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05013 2月10日 晴 稍重 （25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

12 マイティウォリアー 牡3栗 56 丸田 恭介�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 466－121：46．2 3．5�
611 レッドサクセサー 牡3青鹿56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 518± 01：46．73 3．1�
59 アロウィーバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 472＋ 61：46．8クビ 5．4�
23 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 21：48．18 110．3�
24 セトノプロミス 牡3鹿 56 和田 竜二難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 490＋261：48．52� 9．9	
815� ダノンチャコ 牝3黒鹿54 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 米 Dan J. Agnew 490－ 81：48．6� 7．0

11 メインオーバル 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 528－ 81：49．13 242．5�
714 カシノソラーレ 牝3栗 54

51 ▲水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 462＋11 〃 クビ 39．4�
35 スキャットマン 牡3黒鹿56 大野 拓弥千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 454＋ 61：49．2クビ 68．0
510 イ エ ー ガ ー 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 474± 01：49．3� 30．6�
47 ケイキカネタヤス 牡3栗 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 534－ 41：49．51� 41．8�
713 サンモリッツ 牝3鹿 54 松田 大作田口 廣氏 佐山 優 平取 有限会社中

田牧場 466± 01：51．09 500．1�
612 ターンザタイド 牡3栗 56 上村 洋行松田 整二氏 田島 良保 新ひだか 土田 扶美子 488－ 21：51．2� 24．4�
816 プラチナアックス 牡3芦 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中村 和夫 448－ 81：51．41� 151．8�
36 キ ゲ キ 牝3鹿 54

51 ▲菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 新冠 中地 康弘 B470＋ 21：51．72 189．6�
48 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 丸山 元気内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 510＋ 21：52．44 17．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，325，000円 複勝： 23，015，800円 枠連： 7，623，300円
馬連： 29，335，600円 馬単： 20，186，700円 ワイド： 15，576，900円
3連複： 44，595，000円 3連単： 65，316，700円 計： 218，975，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 240円 �� 490円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 133250 的中 � 30550（2番人気）
複勝票数 計 230158 的中 � 51406（2番人気）� 58749（1番人気）� 22091（4番人気）
枠連票数 計 76233 的中 （1－6） 12175（1番人気）
馬連票数 計 293356 的中 �� 50599（1番人気）
馬単票数 計 201867 的中 �� 17493（1番人気）
ワイド票数 計 155769 的中 �� 18193（1番人気）�� 7256（7番人気）�� 8719（5番人気）
3連複票数 計 445950 的中 ��� 27615（3番人気）
3連単票数 計 653167 的中 ��� 8699（7番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．0―13．3―12．8―12．6―12．4―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．2―43．5―56．3―1：08．9―1：21．3―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティウォリアー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．11．24 京都5着

2010．5．4生 牡3栗 母 キティーパラダイス 母母 ハローキティー 5戦1勝 賞金 7，950，000円
〔その他〕 プラチナアックス号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キゲキ号・トウカイルーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ディアリヴァル号・ナスノニシキ号

05014 2月10日 晴 稍重 （25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）

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

58 アラビアンマジック 牡4鹿 57 川須 栄彦吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 468－ 4 59．4 16．6�
45 メイショウオハツ 牝4黒鹿 55

52 ▲菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 486＋ 8 〃 クビ 46．3�
33 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472＋ 2 〃 ハナ 4．4�
69 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 470－ 8 〃 ハナ 78．7�
46 ハクユウリリー 牝4栗 55 中舘 英二 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 430＋10 〃 アタマ 16．0�
57 ジ ル コ ニ ア 牝6栗 55

52 ▲横山 和生下河	行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 494＋ 2 59．5� 6．8

11 キングスウィープ 牡7青鹿57 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B474－ 2 59．6クビ 172．4�
711 エーティーランボー 牡5鹿 57 松田 大作荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478－ 4 59．81� 12．4�
22 � ハナズフレイム 牡4栗 57 大下 智M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 472－ 2 〃 クビ 312．8
813 ウエスタンハピネス 牝5鹿 55

52 ▲水口 優也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 490－ 2 59．9クビ 12．7�
34 エーシンクルゼ 牡4芦 57 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 508－ 41：00．0� 2．1�
610� クリーンヒット 牝4鹿 55 大野 拓弥牧畠 清久氏 古賀 史生 浦河 大西牧場 472－ 41：00．1� 29．0�
712 レアプラチナ 牝4鹿 55

52 ▲中井 裕二松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 448－ 41：00．31� 100．4�
814 ノボプレシャス 牝4栗 55

52 ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 476＋161：00．4� 37．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，972，100円 複勝： 20，645，700円 枠連： 7，594，200円
馬連： 23，325，600円 馬単： 18，602，700円 ワイド： 14，314，300円
3連複： 36，422，400円 3連単： 61，893，500円 計： 196，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 490円 � 880円 � 210円 枠 連（4－5） 2，620円

馬 連 �� 31，770円 馬 単 �� 66，010円

ワ イ ド �� 8，680円 �� 1，360円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 37，700円 3 連 単 ��� 348，690円

票 数

単勝票数 計 139721 的中 � 6654（7番人気）
複勝票数 計 206457 的中 � 10307（6番人気）� 5297（8番人気）� 31778（2番人気）
枠連票数 計 75942 的中 （4－5） 2145（8番人気）
馬連票数 計 233256 的中 �� 542（53番人気）
馬単票数 計 186027 的中 �� 208（100番人気）
ワイド票数 計 143143 的中 �� 397（56番人気）�� 2672（15番人気）�� 1267（29番人気）
3連複票数 計 364224 的中 ��� 713（92番人気）
3連単票数 計 618935 的中 ��� 131（658番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．8―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．5―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラビアンマジック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．10．8 東京6着

2009．4．5生 牡4鹿 母 スイートヒカル 母母 ブライアンズブラフ 15戦2勝 賞金 23，650，000円
〔制裁〕 ノボプレシャス号の騎手原田和真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番・8番）

第１回 小倉競馬 第２日



05015 2月10日 晴 良 （25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

36 イ キ 牡3栗 56 丸田 恭介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－ 21：09．7 2．1�

818 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 松山 弘平�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 408－121：09．8� 18．0�
48 ワイドキング 牡3鹿 56

54 △西村 太一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B474＋ 21：10．01� 40．1�
23 パティキュラリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442＋ 6 〃 クビ 14．5�
816 エイプリルメロディ 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 446－ 21：10．21 121．5�
612 カシノコゴロウ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 460＋ 4 〃 ハナ 237．8	
12 ファイアポイント 牡3黒鹿56 川島 信二山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 452－ 4 〃 クビ 23．1

35 ブリリアンシー 牡3芦 56 和田 竜二青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 470＋10 〃 同着 25．3�
59 ドントタッチミー 牡3鹿 56 松田 大作山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 446－ 21：10．3� 5．8�
11 コスモフォーユー 牡3鹿 56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 三輪牧場 492＋12 〃 アタマ 79．9�
47 イ ク ラ ン 牡3栗 56 黛 弘人ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 458＋ 4 〃 ハナ 151．5�
24 スズカサファイヤ 牝3黒鹿54 国分 優作永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 386－101：10．4� 21．9�
715 ダンツバーゴ 牝3黒鹿 54

51 ▲菱田 裕二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 438± 0 〃 アタマ 165．6�
510 アノヒミタユメ 牝3黒鹿54 丸山 元気小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 424－ 4 〃 ハナ 198．4�
714 プラチナテーラー 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：10．72 7．1�
611 ピンクストーン 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 438－ 21：10．91� 8．1�
713 コスモハヅキ 牝3鹿 54 伊藤 工真 ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 八木 常郎 450－10 〃 ハナ 61．8�
817 パープルシャイン 牡3栗 56 北村 友一中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 472＋221：11．64 384．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，629，000円 複勝： 22，561，800円 枠連： 8，027，100円
馬連： 25，299，400円 馬単： 18，670，700円 ワイド： 14，113，600円
3連複： 37，694，300円 3連単： 56，658，300円 計： 198，654，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 440円 � 620円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 840円 �� 950円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 43，340円

票 数

単勝票数 計 156290 的中 � 60047（1番人気）
複勝票数 計 225618 的中 � 60589（1番人気）� 11089（7番人気）� 7404（8番人気）
枠連票数 計 80271 的中 （3－8） 5019（6番人気）
馬連票数 計 252994 的中 �� 9785（6番人気）
馬単票数 計 186707 的中 �� 5227（8番人気）
ワイド票数 計 141136 的中 �� 4290（7番人気）�� 3723（11番人気）�� 867（39番人気）
3連複票数 計 376943 的中 ��� 2032（42番人気）
3連単票数 計 566583 的中 ��� 965（110番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ キ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Boundary デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．2．11生 牡3栗 母 サーガノヴェル 母母 Thunder Maid 5戦1勝 賞金 8，450，000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） 1頭 メイショウソレイユ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウカルマン号

05016 2月10日 晴 良 （25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
1：57．2
1：56．1

良
良

35 レコンダイト 牡3黒鹿 56
53 ▲菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 62：01．1 6．5�
48 エリンジューム 牝3黒鹿54 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B462± 02：01．2� 31．8�
818 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 勝浦 正樹土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 464－ 22：01．3� 18．6�
714 カネトシエターナル 牝3栗 54 丸田 恭介兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 土田 扶美子 420－ 62：01．4� 25．1�
713 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 西田雄一郎森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 478＋ 42：01．5� 8．5�
24 キングデザイヤー 牡3黒鹿56 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 佐竹 学 490－ 8 〃 ハナ 27．3	
11 ノアオーカン 牡3黒鹿56 鮫島 良太杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 462－12 〃 ハナ 22．3

23 ニシノアイボウ 牡3鹿 56 大庭 和弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 480－ 82：01．82 60．6�
612 エスターブレ 牝3栗 54 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 446＋ 22：01．9クビ 5．7�
611 エーシンオマーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 472－ 62：02．21� 6．4
36 エーシンヒリュー 牡3栗 56 丸山 元気�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 472＋ 62：02．3� 93．4�
715 キョウワナイト 牡3鹿 56

53 ▲水口 優也�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 462－ 62：02．61� 204．7�
510 コスモアオイ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：03．02� 257．2�
816 マイネマロニエ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 402＋ 22：03．1� 153．2�
12 ゼンノゼフィロス 牡3鹿 56 四位 洋文大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 村上 欽哉 536＋142：03．31� 7．7�
59 マコトクオバディス 牝3鹿 54 和田 竜二尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 470－ 6 〃 クビ 21．7�
47 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 松山 弘平石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 480－ 22：03．4� 4．4�
817 カシノハートフル 牝3黒鹿54 上村 洋行柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 462＋ 62：03．71� 252．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，241，900円 複勝： 23，491，800円 枠連： 10，305，600円
馬連： 27，153，900円 馬単： 18，642，600円 ワイド： 14，816，500円
3連複： 40，772，000円 3連単： 68，871，700円 計： 219，296，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 900円 � 650円 枠 連（3－4） 1，340円

馬 連 �� 9，950円 馬 単 �� 16，420円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 2，770円 �� 7，330円

3 連 複 ��� 80，670円 3 連 単 ��� 371，010円

票 数

単勝票数 計 152419 的中 � 18685（4番人気）
複勝票数 計 234918 的中 � 34227（1番人気）� 6072（11番人気）� 8701（9番人気）
枠連票数 計 103056 的中 （3－4） 5676（5番人気）
馬連票数 計 271539 的中 �� 2016（41番人気）
馬単票数 計 186426 的中 �� 838（59番人気）
ワイド票数 計 148165 的中 �� 1110（43番人気）�� 1327（31番人気）�� 493（62番人気）
3連複票数 計 407720 的中 ��� 373（202番人気）
3連単票数 計 688717 的中 ��� 137（941番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．6―12．8―12．8―12．3―12．5―12．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―34．5―47．3―1：00．1―1：12．4―1：24．9―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レコンダイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2012．10．27 京都4着

2010．2．14生 牡3黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka 4戦1勝 賞金 6，850，000円
※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 キタサンヤマビコ号・ボンボニエール号・マイネルランスタン号・ミヤビハカン号・ワイズマン号



05017 2月10日 晴 良 （25小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時50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

12 ラ ド ゥ ガ 牝3鹿 54 松山 弘平石川 幸司氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 434 ―1：09．8 2．3�
816 グッドジーン 牡3栗 56 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 466 ―1：10．01� 4．8�
36 ライブリクリール 牡3黒鹿56 北村 友一加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 458 ―1：10．1クビ 80．7�

（モモンガジャンプ）

23 ヤマニンペルル 牝3芦 54
51 ▲中井 裕二土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 422 ―1：10．31� 12．8�

48 インカンデセンス 牝3鹿 54 国分 優作 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 448 ― 〃 クビ 55．4�

24 アイアムイシュタル 牝3黒鹿 54
51 ▲菱田 裕二堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 484 ―1：10．4� 14．4	

59 タマモキラリ 牝3鹿 54 川須 栄彦タマモ
 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 438 ―1：10．61� 20．4�
714 ダイワフレーム 牝3黒鹿54 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 390 ―1：10．81 13．1�
815� アスターストーム 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

486 ― 〃 ハナ 19．7
35 ヤマニンプチタルト 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 458 ―1：11．01� 13．1�
611 ミススキャンダル 牝3栗 54 竹之下智昭吉澤 克己氏 友道 康夫 浦河 三嶋牧場 392 ― 〃 クビ 30．8�
47 ランドリーマー 牡3鹿 56 荻野 琢真宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 442 ―1：11．1� 17．1�
713 メイショウテンニョ 牝3栗 54

51 ▲水口 優也松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 422 ― 〃 ハナ 49．7�
510 メタリックゴールド 牡3栗 56 丸山 元気 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 486 ―1：12．8大差 19．3�
612 ホクテンオーカン 牡3鹿 56

54 △西村 太一小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム 464 ―1：14．18 49．3�
11 モルフェキッド 牝3栗 54 黛 弘人並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 426 ― （競走中止） 173．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，797，400円 複勝： 18，429，800円 枠連： 10，736，400円
馬連： 24，035，600円 馬単： 17，772，900円 ワイド： 12，935，100円
3連複： 34，239，500円 3連単： 52，944，800円 計： 184，891，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 180円 � 1，710円 枠 連（1－8） 530円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，540円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 50，750円

票 数

単勝票数 計 137974 的中 � 47725（1番人気）
複勝票数 計 184298 的中 � 44450（1番人気）� 30336（2番人気）� 1813（15番人気）
枠連票数 計 107364 的中 （1－8） 14952（1番人気）
馬連票数 計 240356 的中 �� 26025（1番人気）
馬単票数 計 177729 的中 �� 11391（1番人気）
ワイド票数 計 129351 的中 �� 12342（1番人気）�� 1154（29番人気）�� 483（71番人気）
3連複票数 計 342395 的中 ��� 1631（46番人気）
3連単票数 計 529448 的中 ��� 770（130番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 2（8，16）7（6，9）（5，3，11）13，4，15－1，14＝10－12 4 ・（2，8，16）－7，9，6，3（5，4，11，13）－15－14－1－10＝12

勝馬の
紹 介

ラ ド ゥ ガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2010．5．23生 牝3鹿 母 エイコーンリング 母母 サンデーエイコーン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 モルフェキッド号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 モルフェキッド号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクテンオーカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10日まで平地

競走に出走できない。

05018 2月10日 晴 良 （25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 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
2：38．1
2：37．3

良
良

813 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 480＋ 62：39．6 8．1�
44 ラブラドライト �4鹿 56 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：39．81� 3．6�
11 マイネルアクロス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 22：39．9� 26．6�
56 アクアブルーフライ 牡6栗 57 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 514－ 4 〃 ハナ 11．0�
45 カ ー マ イ ン 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－14 〃 クビ 8．0	
22 バンダムラディウス 牡5栃栗57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 468＋ 62：40．0	 3．5

33 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 22：40．21 10．5�
57 ローリングストーン 牡4鹿 56

53 ▲中井 裕二佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 502＋182：40．62	 35．9�
68 
 サトノエンデバー 牡4黒鹿55 伊藤 工真里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

476＋ 42：40．91� 8．1
812 ファーマペニー 牝5鹿 55

52 ▲菱田 裕二中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 424± 02：41．22 42．7�
710� リッカタキシード 牡6黒鹿57 中舘 英二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 458－ 62：41．51� 67．8�
69 クリーンメタボ 牡5黒鹿57 川須 栄彦石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 472± 0 〃 クビ 38．9�
711� グルービーメテオ 牡4栗 56 黛 弘人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 468＋ 42：42．13	 182．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，776，800円 複勝： 20，945，600円 枠連： 7，319，300円
馬連： 24，706，800円 馬単： 18，154，700円 ワイド： 13，829，900円
3連複： 37，570，300円 3連単： 66，288，400円 計： 202，591，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 280円 � 170円 � 580円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，910円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 23，300円 3 連 単 ��� 104，990円

票 数

単勝票数 計 137768 的中 � 13510（4番人気）
複勝票数 計 209456 的中 � 18798（6番人気）� 40590（2番人気）� 7739（8番人気）
枠連票数 計 73193 的中 （4－8） 6176（3番人気）
馬連票数 計 247068 的中 �� 11630（5番人気）
馬単票数 計 181547 的中 �� 3669（17番人気）
ワイド票数 計 138299 的中 �� 4425（11番人気）�� 845（35番人気）�� 1409（28番人気）
3連複票数 計 375703 的中 ��� 1190（76番人気）
3連単票数 計 662884 的中 ��� 466（333番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．3―12．7―12．6―12．8―13．1―12．4―12．2―11．6―11．5―11．3―12．0

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―37．4―50．1―1：02．7―1：15．5―1：28．6―1：41．0―1：53．2―2：04．8―2：16．3―2：27．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤネアルコ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2010．7．11 阪神12着

2008．3．22生 牡5芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 19戦3勝 賞金 32，770，000円



05019 2月10日 晴 稍重 （25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 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

79 セトノハリケーン 牡5鹿 57 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 522－ 21：46．5 3．8�
67 � エ ク チ ュ ア 牡4鹿 56 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 450± 0 〃 アタマ 7．6�
811 アクシーバンダム 牡4黒鹿56 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 450± 0 〃 ハナ 35．1�
44 ファンタズミック 牡5鹿 57 柴山 雄一大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502－ 61：46．6クビ 26．9�
710 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 516－12 〃 アタマ 4．2�
33 � サダルメリク 牡6鹿 57

54 ▲菱田 裕二前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess 482－ 8 〃 アタマ 5．3	

812 コスモマイギフト 牡4黒鹿56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 498＋141：46．7� 7．8�
68 ゴールウェイ 牝4鹿 54 西田雄一郎吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 460＋141：46．8クビ 27．5�
22 ハクユウサンサン 牡5鹿 57 国分 優作 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 494＋ 81：47．43� 14．3
55 	 メイショウカイオウ 牡5鹿 57

54 ▲菅原 隆一松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 490＋ 21：47．71� 59．1�
56 スターマイン 牡4青 56 和田 竜二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－ 81：49．5大差 9．5�
11 � プリモスズカ 牡4鹿 56 中舘 英二永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B498－ 61：49．6クビ 62．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，590，200円 複勝： 20，776，300円 枠連： 8，107，200円
馬連： 24，831，600円 馬単： 17，905，200円 ワイド： 14，659，500円
3連複： 35，788，400円 3連単： 62，161，300円 計： 199，819，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 250円 � 440円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，070円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 14，810円 3 連 単 ��� 72，480円

票 数

単勝票数 計 155902 的中 � 32638（1番人気）
複勝票数 計 207763 的中 � 45618（1番人気）� 21184（4番人気）� 9846（8番人気）
枠連票数 計 81072 的中 （6－7） 9207（3番人気）
馬連票数 計 248316 的中 �� 10973（5番人気）
馬単票数 計 179052 的中 �� 5247（7番人気）
ワイド票数 計 146595 的中 �� 7112（5番人気）�� 1685（26番人気）�� 1205（37番人気）
3連複票数 計 357884 的中 ��� 1784（53番人気）
3連単票数 計 621613 的中 ��� 633（248番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．1―13．2―12．8―12．5―12．5―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．9―43．1―55．9―1：08．4―1：20．9―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セトノハリケーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2010．12．5 阪神7着

2008．4．5生 牡5鹿 母 クリムゾンクローバ 母母 ラディカルチック 26戦3勝 賞金 30，580，000円

05020 2月10日 晴 良 （25小倉1）第2日 第8競走 2，000�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，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
1：57．2
1：56．1

良
良

58 ベ ル ニ ー ニ 牡4鹿 56
53 ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－101：59．9 5．0�
814� アルティスト 牡6鹿 57

54 ▲中井 裕二塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 490－ 82：00．11� 11．3�
69 ミッキーマスカット 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 524－ 22：00．2� 2．2�
57 マンハッタンコード 牡4鹿 56 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476－122：00．41� 62．3�
712 コーディリア 牝4青 54 国分 優作 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム 446－ 42：00．61� 52．2�
11 マイネキャスリーン 牝4黒鹿54 丸山 元気 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 480－142：00．7クビ 110．1

34 テーオーレジェンド 牡4栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 504＋122：00．8� 8．4�
45 エーシングルーオン 牡4栗 56 川須 栄彦	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 456－ 2 〃 クビ 8．1�
33 コスモユウチャン 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 470－ 22：00．9� 45．7
46 スプリングアルタ 牡6鹿 57 丸田 恭介加藤 春夫氏 高橋 文雅 様似 様似共栄牧場 462＋ 6 〃 クビ 70．7�
711� スリーヴェローチェ 牡4鹿 56 鮫島 良太永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 460－132：01．0� 125．7�
610 マイネルアウストロ 牡7栗 57 大野 拓弥 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B506＋ 6 〃 ハナ 60．5�
813 ウインサーガ �4黒鹿56 和田 竜二	ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 468± 0 〃 ハナ 10．0�
22 スイートテン 牝6栗 55 中舘 英二青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 518＋ 22：01．21� 14．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，103，800円 複勝： 29，828，200円 枠連： 8，531，100円
馬連： 30，480，000円 馬単： 21，805，600円 ワイド： 16，513，700円
3連複： 42，723，200円 3連単： 81，188，000円 計： 250，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 250円 � 120円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 640円 �� 200円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 13，780円

票 数

単勝票数 計 191038 的中 � 30119（2番人気）
複勝票数 計 298282 的中 � 45249（2番人気）� 22186（6番人気）� 94427（1番人気）
枠連票数 計 85311 的中 （5－8） 6462（5番人気）
馬連票数 計 304800 的中 �� 8772（9番人気）
馬単票数 計 218056 的中 �� 3831（13番人気）
ワイド票数 計 165137 的中 �� 5556（8番人気）�� 25174（1番人気）�� 7633（5番人気）
3連複票数 計 427232 的中 ��� 21132（3番人気）
3連単票数 計 811880 的中 ��� 4351（35番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―13．0―12．8―12．3―12．1―11．8―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―34．7―47．7―1：00．5―1：12．8―1：24．9―1：36．7―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ニ ー ニ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．21 京都6着

2009．4．7生 牡4鹿 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ 11戦1勝 賞金 19，190，000円



05021 2月10日 晴 良 （25小倉1）第2日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446－ 21：08．2 33．9�
611 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458－ 81：08．41� 5．3�
12 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 462－101：08．61� 18．6�
715 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55

52 ▲菱田 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 482± 0 〃 クビ 7．9�
35 サトノフローラ 牝5鹿 55 二本柳 壮里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 436＋101：08．81 5．8�
36 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：09．01� 11．5	
24 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55

52 ▲中井 裕二澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 470＋ 6 〃 クビ 9．7

713 ノーザンソング 牝5鹿 55 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 464－141：09．1� 19．7�
11 ディザイラブル 牝4黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 412－28 〃 アタマ 11．3�
48 � メイショウアレーナ 牝4栗 55

52 ▲水口 優也松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 410－10 〃 クビ 49．4
47 ナムラシンシン 牝4栗 55 勝浦 正樹奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 434＋ 41：09．2クビ 52．1�
59 ハ ピ シ ン 牝5黒鹿55 国分 優作副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 470＋12 〃 ハナ 10．2�
23 ダイヤモンドアスク 牝5黒鹿55 大野 拓弥廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 442± 01：09．41� 17．9�
816 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲菅原 隆一柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 428－ 6 〃 クビ 159．4�
817 ブラックウィドー 牝4栗 55 川須 栄彦吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム 472－ 81：09．5� 9．4�
714� クラウンハッピー 牝5芦 55 上野 翔矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 432－ 4 〃 ハナ 158．6�
612 ドナメデューサ 牝4黒鹿55 中舘 英二山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 472＋121：09．6� 23．3�
818� ソ ー ニ 牝5青鹿55 丸山 元気平井 裕氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 438＋ 41：11．5大差 138．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，002，500円 複勝： 29，147，200円 枠連： 16，869，200円
馬連： 44，108，700円 馬単： 27，390，200円 ワイド： 22，957，500円
3連複： 71，237，300円 3連単： 121，276，000円 計： 350，988，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，390円 複 勝 � 1，250円 � 250円 � 620円 枠 連（5－6） 1，930円

馬 連 �� 11，840円 馬 単 �� 27，810円

ワ イ ド �� 5，090円 �� 9，820円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 86，620円 3 連 単 ��� 573，730円

票 数

単勝票数 計 180025 的中 � 4187（13番人気）
複勝票数 計 291472 的中 � 5369（15番人気）� 37481（2番人気）� 11772（11番人気）
枠連票数 計 168692 的中 （5－6） 6482（12番人気）
馬連票数 計 441087 的中 �� 2750（57番人気）
馬単票数 計 273902 的中 �� 727（122番人気）
ワイド票数 計 229575 的中 �� 1107（63番人気）�� 570（92番人気）�� 2221（38番人気）
3連複票数 計 712373 的中 ��� 607（273番人気）
3連単票数 計1212760 的中 ��� 156（1734番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．4―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムコウノトリ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Tunerup デビュー 2011．11．19 東京2着

2009．4．24生 牝4黒鹿 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick 10戦2勝 賞金 16，500，000円
〔制裁〕 バラードソング号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トップルビー号

05022 2月10日 晴 良 （25小倉1）第2日 第10競走 ��1，800�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

813 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 456－ 61：46．9 19．0�
34 スリーアフロディテ 牝4鹿 54 荻野 琢真永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 500－ 41：47．0� 4．1�
33 ル ナ 牡4芦 56 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 476＋14 〃 クビ 11．1�
45 マーティンボロ 牡4青鹿56 川須 栄彦吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434± 01：47．21 4．3�
11 � シベリアンスパーブ 牡4鹿 56 丸山 元気藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 496＋ 21：47．3� 46．5	
712 スズカアンペール 牡5鹿 57 松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 452－101：47．4� 5．6

711� メイショウリョウマ 牡5黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 21：47．5� 16．3�
46 ビコーミハイル 牡4鹿 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 488＋161：47．6� 186．2�
58 マイネルスパーブ 牡4鹿 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 2 〃 クビ 12．7
610 カシノスターライト 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 504＋ 2 〃 アタマ 45．5�
22 � マイネヴォヤージ 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 愛 Curtasse
S A S 414－ 61：47．81	 153．8�

69 トウカイクオーレ 牡4鹿 56 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B456＋10 〃 クビ 21．9�
814 シルクフラッシュ 牡5芦 57 和田 竜二有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 470＋ 81：47．9クビ 9．3�
57 ダイシンハンター 牡4鹿 56 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋241：48．11	 8．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，452，500円 複勝： 33，120，700円 枠連： 16，001，600円
馬連： 56，973，900円 馬単： 36，155，700円 ワイド： 24，464，600円
3連複： 73，796，800円 3連単： 134，258，900円 計： 395，224，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 450円 � 170円 � 400円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，300円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 56，110円

票 数

単勝票数 計 204525 的中 � 8507（9番人気）
複勝票数 計 331207 的中 � 16229（9番人気）� 70175（1番人気）� 19233（8番人気）
枠連票数 計 160016 的中 （3－8） 15249（3番人気）
馬連票数 計 569739 的中 �� 17618（8番人気）
馬単票数 計 361557 的中 �� 3911（28番人気）
ワイド票数 計 244646 的中 �� 7388（7番人気）�� 2506（32番人気）�� 8121（4番人気）
3連複票数 計 737968 的中 ��� 7980（17番人気）
3連単票数 計1342589 的中 ��� 1766（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．4―47．4―59．6―1：11．8―1：23．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソールデスタン �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー 2009．10．11 東京3着

2007．3．4生 牡6鹿 母 レッツビギン 母母 レツツキツス 24戦2勝 賞金 35，141，000円



05023 2月10日 晴 稍重 （25小倉1）第2日 第11競走 ��1，700�北九州市制50周年記念
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．11以降25．2．3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 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 ジョヴァンニ 牡4栗 56．5 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋ 81：43．2 1．5�

611 ジョーメテオ 牡7鹿 55 菱田 裕二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 514－101：43．41� 44．8�
35 バトードール 牡6栗 57 北村 友一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B520－ 41：43．72 16．6�
11 キングブレイク 牡4栗 56 大野 拓弥金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B510－ 61：43．91� 8．8�
36 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 460－ 81：44．0クビ 12．9	
612 メタギャラクシー 牡6鹿 55 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B490－101：44．21� 19．5

24 アッシュール 牡6鹿 52 丸田 恭介吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 478－ 61：44．3クビ 109．5�
12 � パルラメンターレ 牡6鹿 55 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 480－ 81：44．93� 102．9�
510 ライジングサン 牡5栗 55 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522± 01：45．0� 16．7
59 ミッキーバラード 牡6鹿 54 鮫島 良太野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 548± 01：45．31� 89．2�
47 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 54 西田雄一郎小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 496－ 4 〃 クビ 248．1�
23 エスジーブルーム 牝4鹿 52 中舘 英二窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 470－ 21：45．5� 20．8�
815 セブンサミッツ 牡7栗 55 国分 優作 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 41：45．6� 199．0�
714 マ マ キ ジ ャ 牝5芦 53 勝浦 正樹北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 450＋ 21：45．7� 33．1�
713 ダノンハラショー 牡6栗 53 中井 裕二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 470＋141：47．4大差 376．8�
816 スターバリオン 牡4芦 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 496－ 21：47．5クビ 17．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，937，300円 複勝： 91，072，600円 枠連： 39，595，400円
馬連： 152，119，400円 馬単： 109，611，200円 ワイド： 59，398，500円
3連複： 218，939，200円 3連単： 493，919，700円 計： 1，219，593，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 570円 � 280円 枠 連（4－6） 950円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 930円 �� 510円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 19，710円

票 数

単勝票数 計 549373 的中 � 305026（1番人気）
複勝票数 計 910726 的中 � 484828（1番人気）� 20979（10番人気）� 49946（4番人気）
枠連票数 計 395954 的中 （4－6） 31046（3番人気）
馬連票数 計1521194 的中 �� 45377（9番人気）
馬単票数 計1096112 的中 �� 29051（10番人気）
ワイド票数 計 593985 的中 �� 15711（10番人気）�� 31060（4番人気）�� 5046（35番人気）
3連複票数 計2189392 的中 ��� 22214（27番人気）
3連単票数 計4939197 的中 ��� 18494（56番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．2―12．3―12．3―12．5―12．1―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―28．9―41．2―53．5―1：06．0―1：18．1―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョヴァンニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．2．19 京都2着

2009．5．10生 牡4栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 8戦4勝 賞金 46，363，000円
〔制裁〕 ジョーメテオ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：3

番・16番）
※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 マイネルバイカ号

05024 2月10日 晴 良 （25小倉1）第2日 第12競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 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，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 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

817 アルーリングライフ 牝6鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 01：07．4 12．4�

815 キタサンエピソード 牡4栗 57 北村 友一�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 492－ 21：08．14 14．9�
12 タマモコントラバス 牡6黒鹿57 松田 大作タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 466－ 21：08．2� 11．7�
48 � フレデフォート 牡6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 452＋ 6 〃 アタマ 24．4�
11 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 500－ 6 〃 クビ 1．9	
713 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 四位 洋文猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 492－ 4 〃 ハナ 5．4

23 タイセイジーニアス 牡5黒鹿57 丸田 恭介田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474＋ 41：08．41� 64．5�
24 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 472＋ 81：08．5� 30．9�
35 コスモアクセス 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 6 〃 ハナ 97．5
612 サンデージョウ 牝6青 55 中舘 英二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 対馬 正 498＋ 8 〃 ハナ 56．6�
59 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55 松山 弘平原 	子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478＋16 〃 クビ 11．7�
36 
 タニマサホーク 牡6鹿 57 勝浦 正樹谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 508＋ 6 〃 ハナ 22．3�
611 シエラデルタ 牡6黒鹿57 国分 優作山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 460－ 61：08．6クビ 63．2�
510 メイショウローラン 牡8鹿 57 鮫島 良太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 468－ 2 〃 クビ 97．2�
714 ピサノベッテル 牝4黒鹿55 丸山 元気市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：08．92 46．4�
816 ジークジオン 牡4栗 57 川須 栄彦幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 470± 01：09．0� 112．3�
47 パープルタイガー 牡4栗 57 黛 弘人中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B474－ 41：09．1� 132．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 39，186，000円 複勝： 55，646，100円 枠連： 29，302，200円
馬連： 94，077，000円 馬単： 58，854，200円 ワイド： 42，183，700円
3連複： 124，937，800円 3連単： 250，714，400円 計： 694，901，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 400円 � 510円 � 420円 枠 連（8－8） 3，680円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 2，020円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 26，790円 3 連 単 ��� 158，420円

票 数

単勝票数 計 391860 的中 � 25004（5番人気）
複勝票数 計 556461 的中 � 37871（3番人気）� 28295（6番人気）� 35102（5番人気）
枠連票数 計 293022 的中 （8－8） 5877（15番人気）
馬連票数 計 940770 的中 �� 10971（19番人気）
馬単票数 計 588542 的中 �� 3348（35番人気）
ワイド票数 計 421837 的中 �� 5291（18番人気）�� 5149（19番人気）�� 4251（24番人気）
3連複票数 計1249378 的中 ��� 3442（80番人気）
3連単票数 計2507144 的中 ��� 1168（425番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．0―44．2―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルーリングライフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．2．13 京都2着

2007．3．16生 牝6鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 24戦4勝 賞金 67，571，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（25小倉1）第2日 2月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 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

174，940，000円
6，520，000円
1，690，000円
15，950，000円
63，202，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
253，014，500円
388，681，600円
170，012，600円
556，447，500円
383，752，400円
265，763，800円
798，716，200円
1，515，491，700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 4，331，880，300円

総入場人員 10，579名 （有料入場人員 9，740名）
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