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05013 2月9日 小雨 重 （26小倉1）第2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

34 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 474－ 6 58．8 7．3�
610 サウスセレクト 牡3栗 56 伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 512－ 6 〃 アタマ 6．4�
33 レモンティー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444± 0 〃 クビ 5．3�
712 サビーナクレスタ �3鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 58．9クビ 3．7�
813 コウザンバニー 牝3栗 54 酒井 学山下 良子氏 田所 秀孝 浦河 大柳ファーム 462± 0 59．22 9．7�
11 シゲルオワリ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 402－12 〃 ハナ 13．2	
58 デランテーロ 牡3鹿 56 中舘 英二ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 422－10 59．4� 8．1

69 イ ロ リ 牝3鹿 54 北村 友一小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 470＋10 〃 ハナ 11．1�
711 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 丹内 祐次榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 484＋12 59．82� 15．3�
46 オーバートゥループ 牝3鹿 54 二本柳 壮北駿競走馬組合 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 B452－ 21：00．11� 100．8
45 ウソブキアリク 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 松永 康利 日高 豊洋牧場 410－ 2 〃 クビ 192．7�
57 ゴッドマザー 牝3栗 54 田中 博康寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 418－ 4 〃 ハナ 147．1�
22 ニ ー チ ェ 牡3芦 56 西村 太一石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 480－ 21：00．2クビ 50．9�
814 デルマアクビチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 426 ―1：01．05 117．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，131，700円 複勝： 28，610，200円 枠連： 8，122，600円
馬連： 31，816，300円 馬単： 19，749，700円 ワイド： 17，205，600円
3連複： 51，189，300円 3連単： 73，925，900円 計： 245，751，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 210円 � 200円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 890円 �� 650円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 151317 的中 � 16402（4番人気）
複勝票数 計 286102 的中 � 36767（4番人気）� 36451（5番人気）� 39758（2番人気）
枠連票数 計 81226 的中 （3－6） 10649（2番人気）
馬連票数 計 318163 的中 �� 12688（8番人気）
馬単票数 計 197497 的中 �� 3732（17番人気）
ワイド票数 計 172056 的中 �� 4702（12番人気）�� 6642（5番人気）�� 5494（9番人気）
3連複票数 計 511893 的中 ��� 10671（9番人気）
3連単票数 計 739259 的中 ��� 2127（78番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．9―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．3
3 ・（2，4）（9，10）（1，3，5，13）（6，11）7－12，8－14 4 ・（2，4）（1，3）（9，10）（13，11）12（5，6，7）－8－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインネオルーラー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．6．2 東京4着

2011．4．11生 牡3黒鹿 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 9戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 ウソブキアリク号の騎手伴啓太は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・7番）

サビーナクレスタ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13
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 テンペラメントホル号
（非抽選馬） 4頭 イエローストーン号・カプチーノ号・ディアキンカク号・テイケイジュエル号

05014 2月9日 小雨 重 （26小倉1）第2日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走10時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

47 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 512＋101：43．9 10．7�
59 オ ツ ウ 牝4鹿 54

51 ▲森 一馬大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B474± 01：44．11� 1．9�
35 タニノセレナーデ 牝4黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 438＋ 6 〃 クビ 33．9�
48 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 466－ 41：44．63 19．9�
11 ディオーサシチー 牝4鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 452－ 61：44．7� 8．1	
12 シ ナ ー ラ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 426＋ 21：44．8� 85．7

611 アステュート 牝4黒鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 476± 0 〃 ハナ 6．1�
510 ラインビューティー 牝4栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 476＋ 41：45．54 120．3�
815� ピンクダイヤモンド 牝4鹿 54 的場 勇人吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 378－181：45．7	 177．8
713� ア ズ キ 牝5栗 55 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 428－ 5 〃 アタマ 200．3�
612 サンレイフローラ 牝4鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 436－ 2 〃 ハナ 61．1�
23 バリローチェ 牝4黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：45．8	 21．2�
714� レディメイアン 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462＋ 21：45．9クビ 10．8�
24 � ク リ ッ ク 牝5青 55 山口 勲栗本 博晴氏 谷 潔 日高 富川田中牧場 508＋181：46．32� 258．2�

（佐賀）

36 � メイショウオウヒ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 468－ 81：46．61	 17．9�
816� ブレイヴフィート 牝4鹿 54 松田 大作下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 430－221：46．7� 43．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，799，500円 複勝： 37，972，500円 枠連： 9，084，300円
馬連： 31，817，600円 馬単： 24，950，500円 ワイド： 21，386，200円
3連複： 52，341，300円 3連単： 91，797，500円 計： 292，149，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 280円 � 120円 � 690円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，760円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 43，180円

票 数

単勝票数 計 227995 的中 � 16940（4番人気）
複勝票数 計 379725 的中 � 28176（5番人気）� 132097（1番人気）� 9498（9番人気）
枠連票数 計 90843 的中 （4－5） 11746（2番人気）
馬連票数 計 318176 的中 �� 24926（3番人気）
馬単票数 計 249505 的中 �� 7443（9番人気）
ワイド票数 計 213862 的中 �� 12736（4番人気）�� 1791（30番人気）�� 4221（12番人気）
3連複票数 計 523413 的中 ��� 5300（22番人気）
3連単票数 計 917975 的中 ��� 1569（119番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．4―12．6―12．5―12．1―12．2―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．0―41．6―54．1―1：06．2―1：18．4―1：31．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーシャルマン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 アーミジャー デビュー 2012．3．24 中京失格（9位）

2009．5．11生 牝5鹿 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ 19戦3勝 賞金 35，960，000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） 3頭 タマモアルバ号・ヤマガール号・レアプラチナ号
（非抽選馬） 2頭 アウレオーラ号・スターライラック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 小倉競馬 第２日



05015 2月9日 曇 良 （26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

612 フルールシチー 牝3鹿 54
51 ▲伴 啓太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 490＋ 21：09．1 6．6�

817 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 446－ 81：09．42 8．1�
36 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 444－ 61：09．5クビ 5．0�
48 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿56 松田 大作山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 458－ 2 〃 クビ 2．2�
59 カワカミマゴコロ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 430± 0 〃 ハナ 34．3	
510 ウェザーストーム 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 488＋201：09．6クビ 82．8

818 マイネバラシア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－141：09．91� 23．4�

24 メイショウライウン 牡3鹿 56 北村 友一松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 442± 0 〃 アタマ 56．5�
611 モンスターバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 484－ 21：10．0クビ 25．0
715 ファインシュシュ 牝3青鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 448－ 41：10．21� 68．2�
713 カルネアデス 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 456＋ 4 〃 クビ 102．7�
11 ピエナブラウニー 牝3青 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム B442－ 81：10．3� 25．5�
47 スープリムシチー 牝3鹿 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 412－ 41：10．4クビ 21．3�
714 ハードバーン 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 432－ 21：10．61� 63．5�

12 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 452± 0 〃 クビ 31．3�
35 トライアンフシチー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 426± 0 〃 ハナ 255．9�
816 タ ウ ト ナ �3鹿 56 酒井 学�ターフ・スポート飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 4 〃 ハナ 54．8�
23 シェールライン 牝3鹿 54 西田雄一郎 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 西田 雄二 418－ 21：10．7� 376．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，432，000円 複勝： 35，115，200円 枠連： 12，426，700円
馬連： 36，259，800円 馬単： 24，788，600円 ワイド： 24，526，000円
3連複： 58，533，600円 3連単： 88，648，900円 計： 301，730，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 200円 � 210円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 870円 �� 740円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 31，690円

票 数

単勝票数 計 214320 的中 � 25752（3番人気）
複勝票数 計 351152 的中 � 41292（4番人気）� 50227（2番人気）� 45199（3番人気）
枠連票数 計 124267 的中 （6－8） 6987（4番人気）
馬連票数 計 362598 的中 �� 9757（9番人気）
馬単票数 計 247886 的中 �� 3473（19番人気）
ワイド票数 計 245260 的中 �� 6907（9番人気）�� 8189（5番人気）�� 8646（4番人気）
3連複票数 計 585336 的中 ��� 9259（11番人気）
3連単票数 計 886489 的中 ��� 2065（73番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルールシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．15生 牝3鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 シゲルリクチュウ号の騎手川須栄彦は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・15番）
※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） 1頭 アキノムーン号
（非抽選馬） 6頭 カシノエーデル号・カシノリーベ号・キタサンゲッコウ号・スイートワンダー号・フリメール号・ローゼルキュート号

05016 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

47 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 54
51 ▲森 一馬上村 叶氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 452－ 41：48．9 14．3�

59 マイネルプレッジ 牡3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 コスモヴューファーム 422－ 41：49．21� 8．1�

23 デンコウセキトバ 牡3黒鹿56 松田 大作田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 500－ 81：49．52 5．2�
714 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 酒井 学岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 452＋201：49．6� 35．6�
816 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 436＋ 21：49．81	 19．6�
510 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 56 松山 弘平有限会社シルク石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：49．9クビ 4．6	
713 ウルパラクア 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 440－ 21：50．0	 54．1


35 ヒロノアドバンス 牡3鹿 56 古川 吉洋サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440－ 6 〃 ハナ 254．0�

611 ゴールドシェンロン 牡3栗 56 川須 栄彦田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 460＋ 81：50．21 7．1�
612 タマモビッグプレイ 牡3栗 56 北村 友一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 480－ 4 〃 クビ 13．6
11 ダンスールクレール 牡3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 490± 01：50．3クビ 3．9�
24 コーリンジャヴロー 牡3鹿 56 勝浦 正樹伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 464± 01：50．4	 30．4�
815 シャイニーピューマ 牡3鹿 56 丸山 元気小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 450± 0 〃 ハナ 30．8�
36 ミスティックナイト 牡3鹿 56 中舘 英二平本 敏夫氏 飯田 雄三 新ひだか 藤川フアーム 484＋ 81：50．72 128．8�
48 ワイレアゴールド 牝3黒鹿54 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 422± 01：53．3大差 133．0�
12 グランドエンジェル 牝3鹿 54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436－ 81：53．62 216．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，428，400円 複勝： 36，497，200円 枠連： 12，614，400円
馬連： 37，064，400円 馬単： 23，927，300円 ワイド： 22，605，200円
3連複： 56，896，900円 3連単： 87，454，400円 計： 297，488，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 430円 � 220円 � 200円 枠 連（4－5） 2，230円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，480円 �� 700円

3 連 複 ��� 8，430円 3 連 単 ��� 63，340円

票 数

単勝票数 計 204284 的中 � 11315（7番人気）
複勝票数 計 364972 的中 � 18789（7番人気）� 46482（4番人気）� 56230（2番人気）
枠連票数 計 126144 的中 （4－5） 4193（9番人気）
馬連票数 計 370644 的中 �� 5732（22番人気）
馬単票数 計 239273 的中 �� 1768（42番人気）
ワイド票数 計 226052 的中 �� 4202（14番人気）�� 3696（19番人気）�� 8345（7番人気）
3連複票数 計 568969 的中 ��� 4982（29番人気）
3連単票数 計 874544 的中 ��� 1019（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―36．0―48．3―1：00．0―1：12．3―1：24．5―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト シ ザ キ ミ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．12．15 阪神5着

2011．4．19生 牝3鹿 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ウルパラクア号の騎手菱田裕二は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：15番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイレアゴールド号・グランドエンジェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年3月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セクシイガール号・トーホウメビウス号
（非抽選馬） 1頭 ピアノコンクール号



05017 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12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

817 ブルーピアス 牝5栗 55
54 ☆菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 468＋201：08．4 16．8�

818� カハラビスティー 牝5黒鹿55 藤岡 佑介備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 508＋ 41：08．72 15．1�
59 ジャストザオネスト 牡4黒鹿 57

56 ☆杉原 誠人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 488＋ 21：09．01� 11．5�

611 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55
52 ▲森 一馬土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488－ 8 〃 クビ 3．8�

510� ミキノティータイム 牝4栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 464＋ 11：09．21� 22．2�
612 デンコウスカイ 牝4鹿 55 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 478－ 41：09．3� 101．7	
48 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 51．6

36 フィボナッチ 牡4鹿 57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468＋ 6 〃 アタマ 30．3�
23 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 456－ 4 〃 クビ 7．3
715� グランデクロコ 牡5鹿 57 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 村下農場 484－ 41：09．4クビ 30．3�
47 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 490＋ 6 〃 アタマ 49．2�
24 � クロンドローリエ 牝7青鹿 55

52 ▲伴 啓太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 432± 01：09．61� 33．2�

11 イントゥザストーム 牝5鹿 55 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 438＋14 〃 クビ 11．5�

12 ディザイラブル 牝5黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 418－ 81：09．7クビ 13．4�
714� オギノシュタイン 牝6黒鹿55 中谷 雄太荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 488－ 61：09．8	 51．4�
35 ライブリシュネル 牡4鹿 57 高倉 稜加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 480＋12 〃 クビ 13．8�
816 オウケンハナミズキ 牝5青 55 松田 大作福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 418± 01：10．65 70．7�
713� ジーピークロス 牝5栗 55 丸山 元気北側 雅勝氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 498＋ 21：10．7	 5．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，861，300円 複勝： 38，179，800円 枠連： 15，927，000円
馬連： 47，207，300円 馬単： 29，368，300円 ワイド： 28，566，600円
3連複： 79，581，700円 3連単： 115，105，800円 計： 375，797，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 470円 � 770円 � 480円 枠 連（8－8） 7，480円

馬 連 �� 17，070円 馬 単 �� 33，300円

ワ イ ド �� 6，530円 �� 3，530円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 81，690円 3 連 単 ��� 437，880円

票 数

単勝票数 計 218613 的中 � 10285（9番人気）
複勝票数 計 381798 的中 � 22056（6番人気）� 12558（11番人気）� 21562（7番人気）
枠連票数 計 159270 的中 （8－8） 1573（29番人気）
馬連票数 計 472073 的中 �� 2042（62番人気）
馬単票数 計 293683 的中 �� 651（118番人気）
ワイド票数 計 285666 的中 �� 1072（77番人気）�� 2002（47番人気）�� 1367（68番人気）
3連複票数 計 795817 的中 ��� 719（263番人気）
3連単票数 計1151058 的中 ��� 194（1398番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．1―11．5―11．4―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーピアス �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー 2011．11．26 東京5着

2009．2．8生 牝5栗 母 フジノバンナ 母母 オギサテンドール 24戦2勝 賞金 22，630，000円
［他本会外：1戦1勝］

05018 2月9日 曇 重 （26小倉1）第2日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
57．1
57．1

稍重
稍重

814 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57
56 ☆菱田 裕二石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B492－10 57．6 8．4�

711 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 500－ 6 〃 アタマ 5．7�
45 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 494－18 58．13 7．0�
57 サンライズトーク �4芦 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 490＋ 6 58．2� 4．2�
712 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿57 中谷 雄太西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 502－ 8 58．3クビ 29．1�
813 エ ゾ ム サ シ 牡5青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 464－ 2 58．4� 32．0	
69 コウヨウエンプレス 牝4鹿 55 西田雄一郎寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B476－ 4 58．5� 66．9

22 スズノライジン 牡5黒鹿57 丸田 恭介小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 530＋18 〃 アタマ 43．5�
46 コトブキゴールド 牡4鹿 57 田中 博康尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 454－ 2 58．6� 83．0�
11 デンコウリョウ �6芦 57 岡田 祥嗣田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 480－14 58．7� 12．4
34 プリサイストップ 牡7鹿 57 丹内 祐次冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 	川フアーム 490－ 4 58．91
 106．1�
58 アラビアンマジック 牡5鹿 57 川須 栄彦吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 472－14 59．11
 11．1�
33 � シゲルポンカン 牡5鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 山際牧場 466± 0 〃 クビ 131．5�
610 ヴェンセール 牡4鹿 57 丸山 元気桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 466－ 2 59．41� 3．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，095，000円 複勝： 39，579，900円 枠連： 11，528，900円
馬連： 43，410，500円 馬単： 28，155，100円 ワイド： 24，282，000円
3連複： 62，392，400円 3連単： 99，671，200円 計： 332，115，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 190円 � 230円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 610円 �� 680円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 26，030円

票 数

単勝票数 計 230950 的中 � 21897（5番人気）
複勝票数 計 395799 的中 � 48947（4番人気）� 59811（3番人気）� 44245（5番人気）
枠連票数 計 115289 的中 （7－8） 7761（5番人気）
馬連票数 計 434105 的中 �� 17775（6番人気）
馬単票数 計 281551 的中 �� 5613（12番人気）
ワイド票数 計 242820 的中 �� 9967（7番人気）�� 8850（8番人気）�� 7116（10番人気）
3連複票数 計 623924 的中 ��� 10898（12番人気）
3連単票数 計 996712 的中 ��� 2826（76番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．0―33．3―45．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．6
3 ・（7，10）（11，14）12（5，9）13（4，8）（3，2）1－6 4 7（10，11，14）12（5，9）－（4，13）8（3，2）（1，6）

勝馬の
紹 介

ジ ャ ベ リ ン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．1．29 京都5着

2008．4．20生 牡6栗 母 エ デ ン 母母 アップマイスリーヴ 22戦2勝 賞金 33，670，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スズノライジン号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナーゴナーゴサユリ号



05019 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第7競走 ��2，600�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，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

35 モ ビ ー ル 牡6鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470＋ 42：40．8 3．3�
713 スマッシュスマイル �6栃栗57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 18．2�
510 ローリングストーン 牡5鹿 57 丸山 元気佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 508＋222：40．9クビ 21．4�
48 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 松山 弘平永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 460± 02：41．22 8．8�
11 アドマイヤエレノア 牝6鹿 55 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428－ 82：41．3� 39．0	
815 マンノアクトレス 牝4鹿 54

53 ☆菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 432－ 42：41．4クビ 43．1

23 スペルヴィア 牡5黒鹿57 藤岡 康太佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 アタマ 6．7�
59 フォントルロイ 牡5鹿 57

56 ☆中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 500＋142：41．5クビ 10．0�
714 プロフェッサー 牡5鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464＋ 22：41．6	 6．2
24 マーヴェリックス 牝4鹿 54 岡田 祥嗣市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：41．7	 61．5�
47 � リッカタキシード 牡7黒鹿57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 466＋162：41．8クビ 130．5�
612 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 西田雄一郎猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 2 〃 アタマ 47．0�
36 タイセイボルト 牡4青鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 82：41．9	 5．2�
611 ワイドワンダー 牡4鹿 56 
島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 490－ 22：42．75 32．4�
12 グランラファル 牡5栗 57 松田 大作山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 504± 02：42．91� 152．0�
816 ワイルドアンセム 牡4鹿 56

54 △藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 B478－ 62：44．17 136．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，750，500円 複勝： 41，579，900円 枠連： 16，562，800円
馬連： 45，589，000円 馬単： 26，729，000円 ワイド： 27，612，100円
3連複： 72，413，300円 3連単： 106，197，200円 計： 359，433，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 510円 � 560円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，590円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 96，050円

票 数

単勝票数 計 227505 的中 � 54530（1番人気）
複勝票数 計 415799 的中 � 78292（1番人気）� 18786（7番人気）� 16981（8番人気）
枠連票数 計 165628 的中 （3－7） 30694（1番人気）
馬連票数 計 455890 的中 �� 8548（16番人気）
馬単票数 計 267290 的中 �� 3176（27番人気）
ワイド票数 計 276121 的中 �� 4818（16番人気）�� 4317（17番人気）�� 1683（46番人気）
3連複票数 計 724133 的中 ��� 2764（64番人気）
3連単票数 計1061972 的中 ��� 816（292番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．5―12．4―13．0―13．2―14．2―12．9―12．1―11．7―11．9―11．9―12．5

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�
12．7―23．5―35．0―47．4―1：00．4―1：13．6―1：27．8―1：40．7―1：52．8―2：04．5―2：16．4―2：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→→�」 上り4F48．0―3F36．3
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

モ ビ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2010．12．25 中山11着

2008．3．8生 牡6鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 23戦2勝 賞金 35，050，000円
〔その他〕 フォントルロイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フォントルロイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年3月9日まで出走できない。
※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 テンカイチ号

05020 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 ブルジュオン 牝4黒鹿55 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 61：09．4 27．9�

35 エアカリナン 牝5鹿 55 伊藤 工真 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム B468＋ 41：09．5� 12．5�
48 アラカメジョウ 牝5鹿 55 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 456－ 4 〃 ハナ 11．7�
611 フィールドメジャー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 16．2�
818� エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 480＋ 6 〃 クビ 156．7	
24 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 西村 太一辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 4 〃 アタマ 12．3

510 マイネモントル 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 440＋ 61：09．6� 82．0�
816 スーパーアース 牝4黒鹿 55

52 ▲花田 大昂岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 464－ 2 〃 クビ 10．7�
612 テーオートマホーク 牡4鹿 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 21：09．8� 2．0
36 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 川須 栄彦笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 502＋14 〃 クビ 20．9�
715 グインネヴィア 牝5栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 ハナ 12．1�
23 シャルロッカ 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 432－ 41：09．9クビ 99．1�

59 � フォレストピア 牡5鹿 57 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 448－14 〃 クビ 105．8�

714 エフティチャーミー 牝4鹿 55 田中 博康吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 446± 0 〃 ハナ 15．3�
12 � ショウナンナパ 牡4鹿 57 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 500＋181：10．0クビ 97．6�
817 エーティーガンダム 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 478＋ 6 〃 アタマ 19．4�
11 セルリアンスバル 牡4芦 57

54 ▲城戸 義政�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 440－ 21：10．21� 68．3�
（17頭）

47 アルベルトバローズ 牡5鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，505，900円 複勝： 39，134，400円 枠連： 18，058，500円
馬連： 48，531，400円 馬単： 32，139，700円 ワイド： 29，134，400円
3連複： 75，443，900円 3連単： 122，155，500円 計： 390，103，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 760円 � 310円 � 310円 枠 連（3－7） 1，560円

馬 連 �� 11，710円 馬 単 �� 28，010円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 3，240円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 34，120円 3 連 単 ��� 241，050円

票 数

単勝票数 差引計 255059（返還計 268） 的中 � 7214（11番人気）
複勝票数 差引計 391344（返還計 223） 的中 � 12055（11番人気）� 35361（3番人気）� 35409（2番人気）
枠連票数 差引計 180585（返還計 21） 的中 （3－7） 8564（7番人気）
馬連票数 差引計 485314（返還計 1710） 的中 �� 3059（48番人気）
馬単票数 差引計 321397（返還計 1031） 的中 �� 847（100番人気）
ワイド票数 差引計 291344（返還計 783） 的中 �� 2081（43番人気）�� 2194（39番人気）�� 5108（12番人気）
3連複票数 差引計 754439（返還計 4619） 的中 ��� 1632（109番人気）
3連単票数 差引計1221555（返還計 6461） 的中 ��� 374（725番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルジュオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．10．8 東京4着

2010．5．3生 牝4黒鹿 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 9戦2勝 賞金 16，300，000円
〔出走取消〕 アルベルトバローズ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 ノートゥング号



05021 2月9日 曇 重 （26小倉1）第2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

11 サ ナ シ オ ン 牡5鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：44．5 4．6�
48 メイショウソラーレ 牡4鹿 56

54 △藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 488－ 21：44．82 3．5�
815 オ レ ア リ ア 牡4黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 ハナ 9．8�
23 ディーエスコマンド 牡4鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 482－ 2 〃 ハナ 17．0�
12 スズカアドニス 牡4栗 56 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482＋ 61：45．01� 82．1�
24 	 エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 川須 栄彦前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value

Bloodstock 460＋ 21：45．42� 17．6	
816
 サンマルヴィエント 牡6栗 57 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 490＋161：45．5クビ 114．0

59 ナスノニシキ 牡4栗 56 中舘 英二�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 41：45．71� 6．2�
35 メイショウユキチ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 482＋ 81：45．91 21．2
47 タマモプラネット 牡4芦 56

53 ▲城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 478－ 8 〃 クビ 5．2�
510 キョウエイショウリ 牡6黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B474－ 21：46．0� 102．2�
713 ウインアルカディア 牡4栗 56

55 ☆中井 裕二�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 522＋341：46．31� 16．7�
611 ヒミノオオタカ 牡4鹿 56 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 21：46．4� 45．2�
612 マイネルドメニカ 牡5栗 57 丹内 祐次 �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 494－241：46．5� 132．6�
36 ブルーボンボヤージ 牝4鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 498－ 8 〃 クビ 135．6�
714 レオパルドゥス 牡6栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 486－ 61：46．71 114．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，523，100円 複勝： 49，425，700円 枠連： 19，437，900円
馬連： 72，858，700円 馬単： 41，516，300円 ワイド： 36，946，700円
3連複： 106，336，500円 3連単： 185，703，200円 計： 541，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 150円 � 260円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 360円 �� 860円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 14，750円

票 数

単勝票数 計 295231 的中 � 51154（2番人気）
複勝票数 計 494257 的中 � 74850（2番人気）� 106564（1番人気）� 41349（5番人気）
枠連票数 計 194379 的中 （1－4） 30882（1番人気）
馬連票数 計 728587 的中 �� 64641（1番人気）
馬単票数 計 415163 的中 �� 17013（1番人気）
ワイド票数 計 369467 的中 �� 28084（1番人気）�� 10082（9番人気）�� 12051（7番人気）
3連複票数 計1063365 的中 ��� 26160（4番人気）
3連単票数 計1857032 的中 ��� 9292（25番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．2―41．1―53．1―1：05．5―1：18．5―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
7－4，13（1，8）2（6，9，11）3（15，12）－（10，16）－（14，5）
7＝（4，13）8，1－（3，2，9）（11，5）（15，12，16）14（10，6）

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡5鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 22戦3勝 賞金 39，220，000円
〔発走状況〕 メイショウユキチ号・ヒミノオオタカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サナシオン号の騎手松田大作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウユキチ号は，平成26年2月10日から平成26年3月2日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ヒミノオオタカ号は，発走調教再審査。
※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） 1頭 ヴァンヘルシング号
（非抽選馬） 2頭 オンワードナルシス号・デンコウリキ号

05022 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

22 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 436－ 61：08．9 2．9�
610 クラウンルシフェル 牡3栗 56 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478± 0 〃 ハナ 9．3�
11 カ メ ッ ト 牡3栗 56 北村 友一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 454＋ 21：09．0� 12．9�
33 フェブノヘア 牝3栗 54 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432＋ 21：09．21 19．2�
45 クリノイザナミ 牝3青 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418－ 21：09．62� 57．9�
712 アポロデイライト 牝3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 456± 0 〃 クビ 113．6	
34 テイエムチュラッコ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 432－ 61：09．92 5．2

813 オフェーリアシチー 牝3芦 54 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 428＋ 41：10．21� 59．8�
57 	 ミスタージャック 牡3栗 56 山口 勲廣松 金次氏 東 眞市 浦河 馬道 隆 508＋ 11：10．3クビ 105．8�

（佐賀） （佐賀）

69 イ ス ル ギ 牝3黒鹿54 松田 大作山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 424＋ 8 〃 クビ 12．9

814 ハ ッ シ ュ 牝3芦 54 中舘 英二 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 41：10．51
 11．6�

711 シゲルミマサカ 牝3青鹿54 菱田 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 406－201：10．6クビ 47．4�
58 サクラドラジェ 牝3黒鹿54 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 448－12 〃 クビ 6．5�
46 ケンブリッジギルド 牡3栗 56 松山 弘平中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470＋ 61：11．23� 10．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，588，900円 複勝： 56，448，200円 枠連： 21，609，900円
馬連： 93，004，200円 馬単： 54，290，200円 ワイド： 43，532，900円
3連複： 138，934，400円 3連単： 236，649，600円 計： 679，058，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 280円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 660円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 20，180円

票 数

単勝票数 計 345889 的中 � 94098（1番人気）
複勝票数 計 564482 的中 � 141555（1番人気）� 60120（3番人気）� 43520（5番人気）
枠連票数 計 216099 的中 （2－6） 21597（2番人気）
馬連票数 計 930042 的中 �� 43257（5番人気）
馬単票数 計 542902 的中 �� 15002（7番人気）
ワイド票数 計 435329 的中 �� 16039（6番人気）�� 16791（4番人気）�� 7303（22番人気）
3連複票数 計1389344 的中 ��� 20771（14番人気）
3連単票数 計2366496 的中 ��� 8657（38番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．9―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．0―44．6―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ム ミ ラ ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．7 阪神12着

2011．3．11生 牝3鹿 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 6戦2勝 賞金 16，786，000円
〔発走状況〕 クラウンルシフェル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 デンコウウノ号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



05023 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第11競走 ��
��2，000�

だ ん の う ら

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

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

66 � コモノドラゴン 牡6栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 476－ 42：01．4 4．1�
55 スズカアンペール 牡6鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 470－ 8 〃 クビ 12．5�
22 ポセイドンバローズ 牡4栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 62：01．5	 9．6�
11 サンライズピーク 牡4黒鹿56 松山 弘平松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 492－ 42：01．6クビ 2．8�
44 サンライズマルス 牡6栗 57 川須 栄彦松岡 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 468－ 2 〃 クビ 14．5�
33 マ デ イ ラ 牡5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 5．3	
78 トルークマクト 牡4鹿 56 勝浦 正樹�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458＋ 42：01．7クビ 12．7

77 スリーロブロイ 牡5鹿 57 藤懸 貴志永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 82：01．91
 112．3�
89 ソールデスタン 牡7鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 462－ 4 〃 クビ 16．3
810 アイファーファルコ 牡5栗 57 北村 友一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 440－ 42：02．53	 15．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，119，100円 複勝： 73，833，200円 枠連： 28，126，600円
馬連： 161，209，000円 馬単： 92，184，200円 ワイド： 59，142，800円
3連複： 227，839，000円 3連単： 510，637，400円 計： 1，198，091，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 350円 � 260円 枠 連（5－6） 2，030円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 770円 �� 810円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 451191 的中 � 87757（2番人気）
複勝票数 計 738332 的中 � 138984（2番人気）� 47402（6番人気）� 73428（4番人気）
枠連票数 計 281266 的中 （5－6） 10247（11番人気）
馬連票数 計1612090 的中 �� 57525（9番人気）
馬単票数 計 921842 的中 �� 20204（12番人気）
ワイド票数 計 591428 的中 �� 19271（8番人気）�� 18400（10番人気）�� 9702（22番人気）
3連複票数 計2278390 的中 ��� 24109（28番人気）
3連単票数 計5106374 的中 ��� 13463（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．1―48．2―1：01．0―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コモノドラゴン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サツカーボーイ

2008．3．26生 牡6栗 母 ティコティコタック 母母 ワンアイドバンブー 18戦2勝 賞金 50，657，000円
初出走 JRA

05024 2月9日 曇 良 （26小倉1）第2日 第12競走 ��1，800�
ひ た

日 田 特 別
発走16時00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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

612 マイネアルナイル 牝5青鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 474－101：49．3 4．9�

12 レネットグルーヴ 牝4黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 ハナ 5．8�
11 ヴィルジニア 牝4鹿 54 北村 友一�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 434＋121：49．51� 2．6�
713 プラチナテーラー 牝4鹿 54 藤岡 佑介中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：49．6� 20．0�
611� スターリットスカイ 牝6栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474＋101：49．7� 18．6	
23 コスモスターター 牝4栗 54 丹内 祐次 �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 428－ 6 〃 クビ 18．2

35 ワタシマッテルワ 牝5鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 428－101：49．8クビ 32．0�
59 メイブリーズ 牝5芦 55 丸田 恭介千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－121：49．9� 24．4�
24 エリンジューム 牝4黒鹿54 黛 弘人有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 B476＋ 8 〃 ハナ 17．3
510 ボロンベルラルーン 牝4鹿 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 446＋ 61：50．11� 34．8�
47 マイネグラディウス 牝4黒鹿54 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 400± 0 〃 クビ 107．0�
48 カシノスターライト 牝7鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 506－ 2 〃 ハナ 43．3�
815 マーメイドティアラ 牝5鹿 55 吉田 隼人下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 428＋ 41：50．2クビ 179．9�
36 テイコフトウショウ 牝4栗 54 酒井 学トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 61：50．41� 8．3�
714 カ ミ ー リ ア 牝4鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 468－201：51．78 75．9�
816� メ イ ラ イ ト 牝4鹿 54 高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 浦河 王蔵牧場 456－ 21：51．8	 342．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，091，500円 複勝： 66，790，600円 枠連： 36，053，100円
馬連： 148，255，700円 馬単： 64，201，200円 ワイド： 52，881，300円
3連複： 186，586，100円 3連単： 329，296，700円 計： 926，156，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 170円 � 140円 枠 連（1－6） 370円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 450円 �� 320円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 420915 的中 � 68578（2番人気）
複勝票数 計 667906 的中 � 104055（2番人気）� 100443（3番人気）� 151564（1番人気）
枠連票数 計 360531 的中 （1－6） 73674（1番人気）
馬連票数 計1482557 的中 �� 92926（3番人気）
馬単票数 計 642012 的中 �� 18538（5番人気）
ワイド票数 計 528813 的中 �� 28168（3番人気）�� 43151（1番人気）�� 34885（2番人気）
3連複票数 計1865861 的中 ��� 104347（1番人気）
3連単票数 計3292967 的中 ��� 30749（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―37．1―49．8―1：02．3―1：14．2―1：25．9―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネアルナイル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2011．7．2 函館6着

2009．2．1生 牝5青鹿 母 コスモキララ 母母 ローズオブダイヤ 27戦3勝 賞金 39，573，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 スターリットスカイ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）について過怠金10，000円。



（26小倉1）第2日 2月9日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

163，010，000円
2，080，000円
4，620，000円
1，380，000円
14，990，000円
63，680，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
324，326，900円
543，166，800円
209，552，700円
797，023，900円
462，000，100円
387，821，800円
1，168，488，400円
2，047，243，300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 5，939，623，900円

総入場人員 8，845名 （有料入場人員 8，070名）
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