 〃 アタマ 2．1	
814 メイショウフェスタ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好
氏 角田 晃一 むかわ 佐久間 孝司 422－ 21：01．5クビ 154．3�
813 キンシノエナジイ 牡3黒鹿56 幸 英明若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 466＋121：01．71� 9．0�
34 カシノネイマール 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 広富牧場 450＋ 41：01．8クビ 114．6
711 モ モ ハ イ 牝3鹿 54 宮崎 北斗田口 廣氏 武藤 善則 白老 習志野牧場 428－ 81：02．11� 344．9�
69 オヒアレフア 牝3青鹿54 丸山 元気�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 440± 01：02．31� 131．4�
610 カ タ オ モ イ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 446－ 21：02．4� 60．7�
33 カ シ ノ レ ア 牝3栗 54 伊藤 工真柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 402± 01：02．61� 278．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，488，700円 複勝： 24，206，300円 枠連： 8，574，500円
馬連： 25，953，400円 馬単： 15，614，400円 ワイド： 17，779，500円
3連複： 38，691，800円 3連単： 52，122，900円 計： 197，431，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 440円 � 190円 � 210円 枠 連（1－5） 4，530円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，240円 �� 610円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 59，320円

票 数

単勝票数 計 144887 的中 � 8653（6番人気）
複勝票数 計 242063 的中 � 11738（6番人気）� 36186（2番人気）� 31975（4番人気）
枠連票数 計 85745 的中 （1－5） 1464（12番人気）
馬連票数 計 259534 的中 �� 4687（15番人気）
馬単票数 計 156144 的中 �� 1234（31番人気）
ワイド票数 計 177795 的中 �� 3087（17番人気）�� 3612（13番人気）�� 7797（6番人気）
3連複票数 計 386918 的中 ��� 3518（24番人気）
3連単票数 計 521229 的中 ��� 637（168番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．4―47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．4
3 1（2，7）（6，8，12）（5，14）（4，13）11（3，9，10） 4 1（2，7）（8，12）6（4，5，13，14）（3，9，10，11）

勝馬の
紹 介

ナムラボルト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2013．4．4生 牡3栗 母 ナムラエフォート 母母 ジ ャ ビ ラ バ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※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 インパット号・カシノアーニング号・ショウザイシンホー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05074 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第2競走 1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

813 メイショウルンバ 牝5栗 55 松田 大作松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 482＋121：47．7 8．7�
45 グランドエンジェル 牝5鹿 55 吉田 隼人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 2 〃 クビ 3．5�
57 モンシュシュ 牝6鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512± 01：48．33� 3．6�
814 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472＋ 41：48．72� 5．5�

（伊）

22 マダムウルル 牝4黒鹿 55
53 △�島 克駿�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 450± 01：48．91� 14．5	

69 ア ブ ニ ー ル 牝5鹿 55 古川 吉洋中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436＋ 2 〃 アタマ 45．1


34 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 松若 風馬大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 432－ 61：49．11� 10．7�
58 コウセイマユヒメ 牝5鹿 55 津村 明秀杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460＋ 8 〃 アタマ 24．6�
711 シャンタルエット 牝4鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476± 01：49．41� 10．7
712 セ ン グ ウ 牝4栗 55 幸 英明重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 466－ 61：50．03� 22．6�
11 � カ ク シ ア ジ 牝5鹿 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 434＋ 41：50．21� 82．8�
610 ゴールドグローリー 牝4栗 55 西田雄一郎居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 488＋ 4 〃 クビ 62．0�
46 ファイアフライ 牝4栗 55 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：52．3大差 81．4�
33 ウォーターワルツ 牝5栗 55 �島 良太山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 492－ 81：55．3大差 385．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，073，500円 複勝： 21，798，800円 枠連： 7，846，800円
馬連： 25，929，600円 馬単： 13，831，700円 ワイド： 18，443，700円
3連複： 38，566，600円 3連単： 45，973，800円 計： 187，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 150円 � 160円 枠 連（4－8） 660円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 820円 �� 770円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 19，180円

票 数

単勝票数 計 150735 的中 � 13767（4番人気）
複勝票数 計 217988 的中 � 18018（5番人気）� 41866（1番人気）� 38898（2番人気）
枠連票数 計 78468 的中 （4－8） 9206（1番人気）
馬連票数 計 259296 的中 �� 9583（7番人気）
馬単票数 計 138317 的中 �� 2285（18番人気）
ワイド票数 計 184437 的中 �� 5456（9番人気）�� 5812（6番人気）�� 15969（1番人気）
3連複票数 計 385666 的中 ��� 11037（5番人気）
3連単票数 計 459738 的中 ��� 1737（36番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．9―12．6―13．1―12．9―12．8―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．4―43．0―56．1―1：09．0―1：21．8―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウルンバ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Valid Appeal デビュー 2014．3．23 阪神5着

2011．4．29生 牝5栗 母 ヴァリッドアンセム 母母 Indian Anthem 13戦2勝 賞金 16，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月5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。

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7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

48 ロ ッ ク オ ン 牡3栗 56 藤岡 康太石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458＋ 81：08．6 12．8�
816 サカジロテンオー 牡3鹿 56 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 484－ 41：08．91� 2．8�
36 ゴーフォワード 牡3鹿 56 松若 風馬前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 ハナ 7．0�
12 ジョーマイク 牡3栗 56 D．バルジュー 上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 464－ 4 〃 クビ 3．2�

（伊）

24 ワンハンドグルメ 牡3栗 56 北村 友一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 村上牧場 470＋ 81：09．0� 11．6�
35 カノヤパリティ 牝3栗 54

52 △城戸 義政神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 B452＋10 〃 クビ 12．1	
611 アクティベート 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 458± 0 〃 ハナ 9．7

59 ル ネ ッ タ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也岡 浩二氏 牧浦 充徳 新冠 スカイビーチステーブル 406－ 41：09．42� 60．2�
715 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 490＋ 2 〃 クビ 227．3
714 スウィーティー 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 418－ 41：09．5� 182．7�
817 ダートリーダー 牡3鹿 56 杉原 誠人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 博志 446－ 61：09．6� 391．1�
11 パテティーク 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 61：09．7クビ 44．4�
47 ブルベアシャーク 牝3黒鹿54 �島 良太 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 出羽牧場 420－10 〃 クビ 467．4�
510 シャリマティー 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 440＋ 41：09．8クビ 135．1�
23 ユーキホープ 牡3鹿 56 古川 吉洋田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 496± 0 〃 クビ 37．8�
713 メイショウフクロウ 牝3栗 54 川島 信二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 412－ 41：10．33 187．8�
818 キョウエイレグナム 牡3鹿 56 黛 弘人田中 晴夫氏 萱野 浩二 平取 高橋 啓 462－ 81：10．4� 504．3�
612 ラブカテリーナ 牝3黒鹿54 丸山 元気増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 436＋ 21：11．46 103．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，769，400円 複勝： 24，460，900円 枠連： 9，974，900円
馬連： 32，148，800円 馬単： 16，396，900円 ワイド： 22，023，200円
3連複： 45，541，500円 3連単： 54，614，200円 計： 221，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 140円 � 180円 枠 連（4－8） 2，050円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 760円 �� 890円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 21，910円

票 数

単勝票数 計 167694 的中 � 10459（7番人気）
複勝票数 計 244609 的中 � 18421（7番人気）� 57994（1番人気）� 33254（3番人気）
枠連票数 計 99749 的中 （4－8） 3763（9番人気）
馬連票数 計 321488 的中 �� 12282（7番人気）
馬単票数 計 163969 的中 �� 2720（16番人気）
ワイド票数 計 220232 的中 �� 7095（7番人気）�� 5976（11番人気）�� 17234（1番人気）
3連複票数 計 455415 的中 ��� 10659（11番人気）
3連単票数 計 546142 的中 ��� 1807（61番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．2―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．2―44．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ッ ク オ ン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 小倉5着

2013．3．11生 牡3栗 母 モンローライン 母母 ビッグモンロー 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ルネッタ号の騎手木幡初也は，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10，000円。（被害馬：7番）

シャリマティー号の騎手中井裕二は，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10，000円。（被害馬：17番）
※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 キチロクステージ号・ベリースコール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05076 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第4競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

23 シンシアズブレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：48．8 1．6�
612 テーオーピコタン 牝3栗 54 吉田 隼人小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 466－ 61：48．9� 26．5�
510 クリノサンスーシ 牝3鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 426＋ 2 〃 ハナ 15．7�
12 ブラボーリリック 牝3芦 54 D．バルジュー 松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 448－ 8 〃 クビ 4．4�

（伊）

11 リップルトウショウ 牝3青鹿54 北村 友一トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446＋101：49．0クビ 27．6	
36 タマモグラツィエ 牝3栗 54 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 454± 01：49．21� 9．4

59 フラワーオブライフ 牝3鹿 54 伊藤 工真前田 葉子氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 41：49．3� 54．8�
816 フロジストン 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 21：49．4� 73．7�
35 オールスマイル 牝3青鹿54 松若 風馬前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－101：49．5� 17．9
815 チェストケハーツ 牝3鹿 54 丸山 元気了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 幌村牧場 424＋ 41：49．6クビ 24．1�
48 ウェルノーテッド 牝3黒鹿54 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 416± 01：50．02� 86．7�
24 スラップスティック 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 シンボリ牧場 436－ 21：50．32 186．4�

713 サクラトップピサ 牝3鹿 54 黛 弘人�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 452＋101：50．51� 462．3�
714 インカンターレ 牝3栗 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 424－141：50．71� 173．9�
47 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 492＋ 41：51．12� 46．2�
611 ツヴィンガー 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗栗嶋 豊明氏 鈴木 孝志 新ひだか 荒谷 輝和 416－141：52．16 283．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，977，600円 複勝： 61，535，300円 枠連： 9，535，900円
馬連： 30，655，000円 馬単： 21，036，400円 ワイド： 22，345，400円
3連複： 43，726，000円 3連単： 63，225，700円 計： 273，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 290円 枠 連（2－6） 1，300円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 640円 �� 450円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 209776 的中 � 101407（1番人気）
複勝票数 計 615353 的中 � 439913（1番人気）� 13970（5番人気）� 18160（4番人気）
枠連票数 計 95359 的中 （2－6） 5683（6番人気）
馬連票数 計 306550 的中 �� 16163（5番人気）
馬単票数 計 210364 的中 �� 8297（6番人気）
ワイド票数 計 223454 的中 �� 8997（5番人気）�� 13487（3番人気）�� 2126（24番人気）
3連複票数 計 437260 的中 ��� 7832（13番人気）
3連単票数 計 632257 的中 ��� 3392（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．5―1：00．6―1：12．5―1：24．2―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンシアズブレス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2015．8．23 小倉2着

2013．2．26生 牝3黒鹿 母 クラウンピース 母母 クラシッククラウン 4戦1勝 賞金 9，800，000円
※テーオーピコタン号は，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。



05077 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第5競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

816 ダノンエール 牡3鹿 56
54 △�島 克駿�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 528－ 62：01．1 3．2�

48 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 452－ 6 〃 アタマ 2．9�
510 ルーレットクイーン 牝3栗 54 吉田 隼人黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 426－ 22：01．2� 7．9�
714 エクセレントミスズ 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 446－ 82：01．3� 25．9�
611 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 D．バルジュー �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 22：01．51� 9．5	

（伊）

12 ライペンミノル 牡3栗 56
54 △城戸 義政吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 516－ 4 〃 アタマ 37．0


612 ピンクノオウマサン 牝3芦 54
51 ▲木幡 初也石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 420± 02：01．6� 16．3�

713 ラ ブ リ エ 牝3栗 54 田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 392－162：01．7� 229．0�

11 ワンダーエクラタン 牡3栗 56 古川 吉洋山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 486－ 62：02．12 10．5
24 タイセイアモーレ 牝3黒鹿54 丸山 元気田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 アタマ 20．3�
47 タカラピクシイ 牝3鹿 54 宮崎 北斗村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 440－10 〃 アタマ 462．1�
36 ダンスウィズミー 牝3鹿 54 川須 栄彦石川 達絵氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 398－ 62：02．2クビ 21．0�
59 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486－ 82：02．3� 110．8�
817 トウケイドラゴン 牡3黒鹿56 松若 風馬木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 細道牧場 466－ 82：02．61� 190．4�
35 コスモデルフィヌス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 392＋ 22：03．23� 327．1�
818 イメージング 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 462± 02：03．51� 150．1�
715 ゲインザリード 牡3黒鹿56 松田 大作山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 470＋ 42：03．6� 68．2�
23 ホワイトアセット 牡3芦 56 藤岡 康太下河�美智子氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 476± 02：04．02� 134．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，521，700円 複勝： 26，587，000円 枠連： 10，281，100円
馬連： 32，707，700円 馬単： 18，052，800円 ワイド： 23，818，800円
3連複： 48，307，000円 3連単： 56，125，400円 計： 232，401，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 220円 �� 530円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 165217 的中 � 40323（2番人気）
複勝票数 計 265870 的中 � 65237（1番人気）� 57741（2番人気）� 26104（3番人気）
枠連票数 計 102811 的中 （4－8） 13685（1番人気）
馬連票数 計 327077 的中 �� 46040（1番人気）
馬単票数 計 180528 的中 �� 17667（1番人気）
ワイド票数 計 238188 的中 �� 33007（1番人気）�� 10449（5番人気）�� 10760（3番人気）
3連複票数 計 483070 的中 ��� 23838（3番人気）
3連単票数 計 561254 的中 ��� 7653（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．1―12．6―12．5―11．9―12．2―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．1―47．2―59．8―1：12．3―1：24．2―1：36．4―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンエール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 札幌4着

2013．1．31生 牡3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 タイセイアモーレ号の調教師宮本博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ピンクノオウマサン号の騎手木幡初也は，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10，000円。（被害馬：13
番）

※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。
（非抽選馬） 5頭 クアルティエーレ号・シゲルトゲフグ号・トモジャハリーフ号・マイネルピオネロ号・ラペルトワ号
※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。

05078 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第6競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

46 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 D．バルジュー 森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 420± 0 59．3 3．0�
（伊）

712 オリエンタルダンス 牝4黒鹿 55
53 △�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋12 〃 クビ 14．2�
58 ナガラブルボン 牡5鹿 57 藤岡 佑介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 478－ 4 59．4クビ 21．4�
22 カシノスティーヴ 牡5栗 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 510－ 6 〃 クビ 9．1�
814 エイシンカーニバル 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 480－ 2 59．5� 3．0	
34 リンガスヴィグラス 牝4鹿 55

53 △伴 啓太伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 472－ 2 59．92� 9．3

711 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 492－ 61：00．0� 17．0�
57 マインドブロウ 牡4栗 57 横山 和生林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 492－101：00．32 263．6�
45 ハクサンフレンチ 牡4鹿 57

55 △城戸 義政河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 21：00．4クビ 36．9
813 ティーエスカクタス 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B502－ 2 〃 クビ 7．1�
69 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 468－ 6 〃 ハナ 65．4�
610� ウ ー マ ン 牝4青鹿55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 470－ 61：00．82� 382．7�
11 � マジックベル 牝4黒鹿55 丹内 祐次�杵臼牧場 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 B484－ 81：01．65 201．3�
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 462－ 21：01．7� 126．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，420，000円 複勝： 23，723，300円 枠連： 10，312，800円
馬連： 29，920，200円 馬単： 16，409，200円 ワイド： 20，471，200円
3連複： 41，137，900円 3連単： 55，465，800円 計： 215，860，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 390円 � 550円 枠 連（4－7） 1，240円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，540円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 19，720円 3 連 単 ��� 75，870円

票 数

単勝票数 計 184200 的中 � 47966（2番人気）
複勝票数 計 237233 的中 � 51146（1番人気）� 13762（7番人気）� 9224（8番人気）
枠連票数 計 103128 的中 （4－7） 6420（6番人気）
馬連票数 計 299202 的中 �� 8789（12番人気）
馬単票数 計 164092 的中 �� 3201（17番人気）
ワイド票数 計 204712 的中 �� 5154（12番人気）�� 3432（18番人気）�� 1381（34番人気）
3連複票数 計 411379 的中 ��� 1564（61番人気）
3連単票数 計 554658 的中 ��� 530（252番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―34．3―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルゴホウサイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉10着

2012．4．29生 牝4鹿 母 シゲルラブスカイ 母母 スターダンサー 23戦2勝 賞金 29，950，000円
〔制裁〕 ナガラブルボン号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バーニーズ号
※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。



05079 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7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，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

812 ルヴァンカー 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：46．0 7．5�

11 ツクバイーメーカー 牡4鹿 57 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 514± 01：46．74 5．9�
711� コスモカウピリ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 494－ 61：47．02 13．8�
813 ポ ン ト ス 牡4鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B466＋ 41：47．21� 75．0�
69 マイネルライヒ 牡4鹿 57 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 538＋ 21：47．3� 5．8	
22 � セルリアンラビット 牡7鹿 57

56 ☆中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 460－101：47．5� 37．9

57 � クリノダイシャリン 牡4栗 57 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 506＋ 2 〃 クビ 22．8�
68 イェドプリオル 牡4青鹿57 幸 英明�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522－ 21：47．71� 2．0�
33 コスモカンプ 牡4鹿 57 D．バルジュー 岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B510－ 81：47．8� 10．4

（伊）

44 ライフトップガン 牡6鹿 57
55 △�島 克駿谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 494－ 21：47．9� 46．5�

56 ノーブルクリスタル 牡4鹿 57 横山 和生吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞	湖 レイクヴィラファーム 482＋ 41：48．21� 84．5�
45 � ヴィクトリーノヴァ 牡5芦 57

55 △城戸 義政古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 440－ 21：49．9大差 663．5�
710 フロイデシューネル 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム B474－ 81：51．8大差 82．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，915，100円 複勝： 25，091，100円 枠連： 8，848，500円
馬連： 29，456，900円 馬単： 16，231，800円 ワイド： 19，022，700円
3連複： 38，625，600円 3連単： 59，361，200円 計： 214，552，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 220円 � 340円 枠 連（1－8） 2，350円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，320円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 39，330円

票 数

単勝票数 計 179151 的中 � 19047（4番人気）
複勝票数 計 250911 的中 � 22715（4番人気）� 32014（3番人気）� 17741（6番人気）
枠連票数 計 88485 的中 （1－8） 2913（7番人気）
馬連票数 計 294569 的中 �� 8447（9番人気）
馬単票数 計 162318 的中 �� 2362（19番人気）
ワイド票数 計 190227 的中 �� 4678（13番人気）�� 3660（16番人気）�� 4689（12番人気）
3連複票数 計 386256 的中 ��� 4125（24番人気）
3連単票数 計 593612 的中 ��� 1094（123番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．2―55．7―1：07．8―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンカー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2013．11．3 京都10着

2011．4．16生 牡5鹿 母 シ ャ ン ス イ 母母 ダイナチヤイナ 13戦1勝 賞金 14，300，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロイデシューネル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月5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。

05080 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7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）

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

12 オリエンタルリリー 牝6鹿 55 松田 大作近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 504－ 41：07．8 13．1�
11 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 414－ 41：07．9� 21．6�
715 ポップオーヴァー 牝4鹿 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：08．0クビ 6．1�
611 ロイヤルストリート 牝4鹿 55 D．バルジュー 下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436± 0 〃 クビ 1．8�

（伊）

59 アズマクィーン 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 456－ 61：08．21� 10．1�

24 タカラジャンヌ 牝5鹿 55 吉田 隼人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 426－ 81：08．41� 30．7	
714 カレンローザネーラ 牝4鹿 55

53 △�島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 462－16 〃 ハナ 13．1

23 オートクレール 牝5栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 428－ 4 〃 ハナ 22．8�
47 � キミニヒトメボレ 牝5栗 55 藤岡 佑介大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478± 01：08．5� 18．9�
713� ナ ウ シ カ 牝5鹿 55

53 △伴 啓太平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 422＋ 41：08．81� 289．6
510 アグネスリュシアン 牝4鹿 55 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 466＋ 2 〃 ハナ 246．3�
817 スペチアーレ 牝4鹿 55 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 470± 01：08．9� 29．0�
818 キースカーフ 牝4鹿 55 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 452－ 6 〃 クビ 191．9�
35 ショウナンバクフウ 牝5鹿 55 伊藤 工真国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 462＋ 2 〃 アタマ 126．3�
48 トラストレイカ 牝4鹿 55 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 430－121：09．11� 181．8�
36 サンフレイム 牝4芦 55 松若 風馬 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498＋181：09．2� 52．0�
612� クリノハッチャン 牝5鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 456－ 21：09．3クビ 26．5�
816 コウユーココロザシ 牝4鹿 55 丸田 恭介加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 504－ 21：09．83 99．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，982，500円 複勝： 29，827，100円 枠連： 12，940，400円
馬連： 40，246，300円 馬単： 21，429，300円 ワイド： 26，751，100円
3連複： 60，057，000円 3連単： 76，535，800円 計： 287，769，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 480円 � 650円 � 230円 枠 連（1－1） 13，510円

馬 連 �� 10，940円 馬 単 �� 23，810円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 1，250円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 27，360円 3 連 単 ��� 201，770円

票 数

単勝票数 計 199825 的中 � 12173（5番人気）
複勝票数 計 298271 的中 � 15442（6番人気）� 10758（11番人気）� 39485（2番人気）
枠連票数 計 129404 的中 （1－1） 742（29番人気）
馬連票数 計 402463 的中 �� 2850（33番人気）
馬単票数 計 214293 的中 �� 675（67番人気）
ワイド票数 計 267511 的中 �� 1987（36番人気）�� 5623（13番人気）�� 3326（22番人気）
3連複票数 計 600570 的中 ��� 1646（73番人気）
3連単票数 計 765358 的中 ��� 275（553番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―10．9―11．4―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．2―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルリリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Include デビュー 2013．4．7 阪神9着

2010．3．2生 牝6鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 13戦3勝 賞金 20，410，000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。



05081 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7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）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 フェイトカラー 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 518－ 21：47．0 7．1�
610 グリーンラヴ 牡6栗 57 D．バルジュー �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 478± 0 〃 クビ 3．2�
（伊）

813 ヴィンセンツイヤー �5栗 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：47．21� 7．3�

57 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 B464－ 5 〃 ハナ 20．9	
58 グレイスミノル 牝4青鹿55 北村 友一吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 478－ 21：47．51� 6．3

33 ナムラマサシゲ 牡5栗 57 藤岡 康太奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 510－10 〃 クビ 9．7�
69 ローザズカレッジ 牡6黒鹿 57

55 △�島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－ 41：47．81� 18．4�
45 ナリノパシオン 牡4栗 57 松若 風馬成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 クビ 99．3
22 ホッコータフネス 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454－ 21：47．9クビ 14．2�
711 アプリコットベリー 牝4青鹿 55

54 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 390－ 4 〃 クビ 7．4�

34 エドノジョンソン 牡4鹿 57 柴田 未崎遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 454－ 81：48．0クビ 35．1�
712 ダンツカペラ 牡4黒鹿57 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 486－ 81：48．21� 66．8�
46 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

55 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 470－ 41：48．3� 57．4�
814 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 432－101：48．72� 39．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，521，600円 複勝： 27，176，700円 枠連： 12，176，800円
馬連： 39，367，200円 馬単： 20，715，900円 ワイド： 24，847，000円
3連複： 53，913，900円 3連単： 73，311，800円 計： 270，030，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 140円 � 180円 枠 連（1－6） 1，250円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 480円 �� 770円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 15，800円

票 数

単勝票数 計 185216 的中 � 20621（3番人気）
複勝票数 計 271767 的中 � 33643（3番人気）� 57416（1番人気）� 35591（2番人気）
枠連票数 計 121768 的中 （1－6） 7549（5番人気）
馬連票数 計 393672 的中 �� 21665（3番人気）
馬単票数 計 207159 的中 �� 5090（8番人気）
ワイド票数 計 248470 的中 �� 13581（2番人気）�� 7975（7番人気）�� 12831（3番人気）
3連複票数 計 539139 的中 ��� 16529（2番人気）
3連単票数 計 733118 的中 ��� 3362（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．2―11．8―12．1―11．3―11．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．6―48．4―1：00．5―1：11．8―1：22．9―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

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5黒鹿 母 ウエストコースト 母母 ビーポジティブ 20戦3勝 賞金 26，650，000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。

05082 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
2：38．1
2：37．3

良
良

34 ヴァーサトル 牡4黒鹿56 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494－ 62：40．3 12．3�
22 バトルクライス 牡4鹿 56 松田 大作宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 460－ 82：40．4� 19．1�
46 ナンヨーテンプル 牡4黒鹿56 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 494＋ 62：40．61� 27．3�
712 ウインレーベン 牡5青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 456－ 2 〃 クビ 5．6�
47 シップーコウライ 牡4栗 56 藤岡 康太�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 470－ 42：40．7� 3．5�
815 ザイディックメア 牡4鹿 56 D．バルジュー 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム B464－ 22：40．8クビ 7．7


（伊）

611� ナ ポ レ オ ン 牡4栗 56 吉田 隼人前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 62：41．12 58．7�
58 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－102：41．2� 3．4�
11 マスタープラマー 牡4栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452－ 4 〃 アタマ 117．8
35 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 476－122：41．62� 11．0�
713 マウイノカオイ 牡6鹿 57 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 482－ 82：41．81� 28．5�
23 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 452－ 42：41．9� 57．3�
59 ニシノカザブエ 牝5黒鹿55 杉原 誠人西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 412± 02：42．11� 73．4�
814 ハギノパトリオット 	4黒鹿56 
島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 454－242：42．52� 62．5�
610 ダ ン シ ン グ 牝4栗 54 柴田 未崎副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 490＋ 22：43．77 198．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，392，700円 複勝： 32，563，000円 枠連： 15，255，000円
馬連： 51，093，500円 馬単： 25，991，800円 ワイド： 30，710，400円
3連複： 71，227，000円 3連単： 103，530，200円 計： 350，763，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 470円 � 760円 � 910円 枠 連（2－3） 3，130円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 16，320円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 4，860円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 55，240円 3 連 単 ��� 280，070円

票 数

単勝票数 計 203927 的中 � 13175（6番人気）
複勝票数 計 325630 的中 � 19520（6番人気）� 11199（7番人気）� 9086（8番人気）
枠連票数 計 152550 的中 （2－3） 3774（11番人気）
馬連票数 計 510935 的中 �� 4209（27番人気）
馬単票数 計 259918 的中 �� 1194（52番人気）
ワイド票数 計 307104 的中 �� 2598（26番人気）�� 1625（43番人気）�� 1693（41番人気）
3連複票数 計 712270 的中 ��� 967（126番人気）
3連単票数 計1035302 的中 ��� 268（662番人気）

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

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�
12．9―25．1―37．8―50．5―1：03．0―1：16．1―1：29．0―1：41．1―1：53．3―2：05．2―2：16．9―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーサトル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．10 小倉8着

2012．3．25生 牡4黒鹿 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 18戦2勝 賞金 24，427，000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。



05083 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．7以降28．2．28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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

35 � タガノヴェリテ 牡4鹿 55 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 482＋ 21：45．9 3．4�

714 サンライズアルブル 牡5黒鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 4 〃 クビ 10．7�

510 ミキノトロンボーン 牡4鹿 54 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 508－ 41：46．0クビ 17．3�
815 ヒラボククラウン 牡4栗 54 松田 大作�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 476－ 21：46．63� 8．6�
612 コスモラヴモア 牡5鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 506± 01：46．7� 18．4	
611 メテオライト �7栗 53 藤岡 康太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－18 〃 ハナ 30．5

23 パイロキシン 牡4栗 54 D．バルジュー 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B488－ 21：46．8クビ 18．3�

（伊）

12 メジャーガラメキ 牝4栗 53 川須 栄彦髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 8．3�
36 � マヤノカデンツァ 牡7栗 52 黛 弘人田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B468－ 81：46．9� 77．6
11 ラブミークン 牡4栗 54 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 486＋ 41：47．32 98．3�
713 デルマハンニャ 牝6鹿 51 伊藤 工真浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 450－101：47．51	 176．1�
47 ピサノベッテル 牝7黒鹿52 川島 信二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 41：47．6� 31．7�
48 エイヴィアンボス 牡6鹿 53 北村 友一桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 556－ 21：47．91� 6．4�
24 � ブレイクエース 牡4鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 61：48．0� 5．7�
816 キングスクルーザー 牡6鹿 53 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 464－121：48．1クビ 67．5�
59 クリッパールート 牝4黒鹿52 吉田 隼人�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468－ 41：48．63 34．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，288，000円 複勝： 51，454，300円 枠連： 31，481，300円
馬連： 127，052，300円 馬単： 54，548，200円 ワイド： 57，630，700円
3連複： 180，285，200円 3連単： 242，363，700円 計： 782，103，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 330円 � 500円 枠 連（3－7） 2，100円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，630円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 12，970円 3 連 単 ��� 57，190円

票 数

単勝票数 計 372880 的中 � 86382（1番人気）
複勝票数 計 514543 的中 � 108215（1番人気）� 36091（6番人気）� 21883（9番人気）
枠連票数 計 314813 的中 （3－7） 11578（9番人気）
馬連票数 計1270523 的中 �� 41654（5番人気）
馬単票数 計 545482 的中 �� 11234（5番人気）
ワイド票数 計 576307 的中 �� 15893（6番人気）�� 9008（20番人気）�� 6904（30番人気）
3連複票数 計1802852 的中 ��� 10420（42番人気）
3連単票数 計2423637 的中 ��� 3072（175番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―12．8―12．4―12．4―12．6―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―43．0―55．4―1：07．8―1：20．4―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タガノヴェリテ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Invincible Spirit

2012．3．16生 牡4鹿 母 ヴィオレットステラ 母母 Lady Naomi 17戦2勝 賞金 33，110，000円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬） 7頭 アイアムナチュラル号・アサケゴマ号・イサチルホープ号・キングクリチャン号・ナンヨーカノン号・

フクノグリュック号・ロックキャンディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05084 3月5日 晴 良 （28小倉1）第7日 第12競走
八代市新市誕生10周年記念

��1，200�
や つ し ろ

八 代 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 9，500，000円 3，100，000
3，100，000

円
円 1，400，000円 950，000円

付 加 賞 504，000円 108，000
108，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714 グレイトチャーター 牡4鹿 57 藤岡 康太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 41：07．7 4．8�

48 ブラックバード 牡4鹿 57 吉田 隼人 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 41：07．91� 4．8�
815 トシストロング 牡5鹿 57 幸 英明上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 486＋ 2 〃 同着 5．9�
59 ベルリネッタ 牡5鹿 57 丸山 元気大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 456－ 61：08．11� 4．2�
12 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 D．バルジュー �ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 458－ 2 〃 クビ 7．0�

（伊）

11 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 北村 友一塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494－ 81：08．2クビ 15．2	
816 ゲンキチハヤブサ 	4栗 57 松若 風馬荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 464± 0 〃 クビ 27．0

35 
 スズカブレーン 牡4鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480－ 41：08．3クビ 17．0�
611 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 482－ 41：08．4� 36．3
510 ノミネーション 牡4黒鹿57 川須 栄彦石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 460－101：08．5� 47．7�
612 コスモマイルール 牝5栗 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 434－ 2 〃 同着 61．5�
23 � サウンドターゲット 牡5鹿 57 松田 大作増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 480＋121：08．6� 141．3�
36 メッサーウイング 牝4栗 55 �島 克駿野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B460－ 8 〃 クビ 23．3�
713 ヨッテウタッテ 牝5鹿 55 伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 464± 01：08．7クビ 208．2�
24 
 ワンダーエターナル 牡5鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 水丸牧場 452－ 2 〃 クビ 276．9�
47 シェーネフラウ 牝4黒鹿55 西田雄一郎�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 61：09．97 110．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，814，200円 複勝： 47，254，700円 枠連： 20，922，800円
馬連： 89，666，700円 馬単： 34，422，600円 ワイド： 44，980，900円
3連複： 108，133，200円 3連単： 146，415，100円 計： 522，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 �
�

160円
180円 枠 連（4－7）（7－8）

570円
520円

馬 連 ��
��

560円
800円 馬 単 ��

��
1，150円
1，450円

ワ イ ド ��
��

450円
580円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ���
���

5，410円
6，110円

票 数

単勝票数 計 308142 的中 � 50473（3番人気）
複勝票数 計 472547 的中 � 74394（3番人気）� 79888（2番人気）� 63668（4番人気）
枠連票数 計 209228 的中 （4－7） 13965（5番人気）（7－8） 15449（3番人気）
馬連票数 計 896667 的中 �� 66548（2番人気）�� 44637（6番人気）
馬単票数 計 344226 的中 �� 11207（5番人気）�� 8813（10番人気）
ワイド票数 計 449809 的中 �� 26467（2番人気）�� 19315（6番人気）�� 21674（5番人気）
3連複票数 計1081332 的中 ��� 36738（4番人気）
3連単票数 計1464151 的中 ��� 9814（17番人気）��� 8679（22番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．4―11．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．8―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトチャーター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．7．5 中京2着

2012．3．31生 牡4鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 15戦2勝 賞金 31，298，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 メッサーウイング号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ウインベントゥーラ号の騎手D．バルジューは，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：16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。



（28小倉1）第7日 3月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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

167，900，000円
1，270，000円
6，080，000円
1，930，000円
16，840，000円
71，459，500円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
247，165，000円
395，678，500円
158，150，800円
554，197，600円
274，681，000円
328，824，600円
768，212，700円
1，029，045，600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 3，755，955，800円

総入場人員 8，171名 （有料入場人員 7，331名）
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