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05001 2月8日 晴 不良 （26小倉1）第1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

611 ウインカレント 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 486－ 21：46．4 112．7�
（伊）

36 オールドバルディー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 8．1�
816 ポメグラネイト 牡3栗 56 藤岡 佑介畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 544－ 2 〃 アタマ 6．0�
24 モ ズ ス タ ー 牡3鹿 56 古川 吉洋北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 宮内牧場 468＋ 21：46．61� 2．3�
11 フジインザスカイ 牝3鹿 54 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460－161：46．7クビ 66．8�
815 グラサンギャル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 446－ 41：47．12� 64．0	
59 ナムラハリー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 422＋ 41：47．41� 16．0

510 アラートミノル 牡3鹿 56 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462－141：47．93 9．1�
23 スリーロンドン 牡3栗 56 丸山 元気永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 460＋ 41：48．11 11．3�
47 アミロマンボ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 458± 0 〃 ハナ 169．1�
48 フィリグラーナ 牡3栗 56 中舘 英二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 B446－101：48．31� 6．2�
12 ア イ ン ス 牝3黒鹿54 酒井 学アルツト組合 境 直行 浦河 日の出牧場 448－ 61：49．04 208．1�
35 ラガーベルリン 牡3鹿 56 松山 弘平奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 450－ 21：49．85 106．4�
612 スリーサウス 牡3鹿 56 �島 良太永井商事� 藤岡 範士 新ひだか 山田牧場 456－ 4 〃 ハナ 28．1�
713 サンセバスチャン 牝3青鹿 54

52 △藤懸 貴志髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 444－161：49．9� 150．9�
714 ミ レ シ ア 牝3黒鹿54 川須 栄彦水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 464－ 81：50．0� 95．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，937，900円 複勝： 26，527，100円 枠連： 7，543，000円
馬連： 27，935，000円 馬単： 18，311，800円 ワイド： 15，291，200円
3連複： 44，657，900円 3連単： 65，833，800円 計： 219，037，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，270円 複 勝 � 2，060円 � 250円 � 230円 枠 連（3－6） 6，450円

馬 連 �� 37，490円 馬 単 �� 103，960円

ワ イ ド �� 7，510円 �� 6，420円 �� 650円

3 連 複 ��� 44，720円 3 連 単 ��� 592，510円

票 数

単勝票数 計 129379 的中 � 905（13番人気）
複勝票数 計 265271 的中 � 2659（11番人気）� 30947（4番人気）� 35054（3番人気）
枠連票数 計 75430 的中 （3－6） 864（20番人気）
馬連票数 計 279350 的中 �� 550（53番人気）
馬単票数 計 183118 的中 �� 130（132番人気）
ワイド票数 計 152912 的中 �� 482（51番人気）�� 565（40番人気）�� 6304（5番人気）
3連複票数 計 446579 的中 ��� 737（100番人気）
3連単票数 計 658338 的中 ��� 82（906番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．4―42．0―54．7―1：07．2―1：20．0―1：33．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインカレント �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．10．6 東京9着

2011．1．27生 牡3鹿 母 アルディーミル 母母 Tara’s Number 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔制裁〕 オールドバルディー号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヒャクマンバリキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05002 2月8日 晴 不良 （26小倉1）第1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）

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
57．1
57．1

稍重
稍重

610 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 太宰 啓介本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋16 58．3 27．3�

57 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 424－ 2 58．4� 2．4�
712 サイズミックレディ 牝6鹿 55

52 ▲岩崎 翼細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502－ 2 58．61� 5．4�
813 キャプテンサクラ 牝5栗 55 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 482＋ 8 〃 クビ 7．0�
33 ヒヅグータス 牝5鹿 55 田中 博康�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 466－ 4 58．92 151．3�
58 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 492－ 8 59．0� 57．0	
69 ホットサマーデイ 牝6鹿 55 川須 栄彦藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466± 0 59．1クビ 22．0

45 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 438－ 6 〃 クビ 11．7�
711 パワフルラリマー 牝5栗 55

52 ▲花田 大昂友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 488＋ 6 59．31� 7．9�
46 モーニングムーン 牝4栗 55 西村 太一ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 454－ 2 59．4クビ 20．8�
34 ダークアイリス 牝5栗 55

54 ☆中井 裕二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 アタマ 36．8�
22 ボストンビリーヴ 牝4栗 55 北村 友一ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 462－ 8 59．71� 13．8�
11 デルマスナカケババ 牝4黒鹿 55

54 ☆杉原 誠人浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 468－ 8 〃 ハナ 57．1�
814 ヤマニンジェルブ 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 440－ 61：00．23 29．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，854，300円 複勝： 26，220，900円 枠連： 7，849，300円
馬連： 26，186，000円 馬単： 17，122，100円 ワイド： 15，997，300円
3連複： 42，233，600円 3連単： 63，157，800円 計： 213，621，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 610円 � 140円 � 150円 枠 連（5－6） 1，570円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，710円 �� 330円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 73，060円

票 数

単勝票数 計 148543 的中 � 4289（9番人気）
複勝票数 計 262209 的中 � 7224（10番人気）� 63090（1番人気）� 54928（2番人気）
枠連票数 計 78493 的中 （5－6） 3708（6番人気）
馬連票数 計 261860 的中 �� 4413（14番人気）
馬単票数 計 171221 的中 �� 1113（41番人気）
ワイド票数 計 159973 的中 �� 2749（14番人気）�� 2132（22番人気）�� 14049（1番人気）
3連複票数 計 422336 的中 ��� 4371（22番人気）
3連単票数 計 631578 的中 ��� 638（241番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．1―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ロ ッ ケ ン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．7．2 京都1着

2009．2．5生 牝5鹿 母 ヘニーズソング 母母 Zama Hummer 23戦3勝 賞金 30，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。

第１回 小倉競馬 第１日



05003 2月8日 晴 稍重 （26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

47 ワンダフルワールド 牡3栗 56 藤岡 康太�三成社 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 502± 01：09．4 37．7�
36 タガノウォーリア 牡3栗 56 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 440＋ 61：09．5� 6．0�
59 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 勝浦 正樹�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 440± 01：10．13� 81．8�
817 ムーンフライト 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468－121：10．2� 22．9�
510 ウィステリアカット 牝3鹿 54 太宰 啓介大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 458－141：10．3� 117．3	
12 アメノウズメ 牝3鹿 54 西田雄一郎 �ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 422－101：10．4� 247．8

612 オ ウ ノ ミ チ 牡3黒鹿56 北村 友一小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472＋10 〃 アタマ 1．7�
816 アサカファルコン 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 484－ 2 〃 ハナ 7．7�
23 バリングバー 牝3黒鹿54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 61：10．5クビ 43．5
（伊）

11 ユウキファイン 牝3栗 54
53 ☆菱田 裕二ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム B462± 01：10．6� 46．8�

24 ビットアリエス 牝3青鹿 54
53 ☆中井 裕二礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 434－12 〃 クビ 44．6�

611 シゲルサツマ 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 424＋ 81：10．7� 199．4�

713 ク リ ノ オ ー 牡3栗 56
54 △藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 420＋ 21：10．8� 188．6�

715 ガートルード 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋14 〃 クビ 6．8�
35 フリークウェーブ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 和田 雄二 浦河 冨岡牧場 434－ 21：11．11� 189．1�
818 コスモリュブリュー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント B470－ 61：11．31� 27．7�
714 ガーネットアイ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 394＋ 6 〃 アタマ 382．0�
48 � アンファミーユ 牝3黒鹿54 丸山 元気寺田 寿男氏 角田 晃一 米 Diamond A

Racing Corp. 502＋ 21：12．47 60．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，147，100円 複勝： 23，842，800円 枠連： 7，594，800円
馬連： 24，484，400円 馬単： 15，525，700円 ワイド： 13，276，300円
3連複： 36，349，200円 3連単： 56，752，900円 計： 196，973，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，770円 複 勝 � 670円 � 230円 � 1，750円 枠 連（3－4） 3，230円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 18，760円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 14，310円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 81，050円 3 連 単 ��� 566，000円

票 数

単勝票数 計 191471 的中 � 4004（7番人気）
複勝票数 計 238428 的中 � 8630（7番人気）� 34721（2番人気）� 3070（12番人気）
枠連票数 計 75948 的中 （3－4） 1736（11番人気）
馬連票数 計 244844 的中 �� 3448（18番人気）
馬単票数 計 155257 的中 �� 611（48番人気）
ワイド票数 計 132763 的中 �� 2114（16番人気）�� 224（81番人気）�� 881（34番人気）
3連複票数 計 363492 的中 ��� 331（171番人気）
3連単票数 計 567529 的中 ��� 74（1048番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．5―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルワールド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．16 阪神5着

2011．4．21生 牡3栗 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時40分に変更。
※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 オグリキセキ号・ブラックエミオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05004 2月8日 晴 稍重 （26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）

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

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

24 ガルデルスリール 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458－ 41：50．0 2．6�
23 マルーンドロップ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444－ 4 〃 クビ 6．8�
611 タガノティターニア 牝3栗 54 北村 友一八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 21：50．1� 8．3�
35 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 442－101：50．41� 8．5�
48 ベッラレジーナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介有限会社シルク平田 修 安平 ノーザンファーム 418－ 81：50．5� 5．0�
816 ニュープロローグ 牝3鹿 54 松田 大作 	サンデーレーシング 羽月 友彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 81：50．6� 31．3

36 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 386± 01：50．81 8．8�
815 エアジャモーサ 牝3栗 54

53 ☆杉原 誠人 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 438－161：51．01 77．2�
11 プレイフォーマザー 牝3鹿 54 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 424－121：51．21� 69．5
510 グランレーブ 牝3栗 54

51 ▲花田 大昂友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 430－ 81：51．52 192．7�
713 タムロイレーネ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 444± 01：51．6� 91．0�
612 ララエクレリゼ 牝3黒鹿54 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 458－ 41：51．7� 12．9�
714 エ ト ラ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 426－ 21：51．8� 192．4�
12 アグネスカクシン 牝3鹿 54 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 410－141：52．22� 160．1�
59 レオパフューム 牝3黒鹿54 黛 弘人�レオ 小野 次郎 新冠 ハクツ牧場 B462± 01：52．62� 279．7�
47 エ ピ ソ ー ド 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 428－161：53．87 190．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，011，400円 複勝： 23，560，300円 枠連： 7，250，400円
馬連： 24，011，900円 馬単： 16，746，200円 ワイド： 12，892，600円
3連複： 36，222，000円 3連単： 59，277，700円 計： 194，972，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 190円 � 170円 枠 連（2－2） 770円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 150114 的中 � 46138（1番人気）
複勝票数 計 235603 的中 � 81873（1番人気）� 26021（3番人気）� 30457（2番人気）
枠連票数 計 72504 的中 （2－2） 7020（4番人気）
馬連票数 計 240119 的中 �� 25043（1番人気）
馬単票数 計 167462 的中 �� 9724（2番人気）
ワイド票数 計 128926 的中 �� 11935（1番人気）�� 8427（4番人気）�� 6627（6番人気）
3連複票数 計 362220 的中 ��� 16064（2番人気）
3連単票数 計 592777 的中 ��� 6410（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．9―48．2―1：00．8―1：13．3―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
7，11（3，8）（5，12）4，6，15（1，16）（2，9）＝（10，14，13）・（7，11）（3，16）（5，8）（6，4）（15，12）（1，9）2（14，13）－10

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

勝馬の
紹 介

ガルデルスリール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2013．9．29 阪神3着

2011．4．10生 牝3鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時05分に変更。



05005 2月8日 晴 稍重 （26小倉1）第1日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

611 スズカデヴィアス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 62：02．4 9．6�
36 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504＋202：02．71� 6．4�
815 テイエムスカイオー 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 川越ファーム 502－ 82：02．8� 95．0�
816 オースミフブキ 牝3鹿 54 吉田 隼人�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 484－12 〃 ハナ 7．1�
510 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 458－102：03．01� 6．8	
47 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 472± 02：03．1� 34．5

11 クリノダイコクテン 牡3栃栗 56

54 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 476－ 2 〃 アタマ 23．5�
12 クールオープニング 牡3青鹿56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 22：03．2� 3．1�
23 マーシャルシップ 牡3青鹿56 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468± 02：03．41� 5．3
817 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 丹内 祐次加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 424－12 〃 クビ 91．4�
35 ピッカピカヒメ 牝3青鹿54 川須 栄彦西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 田原橋本牧場 414－ 62：03．5� 179．5�
48 フェミニンドレス 牝3栗 54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 430－10 〃 クビ 154．8�
24 マ ホ ン 牝3栗 54 酒井 学重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 470－ 62：03．71� 31．4�
714 メフィストワルツ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．12� 117．2�
713 メジャーホープ 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 484－ 62：04．31 53．2�
612 テイエムスピリタス 牝3栗 54 松田 大作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 438－102：05．57 173．4�
59 ダッシュスライダー 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 454－ 82：06．03 32．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 14，259，200円 複勝： 23，434，200円 枠連： 7，038，700円
馬連： 26，332，000円 馬単： 15，828，000円 ワイド： 14，371，000円
3連複： 38，645，800円 3連単： 59，079，800円 計： 198，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 240円 � 2，130円 枠 連（3－6） 2，520円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 13，260円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 118，840円 3 連 単 ��� 525，320円

票 数

単勝票数 計 142592 的中 � 11793（6番人気）
複勝票数 計 234342 的中 � 20278（6番人気）� 29928（3番人気）� 2376（12番人気）
枠連票数 計 70387 的中 （3－6） 2069（13番人気）
馬連票数 計 263320 的中 �� 6980（14番人気）
馬単票数 計 158280 的中 �� 1750（29番人気）
ワイド票数 計 143710 的中 �� 2676（15番人気）�� 262（76番人気）�� 418（60番人気）
3連複票数 計 386458 的中 ��� 240（203番人気）
3連単票数 計 590798 的中 ��� 83（955番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―13．4―13．1―11．8―12．6―12．4―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．2―48．6―1：01．7―1：13．5―1：26．1―1：38．5―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．3
1
3
4，16（5，10，14）（6，9，13）（2，3，11）（1，17）8（7，15）－12・（3，11）（4，16）（5，10，14）（9，13）（2，6）（17，15）（8，7）1＝12

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

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡3黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時30分に変更。
〔制裁〕 スズカデヴィアス号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

05006 2月8日 曇 稍重 （26小倉1）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12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
1：06．5
1：06．5

良
良

47 ブロンシェダーム 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 384 ―1：10．1 4．4�
12 タマモテンカラット 牝3栗 54 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 476 ―1：10．42 10．6�
24 レッドレイチェル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454 ―1：10．5� 1．8�
817 カフジファルコン 牡3鹿 56 松田 大作加藤 守氏 木原 一良 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 454 ―1：10．6クビ 27．3�
612 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 514 ―1：10．81� 7．8	
611 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 494 ―1：10．9� 36．7

715 ミスティックヨハネ 牡3栗 56

54 △藤懸 貴志平本 敏夫氏 飯田 雄三 新冠 川上牧場 440 ―1：11．0� 28．2�
23 アイズオブナタリー 牝3鹿 54 北村 友一阿部 雅英氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 418 ―1：11．1� 36．9�
714 メモリーファクト 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 436 ―1：11．2� 153．5
11 ハッピーシード 牝3栗 54 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 三村 卓也 470 ―1：11．62� 150．0�
35 カ ザ ハ ナ 牝3鹿 54 西村 太一荒井 壽明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 438 ―1：11．7� 92．3�
510 モ ン シ ェ ル 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか カントリー牧場 372 ― 〃 ハナ 117．7�
48 クールアンジュ 牝3芦 54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 472 ― 〃 クビ 71．7�
818 アテンション 牝3栗 54 西田雄一郎本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 424 ―1：11．8クビ 47．7�
816 ライトサーパス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 476 ―1：12．01� 61．9�
59 メイショウエクサ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 赤田牧場 436 ―1：12．21� 122．3�
713 ピュアバンビーノ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 448 ― 〃 同着 49．7�
36 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 �島 良太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 512 ―1：12．41� 115．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，968，200円 複勝： 24，445，400円 枠連： 10，619，100円
馬連： 27，662，700円 馬単： 21，148，400円 ワイド： 15，723，300円
3連複： 39，845，200円 3連単： 67，305，600円 計： 225，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 220円 � 110円 枠 連（1－4） 1，810円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 730円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 189682 的中 � 34203（2番人気）
複勝票数 計 244454 的中 � 39836（2番人気）� 20657（4番人気）� 84211（1番人気）
枠連票数 計 106191 的中 （1－4） 4345（7番人気）
馬連票数 計 276627 的中 �� 9270（5番人気）
馬単票数 計 211484 的中 �� 4202（10番人気）
ワイド票数 計 157233 的中 �� 4483（6番人気）�� 25503（1番人気）�� 9242（3番人気）
3連複票数 計 398452 的中 ��� 23756（2番人気）
3連単票数 計 673056 的中 ��� 4830（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．2―46．1―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 12，7（11，18）－17（3，4）（6，14）2（5，8，15）（1，9，16）13，10 4 ・（12，7）－（11，18）（17，4）（3，2，14）－15（5，6）8（1，9，16）（10，13）

勝馬の
紹 介

ブロンシェダーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2011．1．27生 牝3鹿 母 スリープレスナイト 母母 ホワットケイティーディド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時55分に変更。
※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） 7頭 サウススターマン号・シャンティ号・セフティーエムアイ号・タガノエスガール号・プロミシングアイズ号・

プロメッサ号・ワキノハクリュウ号



05007 2月8日 曇 不良 （26小倉1）第1日 第7競走 2，400�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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

44 ロックシンガー 牡5鹿 57 丸田 恭介�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492－ 82：31．9 4．7�
813 オンワードナルシス 牡4黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 484± 02：32．53� 55．2�
68 � アドマイヤイナズマ 牡4青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 498－122：32．81� 7．0�
812 メイショウシャイン 牡7鹿 57

55 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472± 02：33．11� 5．6�
11 ハワイアンソルト 牡5芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 62：33．41� 4．5	
57 � ヤマカツティラノ 牡5鹿 57

56 ☆中井 裕二山田 和夫氏 武 宏平 新ひだか 岡田牧場 482± 02：33．93 146．5

45 ジョナパランセ 牡5栗 57

54 ▲城戸 義政青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 490－142：34．43 16．1�
710 カ ー バ 牡5青鹿57 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B502－ 22：34．71� 14．3�
711 フュージリア 牡4青鹿 56

55 ☆杉原 誠人吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－102：35．23 12．2

22 ワンダーバライル 牡7芦 57
54 ▲伴 啓太山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 486－122：35．41� 143．2�

69 � ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 54
51 ▲花田 大昂西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 510＋ 2 〃 アタマ 44．9�

56 ローレルベロボーグ 牡4黒鹿56 太宰 啓介 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 504＋ 22：35．82� 19．7�

33 ウインラヴェリテ 牡4栗 56 D．バルジュー �ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B504＋ 42：37．6大差 5．4�
（伊）

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，043，200円 複勝： 29，475，500円 枠連： 10，241，300円
馬連： 34，536，500円 馬単： 21，244，600円 ワイド： 19，728，300円
3連複： 52，561，700円 3連単： 88，079，200円 計： 273，910，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 1，570円 � 280円 枠 連（4－8） 1，210円

馬 連 �� 16，660円 馬 単 �� 26，220円

ワ イ ド �� 4，820円 �� 820円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 26，570円 3 連 単 ��� 194，620円

票 数

単勝票数 計 180432 的中 � 30733（2番人気）
複勝票数 計 294755 的中 � 45964（4番人気）� 3881（11番人気）� 28966（5番人気）
枠連票数 計 102413 的中 （4－8） 6254（5番人気）
馬連票数 計 345365 的中 �� 1530（43番人気）
馬単票数 計 212446 的中 �� 598（79番人気）
ワイド票数 計 197283 的中 �� 983（46番人気）�� 6289（7番人気）�� 670（54番人気）
3連複票数 計 525617 的中 ��� 1460（93番人気）
3連単票数 計 880792 的中 ��� 334（564番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．1―36．7―49．4―1：02．3―1：15．6―1：29．0―1：42．1―1：54．5―2：07．1―2：19．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロックシンガー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Private Account デビュー 2012．5．20 東京11着

2009．5．9生 牡5鹿 母 ラ ク リ ス 母母 Spectacular Joke 22戦2勝 賞金 23，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25分に変更。
※オンワードナルシス号・ヤマガール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05008 2月8日 曇 稍重 （26小倉1）第1日 第8競走 1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

11 テイエムレンジャー 牡4鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 498－ 61：47．7 9．2�
815� レッドキングダム 牡5鹿 57 松田 大作 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 474＋ 21：47．8� 53．1�
23 ラスカルトップ 牡5鹿 57 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444－ 8 〃 ハナ 5．3�

（伊）

713 ダノンドリーム 牡5青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 01：47．9� 5．0�
510 トーセンツリー 牡4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 476＋ 2 〃 ハナ 15．4	
36 タツストロング 牡5栗 57 藤岡 康太原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 494－ 81：48．0� 9．4

12 アドマイヤキンカク 牡4鹿 56 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 クビ 3．2�
612 ウェーブオーキッド �4青 56 荻野 琢真万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：48．1� 27．9�
47 マイネルグラード 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 2 〃 ハナ 29．8

611 マイネルナタリス 牡7黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 21：48．31	 30．0�

48 マイネルブルズアイ 牡4鹿 56
55 ☆菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 476＋ 81：48．5� 84．7�
35 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 486－11 〃 アタマ 71．0�
24 レッドストラーダ 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B488－ 8 〃 ハナ 44．1�
59 � コンドッティエーレ 牡5栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：48．6� 49．7�
816 リスヴェリアート 牡4鹿 56 勝浦 正樹�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 434－ 81：50．19 13．8�
714� プラチナエンジェル 牝5鹿 55 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 454－ 61：51．69 80．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，663，700円 複勝： 41，450，400円 枠連： 12，860，800円
馬連： 43，530，800円 馬単： 25，484，100円 ワイド： 25，247，100円
3連複： 68，482，900円 3連単： 108，652，000円 計： 346，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 1，110円 � 220円 枠 連（1－8） 1，190円

馬 連 �� 18，350円 馬 単 �� 33，060円

ワ イ ド �� 6，900円 �� 1，190円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 36，730円 3 連 単 ��� 282，350円

票 数

単勝票数 計 206637 的中 � 17704（4番人気）
複勝票数 計 414504 的中 � 39768（4番人気）� 8065（12番人気）� 57989（3番人気）
枠連票数 計 128608 的中 （1－8） 7994（4番人気）
馬連票数 計 435308 的中 �� 1751（53番人気）
馬単票数 計 254841 的中 �� 569（98番人気）
ワイド票数 計 252471 的中 �� 883（69番人気）�� 5420（10番人気）�� 1271（51番人気）
3連複票数 計 684829 的中 ��� 1376（118番人気）
3連単票数 計1086520 的中 ��� 284（798番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．9―48．2―1：00．4―1：12．4―1：24．1―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3

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

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

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4鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア 19戦2勝 賞金 27，592，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時55分に変更。
〔制裁〕 アドマイヤキンカク号の騎手吉田隼人は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05009 2月8日 曇 不良 （26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

23 カイシュウタビビト 牡5芦 57
56 ☆杉原 誠人飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 514＋ 41：45．1 29．9�

611 マジカルツアー 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 470＋10 〃 ハナ 3．9�
59 ヴァンヘルシング 牡5青鹿57 D．バルジュー 市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452－ 41：45．2クビ 2．7�

（伊）

48 スリープレシャス 牡6青 57 丸山 元気永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472± 0 〃 ハナ 14．5�
815 ヒドゥンブレイド 牡4黒鹿56 藤岡 佑介有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 478－10 〃 アタマ 5．7�
713 ノアオーカン 牡4黒鹿56 古川 吉洋杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 476－ 81：45．41� 29．1	
47 � ノアミラクル 牡4鹿 56 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 458－ 61：45．5� 106．1

816 スペキュレイター 牡4鹿 56 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 488± 01：45．6� 16．6�
35 サンライズベーダー �4黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 中村 均 日高 下河辺牧場 478－161：45．7� 111．9�
24 マイネルパイレーツ 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506－181：45．8� 49．2
612 ハンドインハンド 牡6青鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 516－24 〃 クビ 45．0�
510 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 56 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 498－ 61：45．9クビ 16．5�
11 オウケンイチゲキ 牡5鹿 57 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 452＋ 61：46．0� 13．4�
714� オレタチセッカチ 牡4栗 56 川須 栄彦飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：46．1クビ 218．8�
12 � レアプラチナ 牝5鹿 55 勝浦 正樹松田 整二氏 日吉 正和 日高 野島牧場 444－ 81：47．8大差 124．2�
36 � タマモエスプレッソ 牡6黒鹿 57

54 ▲城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 518－ 41：48．86 20．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，347，000円 複勝： 42，048，400円 枠連： 14，690，700円
馬連： 53，287，500円 馬単： 31，911，700円 ワイド： 29，599，400円
3連複： 81，300，800円 3連単： 129，590，400円 計： 407，775，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 670円 � 170円 � 140円 枠 連（2－6） 3，870円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 16，790円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，680円 �� 320円

3 連 複 ��� 7，660円 3 連 単 ��� 86，010円

票 数

単勝票数 計 253470 的中 � 6683（10番人気）
複勝票数 計 420484 的中 � 10992（10番人気）� 70436（2番人気）� 105354（1番人気）
枠連票数 計 146907 的中 （2－6） 2808（19番人気）
馬連票数 計 532875 的中 �� 5652（26番人気）
馬単票数 計 319117 的中 �� 1403（51番人気）
ワイド票数 計 295994 的中 �� 3155（27番人気）�� 4026（22番人気）�� 26293（1番人気）
3連複票数 計 813008 的中 ��� 7841（22番人気）
3連単票数 計1295904 的中 ��� 1112（250番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．2―28．6―42．0―55．4―1：07．8―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カイシュウタビビト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 El Prado デビュー 2011．9．4 札幌5着

2009．3．23生 牡5芦 母 クリスティーナサンチェス 母母 Cope’s Light 23戦3勝 賞金 29，881，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時25分に変更。
※ヴァンヘルシング号・レアプラチナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05010 2月8日 曇 良 （26小倉1）第1日 第10競走 ��2，000�
か ら と

唐 戸 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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 ニシノボレロ 牡5青鹿57 丸田 恭介西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 480－162：01．5 14．3�
33 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 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 476－ 22：01．71� 17．4�
812 ルミナスレッド 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 4 〃 クビ 8．0�
68 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 6 〃 アタマ 1．8�
11 � アメリカンダイナー �5鹿 57 北村 友一吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

476＋ 62：01．8クビ 31．8�
69 � エーシンエポナ 牝4鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

474－ 82：01．9	 7．0	
813
 メイショウテッサイ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 484－24 〃 クビ 35．9

711 ミッキータイガー 牡4鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488± 02：02．0クビ 13．7�
45 グランスエルテ 牡4栗 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 6 〃 ハナ 12．5
56 マイネルランスタン 牡4栗 56 丸山 元気 �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 458＋ 2 〃 アタマ 53．0�
710 ブリリアントダンス 牡4鹿 56 松山 弘平鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484－ 82：02．21� 30．4�
22 マイネルバランシン 牡4黒鹿56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 B500＋ 42：02．41� 151．0�
57 ティキマハロ 牡7黒鹿57 松田 大作萬納寺正清氏 中野 栄治 日高 下河辺牧場 496＋ 22：02．5	 57．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，757，500円 複勝： 77，296，400円 枠連： 16，344，300円
馬連： 55，422，600円 馬単： 42，444，900円 ワイド： 30，058，600円
3連複： 82，455，100円 3連単： 180，800，300円 計： 513，579，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 710円 � 680円 � 410円 枠 連（3－4） 3，810円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 13，660円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，390円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 22，480円 3 連 単 ��� 166，380円

票 数

単勝票数 計 287575 的中 � 15864（6番人気）
複勝票数 計 772964 的中 � 27905（7番人気）� 29254（6番人気）� 53109（3番人気）
枠連票数 計 163443 的中 （3－4） 3174（11番人気）
馬連票数 計 554226 的中 �� 6070（20番人気）
馬単票数 計 424449 的中 �� 2294（36番人気）
ワイド票数 計 300586 的中 �� 4370（17番人気）�� 3072（27番人気）�� 4267（18番人気）
3連複票数 計 824551 的中 ��� 2707（63番人気）
3連単票数 計1808003 的中 ��� 802（384番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．9―36．2―49．4―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．4―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノボレロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．9．11 中山2着

2009．3．9生 牡5青鹿 母 マラチバンド 母母 Khamsin 28戦3勝 賞金 50，901，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時55分に変更。



05011 2月8日 曇 不良 （26小倉1）第1日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．2．2以降26．2．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

23 グランプリブラッド 牡5鹿 56 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 01：42．7 3．1�
59 ポイントブランク 牡4栗 55 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 536－ 21：42．8� 2．6�
24 � リバータイキ 牡5栗 55 藤岡 佑介河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 510－ 81：43．22� 7．8�
36 ピ ン ポ ン 牡4鹿 54 丸田 恭介小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 454－ 4 〃 ハナ 12．5�
47 ハギノコメント 牡5鹿 54 古川 吉洋日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋121：43．51� 41．8�
714 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿54 勝浦 正樹松本 好	氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 61：43．92� 15．0

12 バンブーデルピエロ 牡4鹿 53 太宰 啓介�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 490＋ 2 〃 ハナ 15．9�
611� テーオーダンシング �7鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 522－10 〃 ハナ 25．7�
612 ベルラピエル 牡5黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 486± 0 〃 アタマ 33．0
815 ツヨシノブルーム �5芦 54 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 484－ 21：44．21� 57．8�
35 トシザツンツン 牡6芦 54 黛 弘人上村 叶氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 506＋141：44．73 126．7�
713 タマモベルモット 牡4鹿 52 城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 484＋ 81：44．8� 295．5�
11 � テーオーフェアリー 牝5栗 51 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478－ 81：45．01 72．4�
510 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 01：45．1� 28．6�
48 スマイルミッキー 牡8鹿 52 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 482＋ 81：45．42 217．3�
816 メイショウアルザス 牡5鹿 53 北村 友一松本 好	氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 466＋101：46．67 39．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，892，000円 複勝： 68，677，700円 枠連： 34，018，500円
馬連： 121，906，500円 馬単： 68，261，900円 ワイド： 56，775，600円
3連複： 192，318，800円 3連単： 327，326，000円 計： 912，177，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 190円 枠 連（2－5） 270円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 428920 的中 � 111881（2番人気）
複勝票数 計 686777 的中 � 155541（2番人気）� 184627（1番人気）� 71190（3番人気）
枠連票数 計 340185 的中 （2－5） 95531（1番人気）
馬連票数 計1219065 的中 �� 232223（1番人気）
馬単票数 計 682619 的中 �� 62947（1番人気）
ワイド票数 計 567756 的中 �� 90378（1番人気）�� 27407（3番人気）�� 31357（2番人気）
3連複票数 計1923188 的中 ��� 130496（1番人気）
3連単票数 計3273260 的中 ��� 65985（1番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．4―12．6―12．2―12．1―12．1―12．2―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．2―41．8―54．0―1：06．1―1：18．2―1：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランプリブラッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．4．21生 牡5鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 23戦4勝 賞金 53，408，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時30分に変更。
※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 アルセーヌシチー号
（非抽選馬） 7頭 サンライズバロン号・シニスタークイーン号・シルクコスモス号・シルクプラズマ号・セルリアンサーロス号・

モンシュシュ号・ランドマーキュリー号

05012 2月8日 曇 良 （26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 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 � ダークマレイン 牝5鹿 55 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 458－ 61：08．5 25．1�

818 アグネスハビット 牡5黒鹿57 菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 470－ 21：08．71� 5．0�
48 � エーシンサファイア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 502＋121：08．8� 5．6�
714 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 496－12 〃 ハナ 68．5�
715 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 松田 大作土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 514＋ 6 〃 アタマ 42．0�
11 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 北村 友一市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 448－ 21：08．9クビ 13．0	
24 カシノラピス 牝5栗 55 丹内 祐次柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 428－ 4 〃 クビ 335．0

510 ジョーアカリン 牝6黒鹿55 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 442－ 41：09．0クビ 9．6�
611� エステージャ 牝5芦 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 森 俊雄 438＋16 〃 クビ 300．2�
23 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486－ 9 〃 ハナ 56．8
47 � ベルエアメイダン 牝5鹿 55 D．バルジュー 榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson 458＋201：09．1クビ 35．8�
（伊）

12 � フォーチュンスター 	5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋14 〃 クビ 3．4�
612 ユキノラムセス 牡7栗 57 二本柳 壮井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 496＋141：09．31� 108．0�
816 トロピカルメジャー 牡5黒鹿57 吉田 隼人小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 B472＋ 81：09．51� 96．3�
817�� アンカジャポニカ 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 444＋ 81：09．71
 204．8�
713� ナゲットハント 牝4青鹿55 酒井 学�下河辺牧場 高橋 義博 日高 下河辺牧場 406－411：10．12� 276．9�
35 キタサンエピソード 牡5栗 57 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 498＋ 61：10．52� 4．4�
59 ヨ ア ケ 牡6黒鹿57 西田雄一郎 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B502＋101：10．71
 57．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，025，700円 複勝： 56，786，500円 枠連： 22，054，800円
馬連： 106，392，300円 馬単： 44，340，000円 ワイド： 38，371，400円
3連複： 120，998，100円 3連単： 211，823，400円 計： 633，792，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 450円 � 190円 � 240円 枠 連（3－8） 880円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 14，630円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，730円 �� 720円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 98，450円

票 数

単勝票数 計 330257 的中 � 10387（7番人気）
複勝票数 計 567865 的中 � 28060（7番人気）� 91278（3番人気）� 63575（4番人気）
枠連票数 計 220548 的中 （3－8） 18583（3番人気）
馬連票数 計1063923 的中 �� 11512（19番人気）
馬単票数 計 443400 的中 �� 2238（41番人気）
ワイド票数 計 383714 的中 �� 4528（20番人気）�� 5350（17番人気）�� 13838（7番人気）
3連複票数 計1209981 的中 ��� 6560（37番人気）
3連単票数 計2118234 的中 ��� 1588（263番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．7―11．8―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダークマレイン �
�
父 Sabmykaa �

�
母父 Woodman デビュー 2011．10．16 東京8着

2009．3．20生 牝5鹿 母 Star Mullein 母母 Devil’s Needle 22戦3勝 賞金 33，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時05分に変更。
※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。
（非抽選馬） 8頭 アドマイヤクーガー号・エーシンショーモン号・カシノワルツ号・ジャパンイモン号・ニュアージゲラン号・

ハギノソフィア号・ビーマイラブ号・ヤギリエスペランサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26小倉1）第1日 2月8日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良

競走回数 12回 出走頭数 191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

158，530，000円
7，680，000円
2，090，000円
14，240，000円
67，378，500円
4，966，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
263，907，200円
463，765，600円
158，105，700円
571，688，200円
338，369，400円
287，332，100円
836，071，100円
1，417，678，900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 4，336，918，200円

総入場人員 5，734名 （有料入場人員 5，065名）
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