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05037 2月17日 晴 重 （25小倉1）第4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

48 バンブーデルピエロ 牡3鹿 56 松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 486－121：46．3 168．1�
35 ナスノニシキ 牡3栗 56 中舘 英二�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 41：46．93� 38．1�
12 トウカイビジョン 牡3鹿 56 川田 将雅内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 486－ 61：47．0クビ 4．4�
23 タイセイボルト 牡3青鹿56 松田 大作田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：47．21� 11．9�
11 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 高倉 稜橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 518－ 21：47．41 8．3	
510 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444－181：47．72 22．3

59 ミヤビワンド 牡3鹿 56 吉田 隼人村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B492－ 2 〃 クビ 155．2�
47 トーセンツリー 牡3芦 56 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 41：47．8クビ 27．7
612 コウエイアース 牡3鹿 56 丸山 元気西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 462± 0 〃 クビ 30．0�
816 タイムアラウド 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 81：48．01 8．7�

24 エーシンカオルーン 牡3黒鹿56 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 480－ 2 〃 クビ 2．0�
713 レッドクラーケン 牡3鹿 56

54 △西村 太一 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 490－ 81：48．1クビ 63．8�
815 デルマコナキジジ 牡3栗 56 北村 宏司浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 498－ 41：48．2� 123．0�
611 ショウサンメグレス 牡3芦 56 宮崎 北斗鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 486＋101：48．3� 133．8�
36 ブリリアントパレス 牡3栗 56 北村 友一小林 量氏 大根田裕之 新ひだか 出羽牧場 528＋261：50．9大差 298．2�
714 クリノロブソン 牡3黒鹿56 丸田 恭介栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 448± 01：52．510 143．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，055，300円 複勝： 26，031，200円 枠連： 8，170，600円
馬連： 29，520，200円 馬単： 23，771，100円 ワイド： 15，705，100円
3連複： 48，192，400円 3連単： 81，249，000円 計： 245，694，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，810円 複 勝 � 2，230円 � 1，160円 � 190円 枠 連（3－4） 12，730円

馬 連 �� 111，160円 馬 単 �� 337，370円

ワ イ ド �� 26，600円 �� 5，000円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 172，660円 3 連 単 ��� 2，855，330円

票 数

単勝票数 計 130553 的中 � 612（15番人気）
複勝票数 計 260312 的中 � 2544（11番人気）� 5074（9番人気）� 48150（2番人気）
枠連票数 計 81706 的中 （3－4） 474（25番人気）
馬連票数 計 295202 的中 �� 196（77番人気）
馬単票数 計 237711 的中 �� 52（183番人気）
ワイド票数 計 157051 的中 �� 143（85番人気）�� 770（36番人気）�� 1945（18番人気）
3連複票数 計 481924 的中 ��� 206（174番人気）
3連単票数 計 812490 的中 ��� 21（1520番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．5―54．7―1：07．1―1：19．8―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3
・（1，8）2（4，7，10）（13，16）14（11，15）－（5，9，12）3－6・（1，8）2（4，7，10）（11，13，16）（15，12）9－3，5－14－6

2
4

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

バンブーデルピエロ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー 2012．11．10 東京6着

2010．3．2生 牡3鹿 母 ソラーティカ 母母 Telescopica 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ニホンピロマイティ号の騎手酒井学は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成25年2月23日から

平成25年3月3日まで騎乗停止。（被害馬：12番）
〔その他〕 クリノロブソン号は，1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。
※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 スピーディシャープ号
（非抽選馬） 1頭 スズカブルパップ号

05038 2月17日 晴 重 （25小倉1）第4日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時15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

46 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± 0 58．1 3．0�
57 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 北村 宏司大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 466－16 〃 クビ 12．9�
814 タイセイマグナム 牡5栗 57

54 ▲中井 裕二田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B532－10 58．2クビ 5．6�
711 ヘンリーフォンテン 牡4鹿 57 勝浦 正樹吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 470－ 2 58．3� 8．4�
45 ダンシングロイヤル 牝5鹿 55 丸田 恭介藤田 浩一氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 478－ 6 58．51� 3．0�
813 リッカスウィープ 牡6鹿 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 478－12 58．82 55．8�
69 � ショウナンアルプ 牝4鹿 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 454－ 2 58．9� 56．6	
610 モリトブイコール �5栗 57

54 ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480－ 4 59．0� 12．8

11 � キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 462－ 8 59．1� 132．0�
22 � キングリホリホ 牡5栗 57 酒井 学平井 裕氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 490＋20 59．31 64．8�
33 ハマノヴィグラス 牡4栗 57 高倉 稜浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 514＋ 6 〃 クビ 19．2
58 ブルーミングメイン 牝5栗 55

53 △菱田 裕二内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 458＋ 4 59．4クビ 126．4�
34 ラ ン フ ァ ン 牝5鹿 55 丹内 祐次�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 454＋ 4 〃 ハナ 53．3�
712� トーセンモーション 牡6栗 57 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 21：00．14 270．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，371，400円 複勝： 20，509，800円 枠連： 7，677，000円
馬連： 23，508，000円 馬単： 18，585，600円 ワイド： 12，858，000円
3連複： 34，542，800円 3連単： 57，303，400円 計： 189，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 280円 � 160円 枠 連（4－5） 1，040円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 740円 �� 280円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 15，510円

票 数

単勝票数 計 143714 的中 � 37874（2番人気）
複勝票数 計 205098 的中 � 50129（1番人気）� 14374（6番人気）� 35176（2番人気）
枠連票数 計 76770 的中 （4－5） 5450（5番人気）
馬連票数 計 235080 的中 �� 7970（10番人気）
馬単票数 計 185856 的中 �� 3954（12番人気）
ワイド票数 計 128580 的中 �� 4005（9番人気）�� 13218（2番人気）�� 3065（14番人気）
3連複票数 計 345428 的中 ��� 8997（10番人気）
3連単票数 計 573034 的中 ��� 2728（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．8―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーサムライ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2011．7．30 小倉11着

2009．4．6生 牡4栗 母 キサスキサスキサス 母母 アビームバンブー 10戦2勝 賞金 15，100，000円
［他本会外：5戦0勝］

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月17日 晴 良 （25小倉1）第4日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ニシノモンクス 牝3鹿 54
51 ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 442＋ 21：09．0 9．1�

713 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 B438＋ 21：09．42� 7．8�
510 アンスタンフィール 牝3鹿 54 松田 大作吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 478± 01：09．72 7．5�
817 キャメロンロード 牝3鹿 54 高倉 稜森 保彦氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 450－ 61：09．8クビ 17．3�
818 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 458＋ 2 〃 アタマ 51．4�
36 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 54 吉田 隼人荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 430－ 6 〃 クビ 40．1	
35 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 41：09．9クビ 2．5

715 レッドムーヴ 牝3鹿 54 中舘 英二 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 クビ 22．9�
24 ブロンドバレット 牝3栗 54 宮崎 北斗河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 452＋141：10．1� 26．3
48 ロングサリア 牝3鹿 54 北村 友一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 424－26 〃 ハナ 55．0�
12 エーシンタヒチ 牝3鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 428－101：10．2� 44．2�
59 チェリーミルズ 牝3鹿 54 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－12 〃 クビ 76．3�
47 プライマリーカラー 牝3鹿 54 小牧 太前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 410－ 81：10．3� 10．4�
611 クリノアンナプルナ 牝3鹿 54 伊藤 工真栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 416－261：10．51� 299．8�
11 タガノトレフル 牝3栗 54 北村 宏司八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 21：11．24 134．2�
714 コウエイシーチャン 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 412－ 21：11．41� 212．8�
612 ドルチェダモーレ 牝3芦 54

52 △菱田 裕二一村 哲也氏 笹田 和秀 新ひだか 斉藤 正男 458＋101：11．82� 71．9�
23 メイショウピオーネ 牝3栗 54 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 430－12 （競走中止） 8．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，150，100円 複勝： 22，340，000円 枠連： 9，193，900円
馬連： 25，487，800円 馬単： 18，253，900円 ワイド： 14，577，700円
3連複： 37，403，600円 3連単： 52，978，300円 計： 194，385，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 190円 � 230円 枠 連（7－8） 1，310円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，360円 �� 910円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 46，270円

票 数

単勝票数 計 141501 的中 � 12278（5番人気）
複勝票数 計 223400 的中 � 22512（4番人気）� 34924（2番人気）� 24811（3番人気）
枠連票数 計 91939 的中 （7－8） 5214（6番人気）
馬連票数 計 254878 的中 �� 4725（12番人気）
馬単票数 計 182539 的中 �� 1637（26番人気）
ワイド票数 計 145777 的中 �� 3114（10番人気）�� 2607（11番人気）�� 4028（6番人気）
3連複票数 計 374036 的中 ��� 3770（20番人気）
3連単票数 計 529783 的中 ��� 845（115番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．1―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．7―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノモンクス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．1 中京3着

2010．4．3生 牝3鹿 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 10戦1勝 賞金 12，550，000円
〔競走中止〕 メイショウピオーネ号は，競走中に疾病〔左寛骨臼骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 マリンルック号

05040 2月17日 晴 良 （25小倉1）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：44．1
1：44．1

良
良

48 ポセイドンバローズ 牡3栗 56 川田 将雅猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：50．1 3．2�
11 ルーツオブゴールド 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース� 小崎 憲 日高 野島牧場 462± 01：50．52� 4．8�
816 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 468－ 8 〃 クビ 12．7�
12 コスモスターター 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 406－141：50．6� 20．0�
714 フューチャステップ 牡3鹿 56 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 444－14 〃 ハナ 7．6	
510 ハ ー デ ス 牡3青 56 北村 友一�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 502＋161：50．7� 11．2

59 ミエノハートハート 牡3鹿 56 中舘 英二里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 428－101：50．9� 20．4�
47 パープルルビー 牝3黒鹿54 酒井 学中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 442－ 81：51．22 26．6�
35 ハダシノミライ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 510－121：51．3クビ 7．3
23 ベストドロップ 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 434－ 61：51．51� 48．2�
815 ソリーソアンジェロ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 454－20 〃 ハナ 24．4�
36 マキシマムジョイ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 448＋20 〃 ハナ 17．4�
24 サンレイフローラ 牝3鹿 54 伊藤 工真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444－ 61：51．71� 117．2�
713 ボンボニエール 牝3芦 54

51 ▲横山 和生丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 432－ 4 〃 クビ 89．8�
612 コスモギガデイン 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 460＋ 21：51．8� 48．1�
611 ハイフェアレディー 牝3栗 54 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター 388－ 81：52．33 314．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，597，600円 複勝： 24，230，500円 枠連： 9，896，100円
馬連： 26，780，400円 馬単： 18，653，300円 ワイド： 14，718，100円
3連複： 38，029，400円 3連単： 56，394，200円 計： 204，299，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 310円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 390円 �� 780円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 28，610円

票 数

単勝票数 計 155976 的中 � 39473（1番人気）
複勝票数 計 242305 的中 � 52578（1番人気）� 35799（2番人気）� 16527（5番人気）
枠連票数 計 98961 的中 （1－4） 11897（1番人気）
馬連票数 計 267804 的中 �� 24625（1番人気）
馬単票数 計 186533 的中 �� 10240（1番人気）
ワイド票数 計 147181 的中 �� 10460（1番人気）�� 4555（6番人気）�� 1778（24番人気）
3連複票数 計 380294 的中 ��� 3905（21番人気）
3連単票数 計 563942 的中 ��� 1455（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．9―49．4―1：01．8―1：14．1―1：26．3―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
16，8（2，10）（7，13）（3，5，15）（12，14）1，11－6（4，9）
16，8（2，10，13）12（7，15）（3，1，14）5，6，11，9，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポセイドンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．9．23 阪神2着

2010．5．4生 牡3栗 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 6戦1勝 賞金 11，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クリノチョモラーリ号・サウンドデューク号・デンコウシラヌイ号・マルイチワンダー号・メイショウカルマン号
（非抽選馬） 2頭 ファミリータイズ号・ラフジェントリー号



05041 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：57．2
1：56．1

良
良

510 オリオンザヒーロー 牡3黒鹿56 小牧 太平本 敏夫氏 飯田 雄三 新ひだか 荒木 貴宏 458 ―2：05．1 21．2�
713 ルナレガーロ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 10．8�
816 メイショウバッカス 牡3鹿 56 丸山 元気松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 468 ―2：05．2クビ 3．9�
612 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 川須 栄彦桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 512 ―2：05．3� 96．7�
24 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 500 ― 〃 クビ 12．6	
59 ムテキザセカンド 牡3栗 56

53 ▲中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 508 ―2：05．51� 8．5

48 ドリームプレイヤー 牡3栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 木原 一良 安平 追分ファーム 500 ― 〃 クビ 44．8�
714 メイショウジロキチ 牡3芦 56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 492 ―2：05．6� 62．5
12 � ワイドエクセレント 牡3鹿 56 中舘 英二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gulf Coast

Farms LLC 534 ―2：05．7クビ 7．4�
35 プリエールエスペレ 牡3栗 56 北村 宏司 �グリーンファーム鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524 ―2：05．91� 8．3�
47 モ ン モ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 480 ―2：06．0� 29．6�
815 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 444 ―2：06．42� 55．9�
23 ニチドウカムイ 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 500 ―2：06．61� 29．2�
36 ユニバーサルキング 牡3鹿 56 高倉 稜有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 488 ―2：08．19 15．5�
11 イキイキシンサク 牡3鹿 56 丸田 恭介中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 488 ―2：09．05 125．3�
611 メイショウタタラ 牡3青鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 中村 均 浦河 ガーベラパー

クスタツド 528 ― （競走中止） 4．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，546，900円 複勝： 22，040，300円 枠連： 10，894，100円
馬連： 27，465，700円 馬単： 18，840，800円 ワイド： 14，252，100円
3連複： 38，854，800円 3連単： 54，896，700円 計： 202，791，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 600円 � 340円 � 210円 枠 連（5－7） 2，310円

馬 連 �� 12，800円 馬 単 �� 29，590円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 2，280円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 23，900円 3 連 単 ��� 217，820円

票 数

単勝票数 計 155469 的中 � 5794（9番人気）
複勝票数 計 220403 的中 � 8390（9番人気）� 16667（6番人気）� 33217（2番人気）
枠連票数 計 108941 的中 （5－7） 3482（15番人気）
馬連票数 計 274657 的中 �� 1584（44番人気）
馬単票数 計 188408 的中 �� 470（104番人気）
ワイド票数 計 142521 的中 �� 1053（45番人気）�� 1528（34番人気）�� 2989（10番人気）
3連複票数 計 388548 的中 ��� 1200（80番人気）
3連単票数 計 548967 的中 ��� 186（728番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．6―14．5―13．5―12．3―11．7―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．3―50．8―1：04．3―1：16．6―1：28．3―1：40．5―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザヒーロー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 サンデーウェル 初出走

2010．2．2生 牡3黒鹿 母 ザペキンハート 母母 コマンディンレイ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 メイショウタタラ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ニチドウカムイ号の騎手菱田裕二は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

05042 2月17日 曇 重 （25小倉1）第4日 第6競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時30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

67 ブリスコーラ 牡4鹿 56 大野 拓弥グリーンスウォード千田 輝彦 日高 長谷川 一男 498－161：44．9 3．5�
811 エ ス ペ リ ア 牡4栗 56 丸山 元気佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 456＋ 21：45．0� 46．7�
79 アポロダッシュ 牡4栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 452± 01：45．21� 17．2�
44 バサラヴォーグ 牡4芦 56 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 486＋ 61：45．3� 8．4�
56 ビービーアックス 牡5鹿 57

54 ▲中井 裕二�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B494＋ 4 〃 アタマ 4．1�
11 � リバータイキ 牡4栗 56 北村 友一河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 490－10 〃 クビ 8．8	
812 メイショウヤギュウ 牡4栗 56

54 △菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：45．4� 5．7

22 � ダノンクルソラ �5鹿 57 川須 栄彦�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474－ 81：45．5� 114．5�
710 キョウエイプラウド 牡5鹿 57 丸田 恭介田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 514＋ 61：45．71� 33．0
68 クオリティタイム �7鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 426－ 61：45．8� 7．0�
33 � シゲルハンベイ 牡6栗 57 高倉 稜森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 494－ 21：46．01 28．4�
55 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B474＋ 81：46．1� 42．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，930，700円 複勝： 21，662，000円 枠連： 8，411，800円
馬連： 23，874，400円 馬単： 19，088，400円 ワイド： 13，349，200円
3連複： 36，692，200円 3連単： 61，460，100円 計： 197，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 1，180円 � 490円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 12，140円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，170円 �� 6，290円

3 連 複 ��� 36，010円 3 連 単 ��� 159，710円

票 数

単勝票数 計 129307 的中 � 29373（1番人気）
複勝票数 計 216620 的中 � 44022（1番人気）� 3849（11番人気）� 10356（7番人気）
枠連票数 計 84118 的中 （6－8） 11473（2番人気）
馬連票数 計 238744 的中 �� 2195（25番人気）
馬単票数 計 190884 的中 �� 1161（43番人気）
ワイド票数 計 133492 的中 �� 1364（32番人気）�� 2903（15番人気）�� 510（53番人気）
3連複票数 計 366922 的中 ��� 752（93番人気）
3連単票数 計 614601 的中 ��� 284（443番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．4―43．2―55．5―1：07．5―1：19．7―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブリスコーラ �
�
父 オンファイア �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．9．17 札幌4着

2009．3．17生 牡4鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー 12戦2勝 賞金 24，500，000円
［他本会外：1戦0勝］



05043 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第7競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時00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

711� カンタベリーナイト 牡4鹿 56 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 498－ 42：39．8 8．1�
45 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 460－ 82：40．12 14．6�
22 マイネルテンクウ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 508± 02：40．2クビ 8．5�
56 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± 02：40．62� 3．6�
813 ランフォージン 牡4黒鹿56 松山 弘平 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 42：40．7� 5．3	
710� テーオーダンシング �6鹿 57 勝浦 正樹小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528＋ 62：40．8� 27．1

69 ジ ェ ラ ル ド 牡4栗 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－102：40．9� 5．9�
812 テイエムオペラドン 牡4鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム 462－ 62：41．22 18．2�
11 ミライヘノカゼ 牡4鹿 56 高倉 稜三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B468－ 22：41．52 7．5
68 � リッカタキシード 牡6黒鹿57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 450－ 82：42．03 81．0�
33 � エメラルブライト 牡5黒鹿 57

55 △菱田 裕二高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448－ 42：42．74 207．8�

57 ディープスノー 牝5鹿 55 丸山 元気日下部勝德氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 B464－ 42：44．310 31．8�
44 ゴッドフローラ 牝5芦 55

52 ▲中井 裕二中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 496－ 22：45．25 26．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，346，500円 複勝： 26，375，700円 枠連： 9，869，200円
馬連： 28，982，200円 馬単： 23，413，400円 ワイド： 15，581，700円
3連複： 41，914，200円 3連単： 64，853，500円 計： 226，336，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 350円 � 280円 枠 連（4－7） 3，320円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 930円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 61，050円

票 数

単勝票数 計 153465 的中 � 15111（5番人気）
複勝票数 計 263757 的中 � 28122（5番人気）� 18621（7番人気）� 26035（6番人気）
枠連票数 計 98692 的中 （4－7） 2197（19番人気）
馬連票数 計 289822 的中 �� 4428（22番人気）
馬単票数 計 234134 的中 �� 1667（41番人気）
ワイド票数 計 155817 的中 �� 2876（20番人気）�� 4226（12番人気）�� 2842（21番人気）
3連複票数 計 419142 的中 ��� 3421（34番人気）
3連単票数 計 648535 的中 ��� 784（225番人気）

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

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�
12．6―24．5―37．3―50．1―1：02．7―1：15．1―1：27．9―1：40．1―1：52．1―2：03．8―2：15．6―2：27．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カンタベリーナイト �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ハンティングホーク

2009．4．19生 牡4鹿 母 トミノラブラドール 母母 ジョリフィーユ 25戦1勝 賞金 17，916，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドフローラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月17日まで平地競
走に出走できない。

05044 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

714 エクセレントピーク 牝5鹿 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 466± 01：08．2 5．7�
713 オースミマイカ 牝5鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B462＋ 41：08．62� 3．8�
818 ケイツーノース 牝6栗 55 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 506± 01：08．7� 8．1�
48 アーベントロート 牝4黒鹿 55

53 △菱田 裕二 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 6．6�
24 サクラブライト 牝5黒鹿55 黛 弘人�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 436－ 41：08．8� 13．6	
59 サンキストビーチ 牝5鹿 55 松山 弘平新木 鈴子氏 阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム 440－10 〃 クビ 32．2

36 クィンビークイーン 牝6鹿 55 丸山 元気竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 444－ 41：08．9� 40．0�
816 エムアイチャンドラ 牝4栗 55 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 462＋121：09．0� 86．2�
612 グランサンク 牝5栗 55 北村 宏司村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 480± 0 〃 ハナ 18．0
817 トップルビー 牝5黒鹿55 酒井 学�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 454－ 81：09．2� 6．6�
715� マヤノポルカ 牝4鹿 55

52 ▲中井 裕二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 428± 0 〃 クビ 88．6�
11 � ドリームパワー 牝4鹿 55

53 △西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 434＋ 4 〃 ハナ 31．7�
35 タガノカノープス 牝4鹿 55 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 430－101：09．3� 19．0�
510 フジドリーム 牝4鹿 55 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 422＋ 21：09．4クビ 14．6�
47 � ワンダーストーリリ 牝6黒鹿 55

52 ▲菅原 隆一山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 410－ 41：09．5� 179．8�
23 � ヒミノミズキ 牝5栗 55 高倉 稜佐々木八郎氏 坪 憲章 日高 福満牧場 474＋ 8 〃 アタマ 81．6�
12 センティラシオン 牝5芦 55 西田雄一郎中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 484＋ 81：10．03 180．9�
611 アブシンベル 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 434＋221：10．63� 112．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 14，666，100円 複勝： 23，307，300円 枠連： 15，735，400円
馬連： 31，460，600円 馬単： 20，420，200円 ワイド： 15，770，200円
3連複： 52，249，400円 3連単： 77，564，300円 計： 251，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 180円 � 290円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 420円 �� 980円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 146661 的中 � 20342（2番人気）
複勝票数 計 233073 的中 � 36502（2番人気）� 39473（1番人気）� 17856（5番人気）
枠連票数 計 157354 的中 （7－7） 12085（3番人気）
馬連票数 計 314606 的中 �� 22616（1番人気）
馬単票数 計 204202 的中 �� 7534（2番人気）
ワイド票数 計 157702 的中 �� 10143（1番人気）�� 3812（11番人気）�� 4284（8番人気）
3連複票数 計 522494 的中 ��� 11264（4番人気）
3連単票数 計 775643 的中 ��� 3512（18番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―11．0―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―33．0―44．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセレントピーク �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．6．26 福島6着

2008．4．6生 牝5鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 10戦2勝 賞金 14，180，000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 ラブグランデー号



05045 2月17日 曇 重 （25小倉1）第4日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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

814 バーチャルトラック 牡5鹿 57 丸田 恭介岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 456＋ 21：44．4 18．2�
58 スプリングシーズン 牡5鹿 57 勝浦 正樹 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 506－ 6 〃 クビ 2．0�
713 デンコウアクティブ 牡4鹿 56 川須 栄彦田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 500－ 61：44．5クビ 7．0�
712� シゲルクルミ 牡4鹿 56 宮崎 北斗森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 472－ 41：45．24 217．3�
22 ブルーイングリーン 牡4栗 56 丸山 元気青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B486± 0 〃 アタマ 50．7�
34 ハシルヨミテテ 牡6鹿 57 大野 拓弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 528－ 41：45．3� 20．6	
35 � サウンドブレーヴ 牡4栗 56

54 △菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 470－ 81：45．4� 41．0

815 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 61：45．61� 3．3�
610 ウエスタンブラボー 牡6青鹿57 西田雄一郎西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 480± 01：46．45 141．7
611 ケイジーシオン 牝5黒鹿55 吉田 隼人鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 B474－ 21：46．61� 18．9�
47 シンデンアラタ 牡4黒鹿56 丹内 祐次神田 通博氏 嶋田 潤 新ひだか 落合 一巳 510＋ 81：46．7クビ 148．9�
23 トーホウサターン 牡4青鹿 56

53 ▲中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 484－ 81：46．8� 56．6�
59 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 460＋ 21：46．9クビ 112．3�
11 � サ プ ラ イ ズ 牡4鹿 56 松田 大作深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 468＋ 4 〃 ハナ 30．5�
46 リサーチアゲン 牡5鹿 57

54 ▲横山 和生浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 490－101：47．22 61．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，921，800円 複勝： 31，529，900円 枠連： 12，816，100円
馬連： 38，407，600円 馬単： 30，511，300円 ワイド： 19，906，600円
3連複： 56，552，300円 3連単： 118，284，200円 計： 325，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 300円 � 110円 � 200円 枠 連（5－8） 220円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 5，280円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，170円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 31，470円

票 数

単勝票数 計 179218 的中 � 7791（4番人気）
複勝票数 計 315299 的中 � 18035（4番人気）� 123781（1番人気）� 33904（3番人気）
枠連票数 計 128161 的中 （5－8） 43566（1番人気）
馬連票数 計 384076 的中 �� 16898（4番人気）
馬単票数 計 305113 的中 �� 4270（14番人気）
ワイド票数 計 199066 的中 �� 11234（4番人気）�� 3743（12番人気）�� 18724（2番人気）
3連複票数 計 565523 的中 ��� 15435（7番人気）
3連単票数 計1182842 的中 ��� 2774（74番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．8―42．7―54．8―1：06．7―1：18．6―1：31．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バーチャルトラック �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ダ ハ ー ル デビュー 2010．9．4 札幌7着

2008．5．3生 牡5鹿 母 ヴァイタルトラック 母母 マイグローリア 22戦2勝 賞金 23，970，000円

05046 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第10競走 2，000�
ひ た

日 田 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 スリーアフロディテ 牝4鹿 54 丸山 元気永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 498－ 22：01．1 1．8�
69 サイレントクロップ 牝4青鹿54 吉田 隼人 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B512－ 42：01．2� 10．4�
44 タガノミュルザンヌ 牝4鹿 54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋162：01．41� 5．2�
45 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 522＋ 42：01．71� 21．0�
812 エクセレントブルー 牝5鹿 55 小牧 太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 464－162：01．8クビ 40．5�
68 パッシフローラ 牝4鹿 54 大野 拓弥 	サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 ハナ 6．4

57 エアカリナン 牝4鹿 54 北村 宏司 �ラッキーフィールド藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋122：01．9� 19．2�
11 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 444＋ 22：02．0� 52．1�
813 ソロデビュー 牝4黒鹿54 中井 裕二	フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 492＋ 62：02．1� 48．7
710 トーアディアマンテ 牝4鹿 54 北村 友一高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 420－ 62：02．52� 51．5�
56 コスモアンドロメダ 牝4黒鹿54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 432－ 82：02．6� 16．0�
33 クラウディーハート 牝4鹿 54 西村 太一 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 464＋ 82：02．81� 201．1�
711� ブラックビスケット 牝4黒鹿54 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 410－ 62：03．01� 74．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，716，100円 複勝： 33，709，500円 枠連： 22，114，000円
馬連： 41，521，400円 馬単： 34，351，900円 ワイド： 20，054，500円
3連複： 61，267，300円 3連単： 128，842，600円 計： 363，577，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，970円

票 数

単勝票数 計 217161 的中 � 95419（1番人気）
複勝票数 計 337095 的中 � 139455（1番人気）� 30575（4番人気）� 45604（2番人気）
枠連票数 計 221140 的中 （2－6） 38520（1番人気）
馬連票数 計 415214 的中 �� 31232（3番人気）
馬単票数 計 343519 的中 �� 19038（4番人気）
ワイド票数 計 200545 的中 �� 14576（3番人気）�� 22380（2番人気）�� 5422（9番人気）
3連複票数 計 612673 的中 ��� 32450（3番人気）
3連単票数 計1288426 的中 ��� 15944（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．5―48．3―1：00．9―1：13．2―1：25．3―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スリーアフロディテ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．10．8 京都4着

2009．4．15生 牝4鹿 母 アイライクスズカ 母母 アイシングスズカ 12戦2勝 賞金 30，840，000円
〔発走状況〕 エアカリナン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 エアカリナン号は，発走調教再審査。



05047 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第11競走 ��1，800�第47回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，24．2．18以降25．2．10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

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

35 ヒットザターゲット 牡5栗 57 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512－ 21：46．4 10．6�
12 ダ コ ー ル 牡5鹿 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 6 〃 アタマ 5．5�
612 ダ ロ ー ネ ガ 牡4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 81：46．71� 9．6�
36 マルカボルト 牡6黒鹿55 吉田 隼人河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 490－ 4 〃 ハナ 7．0�
11 パッションダンス 牡5鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 ハナ 3．5	
815 ゲシュタルト 牡6鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 516＋ 41：46．8クビ 14．5

23 ダイワズーム 牝4栗 52 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 19．7�
24 シャイニーホーク 牡5栗 54 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 516－121：47．01� 18．7�
510 マイネルスターリー 牡8鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 486＋12 〃 クビ 151．6
714 サトノパンサー 牡5鹿 54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 21：47．1クビ 20．9�
59 テイエムアンコール 牡9芦 55 丸山 元気竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 466± 0 〃 クビ 38．2�
713 コウセイコタロウ 牡4黒鹿54 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 496－ 41：47．2� 39．2�
816 ミッキードリーム 牡6栗 57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480－ 41：47．3� 30．8�
47 キングストリート 牡7鹿 55 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 B494＋ 21：47．4クビ 45．6�
48 コパノジングー 牡8黒鹿54 中舘 英二小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 514－ 4 〃 クビ 218．1�
611 エクスペディション 牡6栗 57 川須 栄彦 �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 448－ 41：47．5� 8．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，021，600円 複勝： 113，257，000円 枠連： 78，967，200円
馬連： 333，419，200円 馬単： 164，287，800円 ワイド： 109，389，400円
3連複： 472，261，800円 3連単： 798，635，900円 計： 2，144，239，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 320円 � 180円 � 340円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，940円 �� 810円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 52，270円

票 数

単勝票数 計 740216 的中 � 55316（6番人気）
複勝票数 計1132570 的中 � 86065（4番人気）� 199236（2番人気）� 80915（5番人気）
枠連票数 計 789672 的中 （1－3） 111961（1番人気）
馬連票数 計3334192 的中 �� 108983（7番人気）
馬単票数 計1642878 的中 �� 21279（20番人気）
ワイド票数 計1093894 的中 �� 28703（7番人気）�� 13479（26番人気）�� 34016（5番人気）
3連複票数 計4722618 的中 ��� 43329（21番人気）
3連単票数 計7986359 的中 ��� 11278（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．3―48．3―1：00．0―1：11．2―1：22．7―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2010．8．22 小倉4着

2008．3．6生 牡5栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 24戦7勝 賞金 176，283，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノエルシコ号
（非抽選馬） 7頭 エベレストオー号・カリバーン号・サクラシャイニー号・サンシャイン号・ショウナンライジン号・

ダノンスパシーバ号・トシザマキ号

05048 2月17日 曇 良 （25小倉1）第4日 第12競走 ��1，200�
ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464± 01：08．2 4．9�
48 アルマリンピア 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476－ 4 〃 クビ 4．2�
23 メイショウツガル 牡5鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 462－101：08．3クビ 5．6�
815 ドリームフォワード 牡6栗 57 松山 弘平セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 2 〃 ハナ 11．2�
816 レッドエレンシア 牝5黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 424－101：08．51 6．6�
510 エランドール 牝5鹿 55 北村 友一	辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 436－ 4 〃 ハナ 38．7

59 � ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 大庭 和弥中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 470－ 4 〃 クビ 23．7�
36 サ ク ラ ベ ル 牝5栗 55 松田 大作�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 498－ 6 〃 アタマ 31．2�
714 ゴールドスマイル 牡5鹿 57 吉田 隼人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 480± 01：08．71� 73．1
713 モ ト ヒ メ 牝6鹿 55 高倉 稜黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド 446－ 2 〃 クビ 157．6�
817 アンプレシオネ 牝8芦 55 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 452－161：08．8� 8．8�
611 クリアンサス 牝5鹿 55 中舘 英二 	サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：09．01� 13．5�
12 ショウナンスマイル 牡6鹿 57 大野 拓弥	湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B464－ 2 〃 アタマ 36．8�
47 トップモデル 牝5鹿 55 丸山 元気間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B436－ 81：09．21� 101．1�
35 タガノラヴキセキ 牝5黒鹿55 丹内 祐次八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 474＋101：09．41� 28．4�
24 � エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿57 宮崎 北斗栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B500－ 2 〃 ハナ 221．7�
11 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 B466－ 21：09．82� 60．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，677，100円 複勝： 56，966，300円 枠連： 32，781，300円
馬連： 89，500，600円 馬単： 55，948，000円 ワイド： 38，793，900円
3連複： 127，966，600円 3連単： 225，345，600円 計： 663，979，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 170円 � 160円 枠 連（4－6） 1，140円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 12，390円

票 数

単勝票数 計 366771 的中 � 59164（2番人気）
複勝票数 計 569663 的中 � 90625（3番人気）� 91079（2番人気）� 95807（1番人気）
枠連票数 計 327813 的中 （4－6） 21398（6番人気）
馬連票数 計 895006 的中 �� 51757（3番人気）
馬単票数 計 559480 的中 �� 14994（3番人気）
ワイド票数 計 387939 的中 �� 19500（3番人気）�� 24699（1番人気）�� 20443（2番人気）
3連複票数 計1279666 的中 ��� 47137（1番人気）
3連単票数 計2253456 的中 ��� 13429（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―11．0―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．0―33．0―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．31 京都13着

2008．3．10生 牡5鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ 25戦4勝 賞金 73，721，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 イントゥザストーム号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※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） 2頭 フィリラ号・メイショウハガクレ号
（非抽選馬） 1頭 ミヤジエムジェイ号

３レース目



（25小倉1）第4日 2月17日（日曜日） 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 184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

220，860，000円
5，920，000円
1，900，000円
20，300，000円
64，184，000円
5，030，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
266，001，200円
421，959，500円
226，526，700円
719，928，100円
446，125，700円
304，956，500円
1，045，926，800円
1，777，807，800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 5，209，232，300円

総入場人員 15，896名 （有料入場人員 14，797名）
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