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05001 2月9日 曇 重 （25小倉1）第1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
57．1
57．1

稍重
稍重

45 ヒカリユニキャスト 牡3黒鹿56 高倉 稜�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 532－ 2 58．6 3．2�
58 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 武 幸四郎大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 524－12 59．13 3．5�
33 エリモフェザー 牝3栗 54 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 406＋ 8 59．31� 7．0�
34 バクシンパワー �3鹿 56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 458＋ 4 59．4� 36．1�
11 リッシンロケット 牡3芦 56 松山 弘平小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 458± 0 〃 アタマ 10．4	
69 アスターキング 牡3栗 56 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 474－ 2 59．5クビ 5．1

22 グランデラポール 牡3黒鹿 56

54 △西村 太一 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 482＋ 6 59．6� 174．4�
57 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 B470－ 41：00．66 116．1�
712 イデアリスタ �3鹿 56 勝浦 正樹岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 470－ 81：00．7� 82．7
711 メイショウゲンナイ 牡3鹿 56

53 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 402－ 21：00．91� 65．1�
46 ゴーイングビート 牡3鹿 56 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム 494＋ 81：01．11� 253．6�
814 タイキシャーリー 牝3栗 54

51 ▲横山 和生�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム 434－ 81：01．2� 34．1�
813 イニシャルダブル 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 414－ 41：01．3クビ 11．5�
610 フリムカナイデ 牝3栗 54 中舘 英二小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B456＋ 2 〃 クビ 37．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，781，200円 複勝： 19，937，000円 枠連： 5，188，200円
馬連： 19，814，900円 馬単： 14，615，900円 ワイド： 10，901，800円
3連複： 31，710，900円 3連単： 47，011，100円 計： 158，961，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 140円 � 170円 枠 連（4－5） 590円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 97812 的中 � 24851（1番人気）
複勝票数 計 199370 的中 � 38254（2番人気）� 43373（1番人気）� 27805（4番人気）
枠連票数 計 51882 的中 （4－5） 6578（1番人気）
馬連票数 計 198149 的中 �� 21970（1番人気）
馬単票数 計 146159 的中 �� 8414（2番人気）
ワイド票数 計 109018 的中 �� 10539（1番人気）�� 5659（5番人気）�� 6022（4番人気）
3連複票数 計 317109 的中 ��� 18722（2番人気）
3連単票数 計 470111 的中 ��� 6540（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリユニキャスト �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．13 京都2着

2010．5．11生 牡3黒鹿 母 レ ー サ 母母 ウルトラシートゥ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スワッガー号

05002 2月9日 曇 重 （25小倉1）第1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，4歳54�5歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

11 パーティブロッサム 牝4黒鹿54 松山 弘平飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472± 01：45．1 16．8�
78 フェアリーガーデン 牝4鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 440＋101：45．52� 10．0�
55 � ホワイトジュエル 牝6芦 55

53 △西村 太一 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 81：45．6� 17．9�
33 パリーナチャン 牝4鹿 54 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 444－ 2 〃 ハナ 19．0�
810 シーズガレット 牝5栗 55 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 456± 01：45．81 5．0�
77 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 黛 弘人鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 476＋ 21：46．11	 5．9	
22 フ ジ チ ャ ン 牝5鹿 55 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 482＋ 81：46．42 4．6

44 マコトラピスラズリ 牝4鹿 54 丸山 元気尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 446＋ 6 〃 ハナ 7．5�
89 ラヴァズアゲイン 牝4栗 54 中舘 英二岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 462± 01：47．57 4．1�
66 � ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 54 勝浦 正樹 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 41：49．2大差 41．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 9，305，700円 複勝： 17，701，500円 枠連： 5，033，200円
馬連： 17，664，900円 馬単： 13，725，400円 ワイド： 9，865，900円
3連複： 25，364，400円 3連単： 43，818，700円 計： 142，479，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 670円 � 250円 � 380円 枠 連（1－7） 3，760円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 4，470円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 58，500円 3 連 単 ��� 326，650円

票 数

単勝票数 計 93057 的中 � 4365（7番人気）
複勝票数 計 177015 的中 � 6246（9番人気）� 20929（5番人気）� 12210（7番人気）
枠連票数 計 50332 的中 （1－7） 990（14番人気）
馬連票数 計 176649 的中 �� 1936（32番人気）
馬単票数 計 137254 的中 �� 990（48番人気）
ワイド票数 計 98659 的中 �� 1072（33番人気）�� 540（41番人気）�� 673（37番人気）
3連複票数 計 253644 的中 ��� 320（108番人気）
3連単票数 計 438187 的中 ��� 99（624番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．0―42．7―55．3―1：07．7―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パーティブロッサム �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．9．25 阪神2着

2009．2．17生 牝4黒鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 15戦2勝 賞金 18，370，000円

第１回 小倉競馬 第１日

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　スフィダンテ号は，競走中に疾病〔左脛骨々折〕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。



05003 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿 56
53 ▲菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478± 01：08．7 1．8�

818 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436＋ 21：08．91� 24．3�
35 ジャパンイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 434－ 21：09．0クビ 14．3�
612 ファンタジーデイ 牝3栗 54 北村 友一安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 21：09．32 12．7�
12 デイドリーマー 牝3鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424± 0 〃 ハナ 5．5�
713 エレガントアゲン 牝3栗 54

52 △西村 太一浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 412＋ 6 〃 クビ 246．9�
11 テイエムライオネス 牝3青鹿 54

51 ▲水口 優也竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 460－121：09．51 13．9	
714 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 530－101：09．71� 37．4

47 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 松田 大作�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 420－ 4 〃 クビ 53．4�
48 シュリメジャー 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 460± 01：09．8	 16．4
817 ターフジェニック 牝3鹿 54 鮫島 良太釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 470－ 41：09．9� 204．3�
816
 ブルーモントレー 牝3栗 54 大野 拓弥�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 466－10 〃 クビ 89．2�
36 タッテハンジョウ 牡3栗 56 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 61：10．11 64．7�
715 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 426－ 6 〃 クビ 32．5�
510 ヒアルロンサン 牝3鹿 54 丹内 祐次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 426－12 〃 アタマ 67．4�
24 
 ゴールデンステッキ 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 506＋181：10．2クビ 19．7�
611 ゴールデンハンター 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480＋ 21：10．52 47．2�
23 アイアンブランド 牝3青鹿54 高倉 稜池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 382－121：11．24 275．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，788，300円 複勝： 27，447，500円 枠連： 8，090，300円
馬連： 23，978，600円 馬単： 17，888，600円 ワイド： 15，216，100円
3連複： 35，547，000円 3連単： 55，492，900円 計： 199，449，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 460円 � 290円 枠 連（5－8） 1，530円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 540円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 26，020円

票 数

単勝票数 計 157883 的中 � 69812（1番人気）
複勝票数 計 274475 的中 � 99760（1番人気）� 10593（8番人気）� 19064（4番人気）
枠連票数 計 80903 的中 （5－8） 3927（7番人気）
馬連票数 計 239786 的中 �� 7584（7番人気）
馬単票数 計 178886 的中 �� 3607（12番人気）
ワイド票数 計 152161 的中 �� 3574（8番人気）�� 7436（5番人気）�� 2526（13番人気）
3連複票数 計 355470 的中 ��� 4413（19番人気）
3連単票数 計 554929 的中 ��� 1574（56番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 5（16，18）9，12，7，2（13，17）（4，1，14）（6，15）（10，11）3，8 4 5（16，18）（9，12）（7，2）（13，17）（4，1，14）（6，15）（10，11）（3，8）

勝馬の
紹 介

ジンセイハオマツリ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．4．11生 牡3黒鹿 母 キ マ グ レ 母母 シューティンスター 5戦1勝 賞金 10，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハイフェアレディー号

05004 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1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
1：44．1

良
良

11 テイエムレンジャー 牡3鹿 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 484－ 21：48．5 4．9�
611 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 496＋ 41：48．71� 6．5�
23 エーシンラクーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 456－ 2 〃 クビ 6．5�
35 メイショウブシン 牡3鹿 56 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 450－ 61：48．91� 10．7�
714 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 柴山 雄一栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 462＋121：49．11� 39．1�
816 コーラルタワー 牡3黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 444± 01：49．2� 34．5	
612 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 中舘 英二ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 440＋ 21：49．41� 216．2

47 コスモサリー 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：49．61� 25．5�
48 ルミアージュ 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 498－ 41：49．7� 2．4
713 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 480－ 21：49．91� 264．5�
59 スプリングシャトル 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 476＋ 81：50．11� 84．6�
12 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 鮫島 良太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 486－ 21：50．2� 90．1�
510 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 01：50．41� 10．0�
36 シアワセノホシ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 426－141：50．5� 202．8�
24 ヤマニンアンビー 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 440－ 21：51．03 195．6�
815 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 510＋ 81：51．21� 160．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，207，900円 複勝： 26，066，600円 枠連： 7，611，900円
馬連： 25，665，500円 馬単： 17，739，900円 ワイド： 13，240，700円
3連複： 35，787，800円 3連単： 57，333，100円 計： 199，653，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 210円 � 190円 枠 連（1－6） 1，560円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 530円 �� 490円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計 162079 的中 � 26268（2番人気）
複勝票数 計 260666 的中 � 42084（2番人気）� 31180（4番人気）� 38268（3番人気）
枠連票数 計 76119 的中 （1－6） 3624（7番人気）
馬連票数 計 256655 的中 �� 14173（4番人気）
馬単票数 計 177399 的中 �� 4426（10番人気）
ワイド票数 計 132407 的中 �� 6125（6番人気）�� 6776（4番人気）�� 6322（5番人気）
3連複票数 計 357878 的中 ��� 11565（4番人気）
3連単票数 計 573331 的中 ��� 2928（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．8―12．8―12．0―12．0―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．6―49．4―1：01．4―1：13．4―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムレンジャー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．15 中京7着

2010．5．4生 牡3鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア 10戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走状況〕 メイショウブシン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コウエイアース号・サルタイアー号



05005 2月9日 曇 重 （25小倉1）第1日 第5競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走11時50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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

55 � レッドデセーオ 牝5栗 55 中舘 英二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 496± 02：32．5 3．1�
67 ラインレグルス 牡5鹿 57 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 496± 0 〃 クビ 15．2�
33 タイソンバローズ 牡5栗 57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482± 02：33．24 6．6�
44 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 470－10 〃 ハナ 23．6�
78 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿 57

54 ▲中井 裕二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B492± 0 〃 クビ 48．2�
811 チキリリキオー 牡4黒鹿56 鮫島 良太ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 486－ 42：33．51� 11．8	
11 ワンダーバライル 牡6芦 57

54 ▲水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 494－ 22：34．13	 17．5

22 � エイコオレジェンド 牡6黒鹿57 宮崎 北斗井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B482－122：34．31
 38．0�
79 ウォーターデューク 牡5鹿 57 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 444－ 62：34．93	 2．2�
66 シンワカントリー 牡5黒鹿 57

54 ▲菱田 裕二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム 506＋ 42：35．11
 56．5

810 リバークリーク 牡5栗 57 柴山 雄一河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 516－ 42：35．2� 53．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，056，500円 複勝： 19，144，700円 枠連： 5，127，800円
馬連： 20，671，000円 馬単： 16，203，400円 ワイド： 12，700，700円
3連複： 29，402，800円 3連単： 57，713，700円 計： 174，020，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 410円 � 210円 枠 連（5－6） 1，740円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 440円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 130565 的中 � 33548（2番人気）
複勝票数 計 191447 的中 � 44689（1番人気）� 9419（6番人気）� 24518（4番人気）
枠連票数 計 51278 的中 （5－6） 2184（7番人気）
馬連票数 計 206710 的中 �� 5844（10番人気）
馬単票数 計 162034 的中 �� 2885（14番人気）
ワイド票数 計 127007 的中 �� 2630（13番人気）�� 7744（3番人気）�� 2327（15番人気）
3連複票数 計 294028 的中 ��� 4867（14番人気）
3連単票数 計 577137 的中 ��� 1967（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―37．0―49．7―1：02．3―1：15．6―1：29．3―1：41．9―1：54．3―2：06．7―2：19．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドデセーオ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Affirmed

2008．2．14生 牝5栗 母 レミニセントリー 母母 Endearingly 18戦2勝 賞金 32，230，000円
初出走 JRA

05006 2月9日 曇 重 （25小倉1）第1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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
57．1
57．1

稍重
稍重

44 トミケンスプリング 牝4青鹿55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B468± 0 58．7 10．8�
22 コウユーサムライ 牡4栗 57 丸山 元気加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 484－ 6 58．8� 7．4�
56 ワンダーエレメント 牝5鹿 55

52 ▲中井 裕二山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 488＋14 59．12 34．7�
11 プラッキーエリーナ 牝4栗 55

53 △西村 太一井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 464＋ 2 59．2� 82．6�
812 ケ ツ ァ ー ル 牝5鹿 55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 484＋ 2 59．41� 63．9�
33 メイショウノーベル 牡4栗 57

54 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 516＋30 〃 アタマ 3．9	
57 � クールオーシャン 牡5栗 57

54 ▲菅原 隆一川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 518＋ 4 59．5	 62．1

69 パスパルトゥー 牝4栗 55 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 432－ 8 〃 アタマ 8．1�
45 タカノキング 牡6鹿 57 西田雄一郎山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 460－12 59．6	 6．9�
711 ブランシェール 牝5鹿 55

52 ▲水口 優也山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460－ 2 59．7� 2．5
68 ダイキチチョウナン 牡5鹿 57 高倉 稜西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 482－ 4 59．91� 30．6�
710� ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B474＋ 21：00．21	 224．5�
813 カシノアクセル 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 440－ 21：00．62� 216．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，217，400円 複勝： 19，283，900円 枠連： 7，119，000円
馬連： 22，601，000円 馬単： 17，123，700円 ワイド： 11，369，100円
3連複： 34，643，000円 3連単： 56，277，800円 計： 181，634，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 280円 � 280円 � 850円 枠 連（2－4） 1，370円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，300円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 31，180円 3 連 単 ��� 142，730円

票 数

単勝票数 計 132174 的中 � 9699（6番人気）
複勝票数 計 192839 的中 � 19396（6番人気）� 20076（5番人気）� 5132（8番人気）
枠連票数 計 71190 的中 （2－4） 3841（8番人気）
馬連票数 計 226010 的中 �� 3789（17番人気）
馬単票数 計 171237 的中 �� 1366（34番人気）
ワイド票数 計 113691 的中 �� 2831（15番人気）�� 833（29番人気）�� 1007（26番人気）
3連複票数 計 346430 的中 ��� 820（74番人気）
3連単票数 計 562778 的中 ��� 291（377番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．3―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンスプリング �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2012．2．5 東京3着

2009．3．17生 牝4青鹿 母 キャサリンクリスタ 母母 マチカネカルメン 10戦2勝 賞金 17，500，000円
〔制裁〕 メイショウノーベル号の騎手菱田裕二は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・13

番）
〔その他〕 ブランシェール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブランシェール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月9日まで出走できない。



05007 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

24 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 444－ 41：48．2 7．0�
59 シャドウライフ 牝4黒鹿54 高倉 稜飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 19．0�
510 インパクトゲーム 牝5黒鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．41� 27．3�
36 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿 55

52 ▲菱田 裕二岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 486－12 〃 ハナ 5．7�
611 マイネアルナイル 牝4青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 478＋22 〃 アタマ 15．3	
47 ガ ン セ 牝4鹿 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 492± 01：48．5クビ 10．4

714 ソロデビュー 牝4黒鹿 54

51 ▲中井 裕二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 486－ 21：48．6� 63．9�
48 ニーレンベルギア 牝4黒鹿 54

51 ▲水口 優也吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 432－121：48．7クビ 14．0�
12 フローリストライフ 牝6鹿 55 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 442± 01：48．8� 41．5
35 リングネブラ 牝4黒鹿54 二本柳 壮吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 6．8�
23 ヒダカアルテミス 牝5栗 55 柴山 雄一�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 496＋ 4 〃 クビ 24．2�
11 モスカートローザ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．9クビ 9．7�
612 アルアマーナ 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 432＋ 21：49．0� 8．1�
815 クラウディーハート 牝4鹿 54

52 △西村 太一 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 456－ 41：49．1� 228．8�

816 ルナフォンターナ 牝4栗 54 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 61：49．2� 9．3�

713 レッドマーキュリー 牝4鹿 54 中舘 英二深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－281：51．1大差 18．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，860，200円 複勝： 22，626，400円 枠連： 10，168，200円
馬連： 26，034，100円 馬単： 16，677，100円 ワイド： 14，470，000円
3連複： 42，056，600円 3連単： 64，957，600円 計： 209，850，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 580円 � 970円 枠 連（2－5） 3，520円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 12，020円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 2，880円 �� 5，760円

3 連 複 ��� 64，530円 3 連 単 ��� 301，510円

票 数

単勝票数 計 128602 的中 � 14586（3番人気）
複勝票数 計 226264 的中 � 28065（3番人気）� 9663（10番人気）� 5487（13番人気）
枠連票数 計 101682 的中 （2－5） 2133（18番人気）
馬連票数 計 260341 的中 �� 3048（29番人気）
馬単票数 計 166771 的中 �� 1024（51番人気）
ワイド票数 計 144700 的中 �� 1584（34番人気）�� 1242（43番人気）�� 612（75番人気）
3連複票数 計 420566 的中 ��� 481（250番人気）
3連単票数 計 649576 的中 ��� 159（1263番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―36．8―49．6―1：01．1―1：12．9―1：24．7―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンマハ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2010．12．11 小倉2着

2008．2．15生 牝5黒鹿 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 20戦3勝 賞金 36，276，000円

05008 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 ビットスターダム 牡5芦 57 大野 拓弥馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ
ネツ牧場 470－ 61：08．4 7．8�

815 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 438－ 6 〃 クビ 42．4�
34 アイビーフォールド 牡6鹿 57

54 ▲菱田 裕二 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 462＋ 21：08．61� 12．6�
712 ベストブルーム 牡6鹿 57 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 16．4�
58 アラカメジョウ 牝4鹿 55 丹内 祐次�アラキファーム 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 448－ 2 〃 ハナ 20．5�
35 ローレルエナジー 牡4黒鹿 57

55 △西村 太一 	ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 500－101：08．7� 21．3

814 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 ハナ 2．6�
23 グリューネワルト 牝6青鹿55 中舘 英二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B474＋ 2 〃 クビ 23．7�
46 	 アスターローズ 牝7鹿 55

52 ▲水口 優也加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム 448－ 21：08．8クビ 202．3
11 ユキノサイレンス 牡6鹿 57

54 ▲中井 裕二ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 472± 01：08．9
 7．9�
611 セルリアンレッド 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 484＋ 81：09．11� 69．9�
22 オウケンハナミズキ 牝4青 55 北村 友一福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 406± 01：09．31� 17．8�
47 ヨドノグレイス 牝4鹿 55 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 424－ 4 〃 クビ 4．5�
610	 サクラカノン 牝5鹿 55 勝浦 正樹	さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 462－ 21：09．4クビ 116．1�
59 	 オ フ 牝5鹿 55 宮崎 北斗森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 428－341：09．5� 173．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，037，900円 複勝： 22，255，700円 枠連： 8，520，000円
馬連： 25，640，100円 馬単： 18，150，200円 ワイド： 13，732，400円
3連複： 36，337，000円 3連単： 64，934，900円 計： 203，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 290円 � 980円 � 460円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 12，440円 馬 単 �� 25，520円

ワ イ ド �� 4，430円 �� 1，300円 �� 8，170円

3 連 複 ��� 41，070円 3 連 単 ��� 215，870円

票 数

単勝票数 計 140379 的中 � 14235（3番人気）
複勝票数 計 222557 的中 � 22632（4番人気）� 5354（11番人気）� 12817（6番人気）
枠連票数 計 85200 的中 （7－8） 9621（2番人気）
馬連票数 計 256401 的中 �� 1522（40番人気）
馬単票数 計 181502 的中 �� 525（79番人気）
ワイド票数 計 137324 的中 �� 755（43番人気）�� 2695（15番人気）�� 406（59番人気）
3連複票数 計 363370 的中 ��� 653（120番人気）
3連単票数 計 649349 的中 ��� 222（660番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビットスターダム �
�
父 オンファイア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．10．3 阪神1着

2008．3．23生 牡5芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 25戦3勝 賞金 34，427，000円



05009 2月9日 曇 重 （25小倉1）第1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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

44 � トーホウベスト 牡5鹿 57
55 △西村 太一東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 498－ 61：45．6 16．6�

68 コスモイフリート 牡6栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 508－101：45．92 6．0�
69 シュガーシャック 牡4栗 56 松田 大作吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 512－ 21：46．0クビ 6．4�
56 ベルラピエル 牡4黒鹿56 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 490－ 2 〃 クビ 4．7�
22 タケルハヤテ 牡5鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 460－ 61：46．1クビ 3．5	
45 シルクアポロン 牡4鹿 56 松山 弘平有限会社シルク池添 兼雄 新ひだか マークリ牧場 510－ 81：46．52� 11．2

11 アサクサニッポン 牡4青 56 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 41：46．6クビ 6．7�
710 ゼンノルジェロ 牡5青 57 丸山 元気大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 01：46．7� 21．5�
57 � オーブライツ 牡4芦 56

53 ▲中井 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 476－ 81：46．8� 58．3
711 メジロハクリュウ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 B470－141：47．01� 84．3�
33 � カテキンパワー 牡4鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 境 直行 浦河 浦河育成牧場 468－ 41：47．63� 112．1�
813� クリーンイメージ 牡5栗 57

54 ▲菱田 裕二石橋 和夫氏 武 宏平 新ひだか 千代田牧場 464＋201：47．81� 22．3�
812 ウォーターワールド 牡5栗 57 西田雄一郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 440－161：49．9大差 161．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，325，300円 複勝： 21，810，400円 枠連： 9，794，400円
馬連： 29，843，500円 馬単： 22，162，600円 ワイド： 15，141，400円
3連複： 43，565，600円 3連単： 81，546，300円 計： 238，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 490円 � 220円 � 280円 枠 連（4－6） 1，580円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，850円 �� 890円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 80，350円

票 数

単勝票数 計 143253 的中 � 6809（7番人気）
複勝票数 計 218104 的中 � 10378（7番人気）� 29334（3番人気）� 20932（5番人気）
枠連票数 計 97944 的中 （4－6） 4578（7番人気）
馬連票数 計 298435 的中 �� 4278（21番人気）
馬単票数 計 221626 的中 �� 1479（44番人気）
ワイド票数 計 151414 的中 �� 3054（15番人気）�� 1970（26番人気）�� 4301（10番人気）
3連複票数 計 435656 的中 ��� 3198（38番人気）
3連単票数 計 815463 的中 ��� 749（276番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．8―56．7―1：08．6―1：20．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．0
1
3
4，5（3，7）（6，11）9（8，12）10（1，13）2・（4，9）－（5，7）2（6，11）（3，8，10）（1，13）12

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

勝馬の
紹 介

�トーホウベスト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 チーフベアハート

2008．3．11生 牡5鹿 母 トーホウハート 母母 ヒシベイビー 16戦1勝 賞金 12，450，000円
初出走 JRA

05010 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 468－121：08．2 11．0�
816 ピ ン ゾ ロ 牡3栗 56 高倉 稜西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 中島牧場 460± 01：08．3� 13．9�
36 モーニングコール 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 422－ 6 〃 クビ 8．0�
24 テイエムシングン 牡3鹿 56 菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 478－ 21：08．61� 58．6�
23 メイショウガンツ 牝3鹿 54 鮫島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 426± 0 〃 アタマ 15．0�
48 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 54 松山 弘平永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 ハナ 2．2�
815 ライブリシュネル 牡3鹿 56 松田 大作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：08．81� 42．8	
612 マイネヴァイザー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 61：09．11� 26．5�
11 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 大野 拓弥�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 458＋ 2 〃 クビ 27．5
35 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 中井 裕二亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 444－ 6 〃 ハナ 43．5�
714 エ ピ カ 牝3黒鹿54 伊藤 工真
ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420± 01：09．41� 107．4�
611 オメガファイター 牡3鹿 56 北村 友一原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488＋ 21：09．5� 4．8�
47 
 ドクトルバロン 牡3栗 56 黛 弘人湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 41：09．71� 209．8�
510 アップアンカー 牡3栗 56 丸山 元気加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 518－ 21：09．8クビ 20．9�
59 テーオーレイチェル 牝3芦 54 中舘 英二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－16 〃 クビ 42．5�
713 メイショウホマレ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 434－ 81：10．01� 51．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，795，100円 複勝： 31，760，500円 枠連： 14，040，400円
馬連： 48，617，800円 馬単： 32，164，500円 ワイド： 22，795，200円
3連複： 65，180，800円 3連単： 124，496，300円 計： 360，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 350円 � 380円 � 350円 枠 連（1－8） 2，870円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 10，560円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，250円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 81，750円

票 数

単勝票数 計 217951 的中 � 15748（4番人気）
複勝票数 計 317605 的中 � 24019（4番人気）� 22016（5番人気）� 24517（3番人気）
枠連票数 計 140404 的中 （1－8） 3614（12番人気）
馬連票数 計 486178 的中 �� 6942（18番人気）
馬単票数 計 321645 的中 �� 2248（34番人気）
ワイド票数 計 227952 的中 �� 3162（19番人気）�� 4560（12番人気）�� 3674（16番人気）
3連複票数 計 651808 的中 ��� 3793（43番人気）
3連単票数 計1244963 的中 ��� 1124（232番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―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4F45．9―3F35．0
3 ・（5，6）11（4，8）－16（3，12）（1，9，10）（7，2）13，15－14 4 ・（5，6）（4，8，11）16（3，12）－（1，9，2）10（7，15，13）－14

勝馬の
紹 介

ミリオンフレッシュ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．11．17 京都1着

2010．4．22生 牡3黒鹿 母 フレッシュバニラ 母母 Gal From Seattle 5戦2勝 賞金 16，821，000円
〔発走状況〕 ワンダフルジュエル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



05011 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 シーキングフェイム 牝6鹿 55 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 478＋161：59．8 7．6�

44 ヤマニンリップル 牝5黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 478－ 4 〃 クビ 6．6�
78 ケルンフォーティー 牡4栗 56 丸山 元気谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 454± 01：59．9クビ 11．4�
810 メイショウスクラム 牡7鹿 57 中井 裕二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 494－ 2 〃 クビ 87．3�
811 タガノレイヨネ 牡4栗 56 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 2 〃 ハナ 5．1�
67 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 466－ 82：00．0クビ 42．6	
66 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 502± 02：00．1	 28．3

11 フェータルローズ 牝4栗 54 大野 拓弥兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 クビ 3．6�
79 ゴーイングストーン 牡4栗 56 松田 大作林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 478－ 22：00．52	 22．5�
33 サイドアタック 牡5栗 57 中舘 英二杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 474－ 2 〃 クビ 7．0
55 スマートリバティー 牡5鹿 57 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 444－ 62：00．6	 6．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，133，300円 複勝： 41，814，600円 枠連： 17，807，000円
馬連： 87，672，100円 馬単： 55，217，500円 ワイド： 29，657，200円
3連複： 119，209，400円 3連単： 238，147，800円 計： 613，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 270円 � 230円 � 360円 枠 連（2－4） 1，890円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，740円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 49，150円

票 数

単勝票数 計 241333 的中 � 25201（6番人気）
複勝票数 計 418146 的中 � 42477（6番人気）� 51082（3番人気）� 28617（7番人気）
枠連票数 計 178070 的中 （2－4） 6968（9番人気）
馬連票数 計 876721 的中 �� 28677（11番人気）
馬単票数 計 552175 的中 �� 8430（25番人気）
ワイド票数 計 296572 的中 �� 9747（12番人気）�� 4104（24番人気）�� 6286（18番人気）
3連複票数 計1192094 的中 ��� 10952（32番人気）
3連単票数 計2381478 的中 ��� 3576（198番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．9―13．2―12．7―12．2―12．0―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．1―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．2―1：36．7―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーキングフェイム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー 2009．10．31 京都2着

2007．3．27生 牝6鹿 母 タイランツフェイム 母母 フ ロ リ ン ダ 27戦3勝 賞金 65，514，000円

05012 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1日 第12競走 ��
��1，200�

が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 466＋ 61：07．8 5．2�
814 サウスビクトル 牡4黒鹿57 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 464－ 41：08．01� 3．5�
47 レディオブパーシャ 牝5栗 55 丸山 元気 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 81：08．21	 5．7�
34 キボウダクリチャン 牝4栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 446－ 81：08．3	 66．5�
59 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 464－ 2 〃 クビ 13．5�
610 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 460－ 21：08．4	 18．3�
11 
 クルージンミジー 牝4芦 55 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

488＋ 21：08．5クビ 8．6	
611 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 B486＋ 21：08．82 20．0

23 ミスターマスタード 牡5鹿 57 古川 吉洋薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 468＋201：08．9� 33．9�
46 
 サウンドマンデュロ 牡4青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 478＋ 2 〃 アタマ 6．7�
35 デイジーバローズ 牝4栗 55 鮫島 良太猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム 458± 0 〃 ハナ 62．1
815 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 454－ 81：09．0クビ 34．5�
713 ユキノラムセス 牡6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 494＋101：09．1� 117．1�
58 ウインジェラルド 牡6栗 57 高倉 稜�ウイン 武市 康男 新冠 村上 欽哉 482＋ 2 〃 クビ 87．8�
712 フリーアズアバード 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480± 01：09．2	 20．0

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，366，100円 複勝： 37，569，400円 枠連： 19，227，300円
馬連： 59，556，600円 馬単： 35，818，200円 ワイド： 27，590，500円
3連複： 81，688，800円 3連単： 150，270，800円 計： 436，087，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 140円 � 180円 枠 連（2－8） 890円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 440円 �� 630円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 243661 的中 � 37352（2番人気）
複勝票数 計 375694 的中 � 60206（2番人気）� 81172（1番人気）� 50584（3番人気）
枠連票数 計 192273 的中 （2－8） 16035（3番人気）
馬連票数 計 595566 的中 �� 35857（2番人気）
馬単票数 計 358182 的中 �� 12546（1番人気）
ワイド票数 計 275905 的中 �� 15563（2番人気）�� 10375（5番人気）�� 18481（1番人気）
3連複票数 計 816888 的中 ��� 32329（1番人気）
3連単票数 計1502708 的中 ��� 10679（6番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．5―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラハヤテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．3．10 中山1着

2009．3．25生 牡4黒鹿 母 トリプルリーチ 母母 トリプルワウ 8戦2勝 賞金 21，431，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（25小倉1）第1日 2月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 168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

162，380，000円
2，080，000円
4，020，000円
1，620，000円
14，950，000円
57，885，000円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
188，874，900円
307，418，200円
117，727，700円
407，760，100円
277，487，000円
196，681，000円
580，494，100円
1，042，001，000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 3，118，444，000円

総入場人員 6，761名 （有料入場人員 6，187名）
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