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05025 2月16日 晴 重 （25小倉1）第3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

33 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿 56
54 △西村 太一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 502－ 4 58．9 11．1�
711 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 484＋ 2 59．0� 3．3�
813 エリモフェザー 牝3栗 54 松田 大作山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 412＋ 6 59．1� 5．4�
34 メイショウラムダ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 448－ 2 59．42 7．3�
57 ドラゴンオサム 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二大久保和夫氏 山内 研二 新ひだか 三木田牧場 560＋ 41：00．25 3．8�
712 アイティコスモス 牝3黒鹿54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 418－101：00．41 15．3	
11 � シ ア ー ジ ュ 牝3鹿 54 松山 弘平前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. 438＋ 41：00．61	 8．6

22 ジョウショーレディ 牝3鹿 54 勝浦 正樹熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 418－161：00．7
 173．8�
58 ダイメイチャーム 牝3鹿 54 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 466± 01：00．8� 299．4�
46 レモンスカッシュ 牝3栗 54

51 ▲菅原 隆一ロイヤルパーク 大根田裕之 新冠 北星村田牧場 414＋10 〃 ハナ 157．0
45 デ ン ポ ウ 牝3芦 54 二本柳 壮村田 滋氏 嶋田 潤 様似 様似堀牧場 378－ 6 〃 ハナ 219．3�
69 � シゲルアクエリアス 牡3鹿 56 北村 友一森中 蕃氏 加藤 敬二 米 Lambholm 506＋ 21：01．01	 36．4�
610 マルカイーグル 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 430－ 41：01．1� 166．2�
814 ス ワ ッ ガ ー 牡3鹿 56 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 482－141：01．95 23．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，713，400円 複勝： 21，128，000円 枠連： 6，481，100円
馬連： 22，316，300円 馬単： 16，348，800円 ワイド： 12，590，700円
3連複： 34，709，000円 3連単： 52，671，500円 計： 176，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 340円 � 140円 � 190円 枠 連（3－7） 860円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，160円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 33，400円

票 数

単勝票数 計 107134 的中 � 7645（6番人気）
複勝票数 計 211280 的中 � 12204（6番人気）� 52051（1番人気）� 29538（3番人気）
枠連票数 計 64811 的中 （3－7） 5581（4番人気）
馬連票数 計 223163 的中 �� 6793（12番人気）
馬単票数 計 163488 的中 �� 2276（24番人気）
ワイド票数 計 125907 的中 �� 3416（12番人気）�� 2500（17番人気）�� 10019（2番人気）
3連複票数 計 347090 的中 ��� 7055（14番人気）
3連単票数 計 526715 的中 ��� 1164（120番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．4―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドシーマ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 グ ロ ウ デビュー 2012．7．7 福島3着

2010．2．20生 牡3黒鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 6戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走状況〕 スワッガー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミヤコプリンセス号
（非抽選馬） 5頭 カシノコゴロウ号・タニセンダイナスト号・フクノスーパーベガ号・フチ号・レーリュッケン号

05026 2月16日 曇 重 （25小倉1）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 エーシンウェンディ 牝3栗 54 丸山 元気�栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 468－141：46．2 3．7�

36 サマニトップレディ 牝3鹿 54 北村 友一�渡辺牧場 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 440± 01：46．83� 9．0�
612 メイショウブリエ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 418± 01：47．33 3．6�
47 ブレイヴフィート 牝3鹿 54 松田 大作下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 416－161：47．62 11．8	
12 サンミッシェル 牝3栗 54 柴山 雄一武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－121：47．7クビ 121．0

59 メモリーロワジール 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 482＋ 41：47．8� 6．1�
35 ソフトライム 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 ハナ 26．0�
713 テイエムメデル 牝3黒鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 438－ 21：47．9� 21．4
714 エリモグラマー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山本 敏晴氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 470－ 4 〃 クビ 256．0�
23 アクメバイオ 牝3鹿 54 荻野 琢真バイオ� 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468－ 21：48．11 56．5�
611 ディアリヴァル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 458＋ 41：48．52� 11．8�
11 ワンダフルムーン 牝3栗 54 鮫島 良太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 440－101：48．81� 106．0�
48 ワイングラス 牝3栗 54

51 ▲中井 裕二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 450± 01：49．01� 27．3�
510 ケンブリッジアトナ 牝3栗 54 西田雄一郎中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 416－101：49．21� 264．7�
816 レッツグルーヴ 牝3栗 54 宮崎 北斗 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 480－101：49．73 27．8�
815 レッドヴィヴィアン 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 416－ 81：50．23 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 11，823，400円 複勝： 18，242，000円 枠連： 6，299，500円
馬連： 19，493，800円 馬単： 13，874，500円 ワイド： 11，205，900円
3連複： 29，753，400円 3連単： 43，222，000円 計： 153，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 230円 � 140円 枠 連（2－3） 1，260円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 620円 �� 230円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 12，410円

票 数

単勝票数 計 118234 的中 � 25483（2番人気）
複勝票数 計 182420 的中 � 34472（2番人気）� 17042（4番人気）� 41100（1番人気）
枠連票数 計 62995 的中 （2－3） 3708（7番人気）
馬連票数 計 194938 的中 �� 7919（6番人気）
馬単票数 計 138745 的中 �� 3134（11番人気）
ワイド票数 計 112059 的中 �� 4036（7番人気）�� 14559（1番人気）�� 4131（6番人気）
3連複票数 計 297534 的中 ��� 14015（3番人気）
3連単票数 計 432220 的中 ��� 2572（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―43．7―56．6―1：09．3―1：21．5―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

エーシンウェンディ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Supremo デビュー 2012．9．9 阪神6着

2010．3．26生 牝3栗 母 ワイオミングガール 母母 Above the Salt 7戦1勝 賞金 9，750，000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 コスモアオイ号

第１回 小倉競馬 第３日



05027 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 コスモチャペル 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 472＋221：09．2 13．2�
23 トシファイブスター 牡3黒鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 鮫川 啓一 440－ 61：09．52 7．3�
817 パッシートジビッボ 牝3鹿 54 中舘 英二吉田 和美氏 木村 哲也 平取 雅 牧場 432－ 21：09．6� 16．8�
715 マヤノラムダ 牡3栗 56 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 490＋321：09．7� 52．4�
11 ア ル ジ ャ ン 牡3鹿 56 松田 大作�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 420－121：09．8クビ 38．8�
36 アグランディール 牝3鹿 54

52 △西村 太一 SKYホース組合 新開 幸一 浦河 佐々木 恵一 414＋ 6 〃 クビ 72．2	
47 メイショウソウイン 牡3鹿 56 川須 栄彦松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 赤田牧場 438－ 41：09．9� 2．5

35 エクスブルグ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 4 〃 アタマ 7．2�
12 マジシャンズレッド 牡3栗 56 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 464－141：10．0クビ 21．3�
611 ハギノエルドラド 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 434－ 41：10．21 23．1
59 アンスーリール 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 424± 0 〃 クビ 76．6�

48 ドニゼッティ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－12 〃 アタマ 33．8�

24 エムエフフラワー 牝3青鹿54 松山 弘平�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 496＋101：10．41� 7．9�
818 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 小牧 太松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 454－ 21：10．61� 64．5�
510 ラジアントカット 牡3栗 56 藤岡 康太�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 24．7�
713 レディーピンク 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 426－ 21：10．7� 39．3�
714 ダイキチサブロウ 牡3栗 56 大野 拓弥西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 456－221：10．8� 28．0�
816 トキンパンチ 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486－ 61：12．39 538．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，430，000円 複勝： 25，238，000円 枠連： 9，095，200円
馬連： 26，580，200円 馬単： 18，462，900円 ワイド： 15，162，500円
3連複： 37，151，800円 3連単： 57，913，900円 計： 205，034，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 400円 � 310円 � 610円 枠 連（2－6） 1，400円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 3，300円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 29，580円 3 連 単 ��� 189，120円

票 数

単勝票数 計 154300 的中 � 9237（5番人気）
複勝票数 計 252380 的中 � 16796（6番人気）� 23434（3番人気）� 10102（7番人気）
枠連票数 計 90952 的中 （2－6） 4811（4番人気）
馬連票数 計 265802 的中 �� 5531（12番人気）
馬単票数 計 184629 的中 �� 1466（31番人気）
ワイド票数 計 151625 的中 �� 2310（15番人気）�� 1121（36番人気）�� 1223（31番人気）
3連複票数 計 371518 的中 ��� 927（93番人気）
3連単票数 計 579139 的中 ��� 226（552番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモチャペル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．7．1 福島2着

2010．5．12生 牡3鹿 母 タイキチャペル 母母 タイキハニー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 コスモチャペル号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：3番）

パッシートジビッボ号の騎手中舘英二は，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〕 トキンパンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月16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。
（非当選馬） 1頭 ラーストチカ号
（非抽選馬） 1頭 アリオンバローズ号

05028 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3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 ウインアルザス 牡3鹿 56
53 ▲中井 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 498± 02：00．6 1．7�

11 ダイワレーヌ 牝3黒鹿54 松山 弘平大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 436－ 22：01．34 8．4�
12 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B518± 02：01．4� 19．8�
24 ミッキーサクセス 牡3栗 56 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 アタマ 7．2�
715 キクノセントロ 牡3栗 56 川須 栄彦菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 460－ 62：01．82� 43．5�
611 マイネルランスタン 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 82：01．9� 91．5	
818 ウインプライズ 牡3鹿 56 荻野 琢真�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 446± 02：02．0� 337．8

713 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 小牧 太�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 472－ 4 〃 ハナ 9．6�
816 コスモピースフル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 ハナ 13．2
817 ワ イ ズ マ ン 牡3鹿 56 古川 吉洋古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 472－16 〃 アタマ 55．9�
48 ケイアイリーラ 牝3鹿 54

52 △西村 太一亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 富田牧場 454＋122：02．85 75．9�
59 ミヤビハカン 牡3青鹿56 高倉 稜村上 義勝氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 B486－10 〃 クビ 199．3�
714 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 470－ 42：02．9クビ 16．5�
612 エリタージュ 牝3鹿 54 藤岡 康太佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 446－142：03．0� 420．2�
36 シャドークイーン 牝3青鹿54 中舘 英二深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 佐竹 学 438＋ 22：03．42� 150．4�
47 ロードプレアデス 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504－ 62：03．5� 119．5�
510 キタサンヤマビコ �3鹿 56

53 ▲菅原 隆一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 420－ 6 〃 ハナ 382．0�
23 ワキノグレース 牝3鹿 54 西田雄一郎脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 456－ 82：04．03 492．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，129，100円 複勝： 38，903，700円 枠連： 8，577，300円
馬連： 25，201，700円 馬単： 22，681，300円 ワイド： 15，174，000円
3連複： 37，309，000円 3連単： 65，058，400円 計： 231，034，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 330円 枠 連（1－3） 580円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 400円 �� 390円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 15，710円

票 数

単勝票数 計 181291 的中 � 88951（1番人気）
複勝票数 計 389037 的中 � 211568（1番人気）� 22682（4番人気）� 16225（7番人気）
枠連票数 計 85773 的中 （1－3） 11059（2番人気）
馬連票数 計 252017 的中 �� 21211（3番人気）
馬単票数 計 226813 的中 �� 12890（4番人気）
ワイド票数 計 151740 的中 �� 9886（5番人気）�� 10246（4番人気）�� 1583（22番人気）
3連複票数 計 373090 的中 ��� 4772（17番人気）
3連単票数 計 650584 的中 ��� 3058（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．2―48．0―1：00．6―1：12．8―1：24．9―1：36．8―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ウインアルザス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sicyos デビュー 2012．7．15 中京4着

2010．3．29生 牡3鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 8戦1勝 賞金 16，150，000円
〔発走状況〕 ロードプレアデス号は，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 カシノラッキー号・サフランパートナー号



05029 2月16日 曇 重 （25小倉1）第3日 第5競走 ��
��1，000�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，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

813� ヤマノグラス 牝5鹿 55
53 △西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 486＋12 58．5 42．3�

11 クレバーアポロ 牡4栗 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 488－14 〃 ハナ 5．3�
58 	 シゲルカイチョウ 牡5黒鹿 57

55 △菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 米 Dr. John
Piconi 502－ 2 〃 クビ 12．4�

711� エルウェーオージャ 
5青 57 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 468－ 6 58．71� 8．3�
33 メリーチャン 牝5芦 55 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 アタマ 9．8�
46 	 シゲルカリン 牡4栗 57 川須 栄彦森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.

Herbener Jr. B490－ 4 58．8クビ 5．4	
22 ミヤジチョビ 牡4栗 57

54 ▲中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B474＋ 6 〃 アタマ 6．0

712� イエスマイダーリン 牝6鹿 55 二本柳 壮浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 522－ 8 59．22� 245．3�
69 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57 小牧 太土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 520± 0 59．3 93．6�
57 � オンワードナスキー 牡4栗 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 458＋ 6 59．4� 126．7
45 キ ー メ ー ル 牡4鹿 57 熊沢 重文北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 490－ 6 〃 アタマ 179．9�
814 コ ロ カ ム イ 
5栗 57 高倉 稜蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 466－ 8 59．61 5．6�
34 トーセンスタッフ 牝5黒鹿55 中舘 英二島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 458± 01：00．45 7．4�
610 シ ム ー ン 牡4鹿 57 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 502－ 61：01．14 20．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，232，400円 複勝： 20，727，200円 枠連： 8，406，400円
馬連： 22，958，300円 馬単： 16，733，800円 ワイド： 12，484，400円
3連複： 35，066，200円 3連単： 57，712，400円 計： 186，321，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，230円 複 勝 � 1，180円 � 250円 � 390円 枠 連（1－8） 1，420円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 30，420円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 7，330円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 33，750円 3 連 単 ��� 297，850円

票 数

単勝票数 計 122324 的中 � 2284（10番人気）
複勝票数 計 207272 的中 � 3986（10番人気）� 25529（4番人気）� 14090（8番人気）
枠連票数 計 84064 的中 （1－8） 4387（7番人気）
馬連票数 計 229583 的中 �� 1484（33番人気）
馬単票数 計 167338 的中 �� 406（77番人気）
ワイド票数 計 124844 的中 �� 753（37番人気）�� 411（49番人気）�� 2594（21番人気）
3連複票数 計 350662 的中 ��� 767（88番人気）
3連単票数 計 577124 的中 ��� 143（700番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヤマノグラス �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 トウシヨウボーイ （2戦0勝 賞金 0円）

2008．4．11生 牝5鹿 母 ヤマノタンポポ 母母 パーソロツク 9戦1勝 賞金 7，700，000円
地方デビュー 2010．6．10 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キクノラフィカ号・タツショウワ号

05030 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第6競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

67 サンライズマルス 牡5栗 57 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 62：00．5 3．7�

33 レッドシェリフ 牡5栗 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 492－12 〃 クビ 8．7�
44 マツリダジャパン �6青 57 宮崎 北斗髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 22：00．6クビ 12．7�
78 サクセスフェイト 牡4黒鹿56 松山 弘平髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 42：00．81	 4．2�
79 マイネルスパーブ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �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 464＋ 2 〃 クビ 39．0�
55 ガ ン セ 牝4鹿 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 490－ 22：00．9クビ 26．0	
22 
 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 492＋ 22：01．0� 6．7

66 � サトノエンデバー 牡4黒鹿55 丸山 元気里見 治氏 宗像 義忠 豪

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

476± 02：01．21	 14．5�
11 マイネルヴェリタス 牡4栗 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム 506＋ 82：01．3 13．8�

811 サングヒーロー 牡4黒鹿 56
54 △菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 62：01．4 5．1
810 マイネルアウストロ 牡7栗 57 高倉 稜 �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± 02：02．57 88．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，669，600円 複勝： 24，657，800円 枠連： 6，211，700円
馬連： 22，749，700円 馬単： 16，385，900円 ワイド： 13，142，800円
3連複： 32，964，800円 3連単： 56，911，300円 計： 186，693，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 260円 � 230円 枠 連（3－6） 1，450円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 600円 �� 870円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 42，520円

票 数

単勝票数 計 136696 的中 � 29183（1番人気）
複勝票数 計 246578 的中 � 46262（1番人気）� 23181（6番人気）� 27021（5番人気）
枠連票数 計 62117 的中 （3－6） 3182（6番人気）
馬連票数 計 227497 的中 �� 10265（6番人気）
馬単票数 計 163859 的中 �� 3600（13番人気）
ワイド票数 計 131428 的中 �� 5633（6番人気）�� 3738（12番人気）�� 1920（23番人気）
3連複票数 計 329648 的中 ��� 2590（39番人気）
3連単票数 計 569113 的中 ��� 988（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．0―49．1―1：01．3―1：13．4―1：25．6―1：37．2―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
7，9（3，10）（1，4，11）8－（5，2）－6
7（3，9）10，4（1，11）5，8（6，2）

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

勝馬の
紹 介

サンライズマルス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Nashwan デビュー 2010．12．25 阪神8着

2008．2．18生 牡5栗 母 ヴァルールーズ 母母 Valverda 12戦3勝 賞金 43，139，000円



05031 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，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

35 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 486－ 81：08．3 7．3�

611 テイエムタイホー 牡4栗 57
54 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 478－101：08．51� 67．2�

715 クラウンカイザー 牡4黒鹿57 柴山 雄一矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 498＋101：08．82 8．7�
23 � クロンドローリエ 牝6青鹿 55

53 △西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 426－101：09．22� 7．7�

510 ヴェリタスローズ 牝6青 55
52 ▲菅原 隆一松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 8 〃 クビ 7．9	

36 コスモルミナス 牡4栗 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 474－ 21：09．3クビ 9．7�
59 ゴールデンウィナー 牡4栗 57

54 ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472± 0 〃 クビ 10．4�
24 コーラルビュー 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 B486＋ 21：09．4	 22．7

817 レイズオブザサン 牡4黒鹿 57
55 △菱田 裕二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 450＋ 81：09．5クビ 54．9�

714 チェリービスティー 牝5栗 55 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 438－ 61：09．6� 5．6�
612� ワイルドジョイ 牡6鹿 57 大野 拓弥竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 462＋ 6 〃 クビ 87．5�
11 � ウェルトレインド 
4鹿 57 高倉 稜岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 456－201：09．92 13．8�
48 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 434－ 6 〃 ハナ 147．9�
713 グリューネワルト 牝6青鹿55 鮫島 良太 
サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B470－ 41：10．0クビ 15．4�
816 ベ ル シ エ ロ 牝4栗 55 黛 弘人 
社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 2 〃 クビ 43．7�
47 ダイヤモンドアスク 牝5黒鹿55 藤岡 康太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 444＋ 21：10．1	 24．6�
818 テイエムアモーレ 牝5鹿 55 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 482－121：10．3	 13．4�
12 � 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 436＋ 81：10．72� 155．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 12，778，300円 複勝： 20，665，500円 枠連： 12，809，600円
馬連： 25，202，200円 馬単： 16，869，400円 ワイド： 14，211，100円
3連複： 42，431，800円 3連単： 64，329，200円 計： 209，297，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 290円 � 910円 � 510円 枠 連（3－6） 10，390円

馬 連 �� 31，260円 馬 単 �� 65，190円

ワ イ ド �� 11，700円 �� 1，990円 �� 19，400円

3 連 複 ��� 131，580円 3 連 単 ��� 624，680円

票 数

単勝票数 計 127783 的中 � 13812（2番人気）
複勝票数 計 206655 的中 � 21260（4番人気）� 5429（12番人気）� 10427（8番人気）
枠連票数 計 128096 的中 （3－6） 910（27番人気）
馬連票数 計 252022 的中 �� 595（84番人気）
馬単票数 計 168694 的中 �� 191（173番人気）
ワイド票数 計 142111 的中 �� 296（95番人気）�� 1804（25番人気）�� 178（122番人気）
3連複票数 計 424318 的中 ��� 238（341番人気）
3連単票数 計 643292 的中 ��� 76（1702番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ル コ ニ ア �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2009．7．25 新潟6着

2007．2．23生 牝6栗 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 16戦2勝 賞金 22，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 クロンドローリエ号の騎手西村太一は，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：8番・13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 ミスネバー号

05032 2月16日 曇 重 （25小倉1）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

816 フーラブライド 牝4鹿 54 古川 吉洋吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 452－161：45．0 5．4�
48 デ コ レ イ ト 牝4鹿 54 鮫島 良太吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 456－121：45．31� 18．1�
11 ラルシュドール 牝4鹿 54 松山 弘平 �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 516－ 61：45．51� 2．3�
47 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲横山 和生橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 452－ 4 〃 ハナ 12．7�
35 コーラルグリッタ 牝4黒鹿 54

51 ▲中井 裕二�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 464－ 61：45．81� 12．2�
59 ラインキャメロン 牝4黒鹿54 高倉 稜大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 434－ 21：45．9クビ 33．7	
815� ク リ ッ ク 牝4青 54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 富川田中牧場 496－ 2 〃 アタマ 181．5

714 シゲルリンゴ 牝4栗 54 柴山 雄一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 442－ 21：46．0� 25．7�
12 キョウエイヒドラ 牝5栗 55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 496± 01：46．1� 15．4�
36 コスモレイラ 牝4青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 41：46．2クビ 89．6
23 アクロスザライト 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 492－10 〃 クビ 13．9�
24 アグネスローザ 牝4鹿 54 丸山 元気渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 426＋ 41：46．51� 41．4�
612� エスジーアンクル 牝4鹿 54

52 △西村 太一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 436－ 61：46．6クビ 12．3�
611� エーシンフルハウス 牝4黒鹿54 藤岡 康太平井 泰男氏 藤岡 健一 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 8 〃 アタマ 20．7�
510 セイルアゲン 牝5鹿 55 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 B454－ 41：46．81� 247．0�
713 シゲルアケビ 牝4鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 456＋141：48．39 30．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，882，500円 複勝： 24，724，400円 枠連： 11，929，300円
馬連： 25，764，200円 馬単： 18，987，600円 ワイド： 15，932，900円
3連複： 37，526，300円 3連単： 63，986，500円 計： 212，733，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 470円 � 130円 枠 連（4－8） 1，450円

馬 連 �� 9，640円 馬 単 �� 18，990円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 310円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 56，630円

票 数

単勝票数 計 138825 的中 � 20371（2番人気）
複勝票数 計 247244 的中 � 42789（2番人気）� 9035（10番人気）� 70320（1番人気）
枠連票数 計 119293 的中 （4－8） 6082（6番人気）
馬連票数 計 257642 的中 �� 1973（33番人気）
馬単票数 計 189876 的中 �� 738（58番人気）
ワイド票数 計 159329 的中 �� 1391（31番人気）�� 15175（2番人気）�� 3089（12番人気）
3連複票数 計 375263 的中 ��� 4272（17番人気）
3連単票数 計 639865 的中 ��� 834（158番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．6―13．1―13．4―12．1―12．3―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．2―42．3―55．7―1：07．8―1：20．1―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

フーラブライド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．8．21 札幌13着

2009．5．9生 牝4鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 18戦2勝 賞金 29，870，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンワウォッカ号



05033 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3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，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
1：44．1
1：44．1

良
良

47 タツストロング 牡4栗 56 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 490－ 41：48．5 8．9�
612 ヴィオラーネ 牝4青鹿54 柴山 雄一平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 ハナ 5．2�
714 ワタシマッテルワ 牝4鹿 54 川須 栄彦�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 434＋ 41：48．71� 3．9�
713 マイティースコール 牡5栗 57 鮫島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 61：48．8� 25．9�
59 アドマイヤバートン 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 482－121：48．9クビ 5．8�
12 � ブルースビスティー 牡5鹿 57 上野 翔備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 472＋ 41：49．0	 44．5	
48 ピースフルアース 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 464－ 6 〃 クビ 7．7

35 カンタベリーダダ 牡5鹿 57 西田雄一郎峰 哲馬氏 蛯名 利弘 むかわ ヤマイチ牧場 462－ 21：49．1	 42．2�
510 プリンシペアスール 牡4鹿 56 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 464－ 41：49．2� 7．5�
24 キタサンパイロット 牡4鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 466－ 6 〃 アタマ 10．9
36 � レインボーデイズ 牝5栗 55 宮崎 北斗�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 438＋121：49．41	 176．5�
816� メイショウシレトコ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 466＋ 4 〃 ハナ 58．2�
23 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 黛 弘人鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 508－ 41：49．5クビ 31．7�
611 モエレマリーア 牝4黒鹿54 大野 拓弥中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 448＋ 41：50．03 42．0�
815� スカイノレイ 牝5青鹿55 荻野 琢真江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 ハナ 183．8�

（15頭）
11 ブ イ コ ナ ン 牡6鹿 57 北村 友一藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 504＋18 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，137，700円 複勝： 25，169，900円 枠連： 13，567，300円
馬連： 31，626，100円 馬単： 21，573，200円 ワイド： 16，755，700円
3連複： 45，000，800円 3連単： 81，494，700円 計： 250，325，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 280円 � 220円 � 170円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 770円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 差引計 151377（返還計 2287） 的中 � 13458（6番人気）
複勝票数 差引計 251699（返還計 4366） 的中 � 20943（7番人気）� 30718（3番人気）� 44374（1番人気）
枠連票数 差引計 135673（返還計 203） 的中 （4－6） 8166（6番人気）
馬連票数 差引計 316261（返還計 11651） 的中 �� 10208（12番人気）
馬単票数 差引計 215732（返還計 7502） 的中 �� 3133（25番人気）
ワイド票数 差引計 167557（返還計 6819） 的中 �� 3607（18番人気）�� 5310（10番人気）�� 9299（1番人気）
3連複票数 差引計 450008（返還計 27820） 的中 ��� 10022（5番人気）
3連単票数 差引計 814947（返還計 53113） 的中 ��� 2258（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．5―12．3―12．4―12．5―11．9―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．4―48．7―1：01．1―1：13．6―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9
1
3
8，4（2，5，11）7，12（3，10）14－（6，9，15）13－16
4（8，11）（2，5，12）（3，10，7，14）（9，13）6（15，16）

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

勝馬の
紹 介

タツストロング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．11．6 京都5着

2009．3．7生 牡4栗 母 リンリングリーン 母母 トライトップゴール 18戦2勝 賞金 24，801，000円
〔競走除外〕 ブイコナン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

05034 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第10競走 ��
��2，000�あ す な ろ 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

66 シ ン ネ ン 牡3栗 56 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 476－ 62：00．3 6．4�
11 ウイングリート 牡3鹿 56 大野 拓弥�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 470＋ 22：00．51 11．4�
77 ノースパストラル 牝3鹿 54 勝浦 正樹�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476－ 42：00．71 12．8�
22 テイエムレンジャー 牡3鹿 56 小牧 太竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 486＋ 22：00．8� 6．3�
33 ジャングルパサー 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 494－ 2 〃 ハナ 1．6	
44 クレスコモア 牡3黒鹿56 川須 栄彦堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 514－ 62：00．9� 8．8

88 キンショータイム 牡3栗 56 丸山 元気礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 478－102：01．11� 89．0�
55 ナムラバクサイ 牡3栗 56 高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 平野牧場 468－ 62：04．5大差 72．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，449，100円 複勝： 47，165，100円 枠連： 発売なし
馬連： 35，083，300円 馬単： 32，421，100円 ワイド： 17，786，700円
3連複： 42，094，100円 3連単： 139，151，200円 計： 337，150，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 490円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，790円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 820円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 56，180円

票 数

単勝票数 計 234491 的中 � 28962（3番人気）
複勝票数 計 471651 的中 � 48464（3番人気）� 23799（6番人気）� 36381（5番人気）
馬連票数 計 350833 的中 �� 8888（12番人気）
馬単票数 計 324211 的中 �� 3526（25番人気）
ワイド票数 計 177867 的中 �� 4266（13番人気）�� 5519（12番人気）�� 2650（16番人気）
3連複票数 計 420941 的中 ��� 3623（25番人気）
3連単票数 計1391512 的中 ��� 1828（123番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．6―12．4―12．5―12．5―12．0―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―34．4―47．0―59．4―1：11．9―1：24．4―1：36．4―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

シ ン ネ ン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 マリエンバード デビュー 2012．10．14 京都6着

2010．4．12生 牡3栗 母 キタサンバースデー 母母 ダンスチャーマー 6戦2勝 賞金 17，746，000円



05035 2月16日 曇 重 （25小倉1）第3日 第11競走 ��1，700�
め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

815 サンライズブレット 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 478＋121：43．2 5．6�
23 ツルマルスピリット 牡6青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 502－ 21：43．3� 2．1�
816 カチューシャ 牝4栃栗54 大野 拓弥窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 472＋101：43．51� 54．2�
35 � バンブーリバプール 牡5青鹿57 中井 裕二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 484＋ 41：43．71� 8．0�
47 トーセンケイトゥー 	5栗 57 勝浦 正樹島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464－ 41：43．91 17．8	
611 レッドシュナイト 牡5栗 57 中舘 英二 
東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B494＋ 61：44．0� 57．9�
36 ビタースウィート 牝6鹿 55 川須 栄彦�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 456－ 21：44．1� 18．9�
714 ハギノコメント 牡4鹿 56 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 482＋ 21：44．31� 204．9
48 タイガーシード 牡4黒鹿56 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 494± 01：44．4クビ 10．2�
713 キタサンシンガー 牡4芦 56 藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 486－ 41：44．61� 85．6�
24 ドリームマジシャン 牡6青鹿57 菱田 裕二セゾンレースホース
 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 490－ 61：44．7クビ 22．4�
12 シャイニーダンディ 牡5青鹿57 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド 470± 0 〃 クビ 144．1�
510 クレーンズラヴァー 牝6栗 55 丸山 元気�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 450＋141：45．23 259．8�
612 オウケンイチゲキ 牡4鹿 56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 450＋ 41：45．62� 13．3�
59 セフティオリビエト 牡4栗 56 鮫島 良太池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 512± 01：45．7� 21．7�
11 ケイジーウィンザー 牡5栗 57 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 496－ 21：47．6大差 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，121，800円 複勝： 46，164，900円 枠連： 28，069，400円
馬連： 105，241，800円 馬単： 62，141，200円 ワイド： 38，855，600円
3連複： 144，685，800円 3連単： 264，236，200円 計： 720，516，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 120円 � 900円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，650円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 11，670円 3 連 単 ��� 44，490円

票 数

単勝票数 計 311218 的中 � 43823（2番人気）
複勝票数 計 461649 的中 � 64290（2番人気）� 151136（1番人気）� 8070（12番人気）
枠連票数 計 280694 的中 （2－8） 42383（1番人気）
馬連票数 計1052418 的中 �� 123836（1番人気）
馬単票数 計 621412 的中 �� 30149（3番人気）
ワイド票数 計 388556 的中 �� 41438（1番人気）�� 2347（44番人気）�� 3681（32番人気）
3連複票数 計1446858 的中 ��� 9155（40番人気）
3連単票数 計2642362 的中 ��� 4384（131番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―11．3―12．0―12．1―12．5―12．8―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―28．9―40．9―53．0―1：05．5―1：18．3―1：30．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サンライズブレット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．12．18 阪神4着

2008．4．2生 牡5栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 9戦3勝 賞金 36，396，000円
〔制裁〕 ドリームマジシャン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：1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。
（非当選馬） 1頭 ダノンボルケーノ号
（非抽選馬） 4頭 アールシネマスタア号・オーヴァージョイド号・コウエイチャンス号・パープルタイヨー号

05036 2月16日 曇 良 （25小倉1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 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 466＋ 21：08．9 7．5�
35 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 19．5�
612 ラブグランデー 牝6鹿 55 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 476＋ 8 〃 クビ 6．2�
24 � タツフラッシュ 牡5鹿 57 高倉 稜鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock 484＋ 4 〃 アタマ 17．8�
36 ユキノラムセス 牡6栗 57 柴山 雄一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 490－ 41：09．1	 78．3�
713 フェブムービング 牡6鹿 57 中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 494－ 41：09．2	 16．0�
815 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 444－ 21：09．41 8．2	
510 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 B454－ 4 〃 アタマ 5．6

816 タイヨウパフューム 牝5鹿 55 菱田 裕二小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 388± 0 〃 クビ 16．2�
817
 ニュアージゲラン 牝4鹿 55 黛 弘人白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 450－101：09．5クビ 8．0�
611
 スピログラフ 牡5鹿 57 北村 友一 キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 ハナ 21．2�
48 アルドワーズ 牡5芦 57 中舘 英二 キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 クビ 20．8�
23 サンライズポパイ 牡5鹿 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464＋ 41：09．6クビ 9．5�
11 アースツリー 牝6栗 55 古川 吉洋 社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 440－10 〃 ハナ 25．5�
59 オウケンハナミズキ 牝4青 55 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 408＋ 21：09．7� 33．0�
714
 エステージャ 牝4芦 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 408－191：09．8� 41．3�
47 
 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 430－ 2 〃 クビ 219．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，540，100円 複勝： 33，273，900円 枠連： 24，221，500円
馬連： 64，105，600円 馬単： 35，975，800円 ワイド： 27，879，500円
3連複： 98，573，900円 3連単： 169，340，800円 計： 474，911，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 580円 � 230円 枠 連（1－3） 3，840円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 11，410円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 920円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 96，360円

票 数

単勝票数 計 215401 的中 � 22698（3番人気）
複勝票数 計 332739 的中 � 38739（3番人気）� 12768（10番人気）� 42205（2番人気）
枠連票数 計 242215 的中 （1－3） 4659（19番人気）
馬連票数 計 641056 的中 �� 7412（28番人気）
馬単票数 計 359758 的中 �� 2327（46番人気）
ワイド票数 計 278795 的中 �� 3109（28番人気）�� 7698（4番人気）�� 3471（21番人気）
3連複票数 計 985739 的中 ��� 5441（33番人気）
3連単票数 計1693408 的中 ��� 1297（280番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．6―11．6―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストブルーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2009．6．27 阪神4着

2007．3．26生 牡6鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 30戦2勝 賞金 25，303，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※ラブグランデー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（25小倉1）第3日 2月16日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 181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

159，160，000円
5，360，000円
1，550，000円
14，490，000円
61，186，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
199，907，400円
346，060，400円
135，668，300円
426，323，200円
292，455，500円
211，181，800円
617，266，900円
1，116，028，100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 3，344，891，600円

総入場人員 6，563名 （有料入場人員 5，829名）
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