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05037 2月16日 晴 稍重 （26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 コスモラヴモア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 480± 01：47．5 13．9�
816 ガ ン ジ ー 牡3栗 56 D．バルジュー 岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 486± 01：47．6� 1．7�

（伊）

815 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 478－ 41：47．7� 4．1�
35 ワイエムポーター 牡3栗 56 藤岡 佑介�サンライズ 高橋 義忠 日高 日西牧場 462－101：48．23 32．5�
11 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 446－ 4 〃 アタマ 8．0�
47 ミヤビアンバー 牡3鹿 56 黛 弘人村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 496± 01：48．51� 24．5	
36 ジャマスルナ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B482＋ 61：48．81� 145．6

714 マジックホーガン 牡3鹿 56 川須 栄彦�杵臼牧場 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 486－ 61：49．33 16．3�
23 カ シ ノ バ ル �3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 456－ 4 〃 ハナ 218．7�
510 ランドントウォーク 牡3青鹿 56

53 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 490＋12 〃 アタマ 189．7
713 ウォーターバンクス 牡3黒鹿 56

54 △藤懸 貴志山岡 正人氏 田所 秀孝 白老 習志野牧場 434－101：49．4� 366．7�
12 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 B468－ 41：49．5クビ 174．8�
59 ヴェルダンディ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 454＋ 21：49．82 381．9�
611 ファーストフォリオ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 474－ 61：50．33 23．7�
612 ウインドサクセス 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 高橋 幸男 512＋ 4 〃 クビ 46．3�
24 � ボルタドマール 牝3栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高野 友和 米 North Hills

Management 438－121：52．4大差 186．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，589，300円 複勝： 37，246，800円 枠連： 11，539，600円
馬連： 33，179，800円 馬単： 24，861，200円 ワイド： 19，279，400円
3連複： 54，954，900円 3連単： 94，002，300円 計： 292，653，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 250円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 320円 �� 630円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 11，340円

票 数

単勝票数 計 175893 的中 � 10005（4番人気）
複勝票数 計 372468 的中 � 19823（4番人気）� 184118（1番人気）� 58322（2番人気）
枠連票数 計 115396 的中 （4－8） 14176（3番人気）
馬連票数 計 331798 的中 �� 26656（3番人気）
馬単票数 計 248612 的中 �� 6420（8番人気）
ワイド票数 計 192794 的中 �� 13404（3番人気）�� 5970（6番人気）�� 39275（1番人気）
3連複票数 計 549549 的中 ��� 35988（3番人気）
3連単票数 計 940023 的中 ��� 6123（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．8―44．3―57．5―1：09．6―1：21．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
15（8，16）（4，11）（3，6，12）（10，14）（1，7，9）（5，13）2・（15，16，2）（8，7）（6，11，5）12（14，1）（3，10，9）－4，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモラヴモア �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．23 函館5着

2011．4．4生 牡3鹿 母 フジアニバーサリー 母母 ダ ル ー ガ 8戦1勝 賞金 10，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルハリマ号・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。

05038 2月16日 晴 稍重 （26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20分 （ダート・右）

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

中央レコード
57．1
57．1

稍重
稍重

610� エイシンテキサス 牡4青 57 松山 弘平平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon
Farm, LLC 476－ 6 57．3 2．2�

11 � ロケットダッシュ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 486＋ 2 57．72� 4．6�

813 トーセンプリモ 牝5鹿 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 510＋ 6 58．23 16．6�
46 �� ム ニ ン 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 436＋ 2 58．3� 251．2�

58 � ク ー デ タ ー 牡5黒鹿57 太宰 啓介杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 470＋ 2 58．51	 19．1	
57 ス テ ー キ 牡4栗 57 川須 栄彦藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 510＋10 58．82 3．9

22 メイショウオハツ 牝5黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 B496－ 4 59．01	 96．3�
711 ト ド ロ ッ ク 牡4鹿 57 丸田 恭介山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 B500＋ 4 〃 ハナ 30．9�
814� エルクイーン 牝4黒鹿55 武 幸四郎土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 472± 0 〃 ハナ 49．5
69 �� アンテインテッド 牝4栗 55 丸山 元気�大樹ファーム 松元 茂樹 米

Daniel J.
Burke & Kath-
leen Schweizer

472＋ 4 59．1� 25．8�
33 レディーピンク 牝4鹿 55 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 434＋ 4 59．3
 48．0�
712� エクセレンフレール 牡4鹿 57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 522＋16 59．4� 17．5�
45 アスターキング 牡4栗 57 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 B500＋361：00．14 53．8�
34 � スズカルミナリー 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B466＋141：00．2� 156．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，536，400円 複勝： 30，956，800円 枠連： 10，068，400円
馬連： 34，973，800円 馬単： 27，306，000円 ワイド： 21，018，600円
3連複： 56，553，200円 3連単： 92，509，700円 計： 292，922，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 310円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 240円 �� 560円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 195364 的中 � 71917（1番人気）
複勝票数 計 309568 的中 � 102574（1番人気）� 50307（3番人気）� 17425（4番人気）
枠連票数 計 100684 的中 （1－6） 15665（2番人気）
馬連票数 計 349738 的中 �� 47187（2番人気）
馬単票数 計 273060 的中 �� 21391（3番人気）
ワイド票数 計 210186 的中 �� 25835（2番人気）�� 8780（4番人気）�� 3519（15番人気）
3連複票数 計 565532 的中 ��� 14277（8番人気）
3連単票数 計 925097 的中 ��� 8213（15番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．9―45．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンテキサス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2013．2．9 京都1着

2010．2．28生 牡4青 母 Stylish Wildcat 母母 Style and Class 8戦2勝 賞金 18，520，000円
〔発走状況〕 トーセンプリモ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーセンプリモ号は，平成26年2月17日から平成26年3月9日まで出走停止。停止期間の満了後に

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 ハルズハッピー号
（非抽選馬） 2頭 パワフルラリマー号・ロクイチスマイル号

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月16日 晴 良 （26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50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 マイネパシオーネ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：08．9 3．1�

47 カレンステイシー 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 470＋ 41：09．0� 3．2�
510 カネツスペシャル 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二�カネツ牧場 鹿戸 明 日高 合資会社カ
ネツ牧場 454－ 6 〃 クビ 12．3�

11 グッドウェーブ 牡3栗 56 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 446＋ 41：09．21 13．4�
612 エンジェルキック 牝3鹿 54 丸山 元気森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 480－ 8 〃 クビ 161．4�
48 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 松田 大作國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 396± 01：09．3� 5．2	
24 ピ ノ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 480＋ 81：09．4� 15．1

35 ディオレサンス 牝3栗 54 小牧 太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 81：09．72 50．6�
713 シゲルミカワ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 496－ 21：09．8� 97．9�
817 ショウナンガーラ 牡3鹿 56 藤岡 佑介国本 哲秀氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム 494＋ 61：10．01 63．5
816 ピッツネイル 牝3芦 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 506＋ 41：10．1� 25．0�
818 ブラックエミオ 牡3鹿 56 古川 吉洋鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 470－ 41：10．2� 14．1�
714 カ イ ミ ラ 牝3鹿 54 伊藤 工真 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－10 〃 クビ 157．2�
611 スキャットソング 牝3栗 54 西田雄一郎 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 412－101：10．3クビ 155．2�
715 スズカコンクパール 牝3栗 54 太宰 啓介永井商事� 野村 彰彦 様似 様似共栄牧場 428± 01：10．4� 206．3�
59 ゴ ラ イ コ ウ 牝3鹿 54 �島 良太柏木 務氏 境 直行 浦河 谷口牧場 452± 0 〃 アタマ 432．1�
12 ニューエトワール 牝3芦 54 秋山真一郎佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444＋ 2 〃 クビ 86．8�
23 テ ツ ヤ ク ン �3栗 56 田中 博康ケンレーシング組合 木村 哲也 新冠 武田 修一 B468－ 41：10．82� 291．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，436，300円 複勝： 38，118，400円 枠連： 15，053，300円
馬連： 39，209，200円 馬単： 28，993，200円 ワイド： 24，566，900円
3連複： 64，855，300円 3連単： 101，578，000円 計： 333，810，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 300円 枠 連（3－4） 250円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 620円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 214363 的中 � 55950（1番人気）
複勝票数 計 381184 的中 � 97218（1番人気）� 85059（2番人気）� 22545（6番人気）
枠連票数 計 150533 的中 （3－4） 45788（1番人気）
馬連票数 計 392092 的中 �� 79564（1番人気）
馬単票数 計 289932 的中 �� 28995（1番人気）
ワイド票数 計 245669 的中 �� 39225（1番人気）�� 8671（4番人気）�� 6667（10番人気）
3連複票数 計 648553 的中 ��� 21921（5番人気）
3連単票数 計1015780 的中 ��� 10065（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネパシオーネ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Soviet Star デビュー 2013．6．22 東京3着

2011．3．17生 牝3栗 母 コスモルビー 母母 Robinia 8戦1勝 賞金 14，100，000円
〔制裁〕 エンジェルキック号の騎手丸山元気は，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：7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 ザナイトビフォー号

05040 2月16日 晴 良 （26小倉1）第4日 第4競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

612 アイスブレイク 牝3青鹿54 松田 大作安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466－ 22：01．4 2．9�
611 アバンダンティア 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：01．61� 5．9�
24 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 446＋ 22：01．81� 3．4�
817 パラプリュイ 牝3栗 54

52 △藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 432－10 〃 アタマ 50．8�
48 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 勝浦 正樹小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 466－10 〃 ハナ 5．7�
12 トーホウメビウス 牝3鹿 54 吉田 隼人東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 460－ 4 〃 クビ 13．5	
36 エイユーチャキーラ 牝3鹿 54 川須 栄彦笹部 和子氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 406－ 4 〃 ハナ 111．2

35 アンジュドボヌール 牝3栗 54 古川 吉洋杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 514－ 22：02．43� 86．9�
715 マイネエルスト 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新ひだか 大典牧場 432－ 82：02．72 50．2�
11 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 480＋ 42：02．8� 22．8
713 ファイナルカヨ 牝3栗 54 黛 弘人泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 434－102：02．9� 364．9�
59 デンジャラー 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 446－ 82：03．0クビ 279．4�
510 ブリーズラプソディ 牝3青鹿54 酒井 学有限会社シルク庄野 靖志 日高 メイプルファーム 454－ 22：03．1� 119．0�
714 ジャンパップ 牝3栗 54 丸山 元気 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 440－ 62：03．41� 125．2�
47 ショウナンガラシャ 牝3栗 54 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 448－ 22：03．5� 85．9�
23 カフジウインド 牝3鹿 54 藤岡 康太加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 452－122：03．92� 62．1�
818 リヴァートウショウ 牝3鹿 54 藤岡 佑介トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－162：04．22 22．4�
816 スイートワンダー 牝3栗 54 西田雄一郎伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 498－ 42：08．1大差 412．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，083，600円 複勝： 37，591，000円 枠連： 15，332，100円
馬連： 42，844，200円 馬単： 30，457，000円 ワイド： 23，933，000円
3連複： 66，916，700円 3連単： 104，870，900円 計： 344，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 170円 � 130円 枠 連（6－6） 910円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 220836 的中 � 60723（1番人気）
複勝票数 計 375910 的中 � 100785（1番人気）� 45456（4番人気）� 78546（2番人気）
枠連票数 計 153321 的中 （6－6） 12556（4番人気）
馬連票数 計 428442 的中 �� 41801（2番人気）
馬単票数 計 304570 的中 �� 17471（3番人気）
ワイド票数 計 239330 的中 �� 16583（3番人気）�� 29887（1番人気）�� 14019（5番人気）
3連複票数 計 669167 的中 ��� 65050（1番人気）
3連単票数 計1048709 的中 ��� 20894（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．9―47．3―59．6―1：11．9―1：24．3―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アイスブレイク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．9．7 阪神7着

2011．4．2生 牝3青鹿 母 ハイウェイトゥグローリー 母母 Anita Via 8戦1勝 賞金 9，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートワンダー号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ジューンヴィエナ号・ニシノチャステティ号・マルクナッテ号・ルアノヴァ号



05041 2月16日 晴 良 （26小倉1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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
1：44．1
1：44．1

良
良

44 エイシンフランキー 牡3芦 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：51．5 1．6�
812 ヤマカツゴーゴー 牡3黒鹿56 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466 ―1：51．71� 8．7�
57 エイシンコアー 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 土田 扶美子 446 ―1：51．91 6．0�
56 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 472 ―1：52．0� 17．7�
68 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿56 西田雄一郎副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 502 ―1：52．1� 94．1�
33 キスオブザビーナス 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 412 ―1：52．52� 34．8	
710 メイショウタイリン 牝3青 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 440 ― 〃 ハナ 7．4

45 ヒラボクプリンセス 牝3青鹿54 藤岡 康太�平田牧場 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 438 ― 〃 ハナ 47．0�
11 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56 D．バルジュー 吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 462 ―1：53．67 30．2�

（伊）

22 クリノハッチャン 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 460 ―1：53．81� 54．8
69 ナリタレアル 牝3栗 54 松山 弘平�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 394 ―1：54．01 43．0�
813 プ ロ メ ッ サ 牝3鹿 54 松田 大作山口 敦広氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 434 ―1：54．31� 74．4�
711 ダノンシラーズ 牡3黒鹿 56

55 ☆杉原 誠人�ダノックス 千田 輝彦 新ひだか 矢野牧場 550 ―1：55．47 212．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，824，400円 複勝： 41，457，100円 枠連： 11，803，200円
馬連： 38，486，900円 馬単： 33，285，000円 ワイド： 21，926，100円
3連複： 56，760，100円 3連単： 111，336，100円 計： 339，878，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（4－8） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 210円 �� 550円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 248244 的中 � 125242（1番人気）
複勝票数 計 414571 的中 � 210135（1番人気）� 36735（4番人気）� 45028（3番人気）
枠連票数 計 118032 的中 （4－8） 15809（3番人気）
馬連票数 計 384869 的中 �� 44154（3番人気）
馬単票数 計 332850 的中 �� 28376（3番人気）
ワイド票数 計 219261 的中 �� 20695（3番人気）�� 30001（1番人気）�� 8392（6番人気）
3連複票数 計 567601 的中 ��� 43258（2番人気）
3連単票数 計1113361 的中 ��� 27596（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．7―49．7―1：02．8―1：16．0―1：28．0―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．5
1
3
・（6，9）（4，13）7（2，3，8）－（10，12）5－1－11
6（9，13，8，12）（4，7）3，10，2，5－1－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイシンフランキー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．8生 牡3芦 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 メイショウロッソ号の騎手武幸四郎は，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）
※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。

05042 2月16日 晴 良 （26小倉1）第4日 第6競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分（番組第8競走を順序変更） （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

88 � メイショウリョウマ 牡6黒鹿 57
56 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 22：40．1 1．9�
55 � レイトライザー 牡4黒鹿 56

54 △藤懸 貴志中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 458± 0 〃 クビ 13．3�
89 テ ン カ イ チ 牡4鹿 56 黛 弘人大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 448－ 62：40．2� 19．2�
33 モ ン モ ン 牡4鹿 56

53 ▲岩崎 翼小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 474－ 62：40．73 58．2�
44 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 B498＋ 2 〃 ハナ 10．7�
22 � リッカタキシード 牡7黒鹿57 D．バルジュー 立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 456－102：40．91� 13．5�

（伊）

11 � カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B502－ 2 〃 クビ 3．8	
66 � セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋
イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 486± 02：41．43 6．9�
77 テイエムエビスオー 牡6鹿 57 荻野 琢真竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 500－102：44．7大差 85．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，696，800円 複勝： 31，558，800円 枠連： 8，034，000円
馬連： 32，553，800円 馬単： 30，076，100円 ワイド： 17，872，200円
3連複： 49，147，800円 3連単： 125，593，200円 計： 314，532，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 320円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 390円 �� 530円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 9，850円

票 数

単勝票数 計 196968 的中 � 82631（1番人気）
複勝票数 計 315588 的中 � 126362（1番人気）� 21809（6番人気）� 17495（7番人気）
枠連票数 計 80340 的中 （5－8） 6542（4番人気）
馬連票数 計 325538 的中 �� 21887（5番人気）
馬単票数 計 300761 的中 �� 14211（6番人気）
ワイド票数 計 178722 的中 �� 12298（4番人気）�� 8392（6番人気）�� 2840（19番人気）
3連複票数 計 491478 的中 ��� 10627（14番人気）
3連単票数 計1255932 的中 ��� 9416（34番人気）

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

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�
12．8―24．2―36．0―48．0―1：00．3―1：12．6―1：26．0―1：38．7―1：51．3―2：03．2―2：15．2―2：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．8―3F36．9
1
�
7－8－6＝2（5，4）3－（9，1）・（8，1）－6（7，2，4，9）（3，5）

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

勝馬の
紹 介

�メイショウリョウマ 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2008．3．28生 牡6黒鹿 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 10戦1勝 賞金 14，795，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 エルヴィスバローズ号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 マイネルバランシン号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※テイエムエビスオー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



05043 2月16日 晴 稍重 （26小倉1）第4日 第7競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

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

59 クリノアマダブラム 牝4栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 434－101：45．6 3．6�
611 ゴッドフロアー 牝4鹿 54 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 486－101：45．7� 4．7�
816 ブルーメリディアン 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 444－24 〃 ハナ 33．7�
35 スターライラック 牝5鹿 55 伊藤 工真庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 470＋ 2 〃 クビ 12．8�
815 キャニオンバレー 牝4青鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 504－ 41：45．91 7．8�
23 � ホッコーアムール 牝4青 54 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 440－ 4 〃 クビ 32．9	
713 デルマハンニャ 牝4鹿 54 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 432－141：46．53� 231．2

48 グレートエンジェル 牝4鹿 54 �島 良太田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 480－ 81：46．6� 15．5�
12 � マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 丸田 恭介加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452－ 11：46．91� 182．4�
24 メイショウユウヤケ 牝4黒鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 和子氏 中村 均 様似 清水 誠一 434＋121：47．21� 182．1
47 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55

54 ☆杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 446－ 61：47．3クビ 152．4�
612 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490± 01：47．51� 72．4�
714 アルテミシア 牝4鹿 54

52 △藤懸 貴志岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 460－101：47．71� 170．3�
11 レッドフォーチュン 牝4芦 54 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 450＋ 41：48．12� 3．7�
510 アウレオーラ 牝4黒鹿54 黛 弘人有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516－121：48．2クビ 19．2�
36 ケリーダノビア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．41� 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，485，500円 複勝： 46，889，400円 枠連： 15，905，000円
馬連： 55，399，300円 馬単： 35，758，400円 ワイド： 31，973，500円
3連複： 87，188，400円 3連単： 129，123，400円 計： 429，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 210円 � 690円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，450円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 41，240円

票 数

単勝票数 計 274855 的中 � 61189（1番人気）
複勝票数 計 468894 的中 � 97071（1番人気）� 63397（3番人気）� 13134（9番人気）
枠連票数 計 159050 的中 （5－6） 18946（2番人気）
馬連票数 計 553993 的中 �� 44373（2番人気）
馬単票数 計 357584 的中 �� 17211（3番人気）
ワイド票数 計 319735 的中 �� 20999（2番人気）�� 3039（30番人気）�� 3013（31番人気）
3連複票数 計 871884 的中 ��� 6031（38番人気）
3連単票数 計1291234 的中 ��� 2311（124番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．6―12．5―13．2―13．1―12．5―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．2―41．7―54．9―1：08．0―1：20．5―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノアマダブラム �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．7．15 新潟3着

2010．4．17生 牝4栗 母 レディマハロ 母母 アイスダンシング 17戦2勝 賞金 19，460，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 マルシアーノ号

05044 2月16日 晴 良 （26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40分（番組第6競走を順序変更） （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

24 アドマイヤクーガー 牡6栗 57 小牧 太近藤 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 466－ 21：08．9 8．5�

36 サチノリーダース 牡4青鹿 57
55 △藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 456＋ 41：09．0� 2．9�

715� ミッキーマンデー 牡4栗 57 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 478－ 4 〃 クビ 10．3�
714 トミケンフィアブル 牡4栗 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 492＋181：09．42� 35．9�
612 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± 0 〃 アタマ 18．3�
818 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 太宰 啓介澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 482＋121：09．5� 68．5�
59 アグネスアンジュ 牝6栗 55

54 ☆杉原 誠人渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 472－ 2 〃 ハナ 160．5	
510 アルトゥバン 牡6栗 57

56 ☆中井 裕二
ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 494－ 6 〃 ハナ 3．8�
48 � ハナズルナピエナ 牝5鹿 55 川須 栄彦M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 428± 01：09．6クビ 25．3�
23 マジカルビアンカ 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 438－ 2 〃 クビ 35．6
713 レッドムーヴ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454＋ 81：09．92 7．5�
35 � モエレプレジデント 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 454＋ 61：10．0クビ 181．8�
611� 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± 0 〃 クビ 146．6�
816 ノートゥング 牡4栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：10．1� 56．7�
47 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 吉田 隼人田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム B452－ 21：10．31� 19．1�
11 デルマスナカケババ 牝4黒鹿55 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 466－ 21：10．51� 220．5�
817 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 高倉 稜石川 幸司氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 432－121：11．77 23．9�

（17頭）
12 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 丸田 恭介西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，562，700円 複勝： 39，232，000円 枠連： 21，502，100円
馬連： 55，170，000円 馬単： 33，957，900円 ワイド： 29，504，200円
3連複： 84，120，300円 3連単： 128，227，000円 計： 416，276，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 150円 � 300円 枠 連（2－3） 1，070円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，390円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 25，200円

票 数

単勝票数 差引計 245627（返還計 295） 的中 � 22806（4番人気）
複勝票数 差引計 392320（返還計 449） 的中 � 44853（3番人気）� 92781（1番人気）� 28388（5番人気）
枠連票数 差引計 215021（返還計 3 ） 的中 （2－3） 14953（4番人気）
馬連票数 差引計 551700（返還計 1355） 的中 �� 34161（2番人気）
馬単票数 差引計 339579（返還計 1055） 的中 �� 9323（5番人気）
ワイド票数 差引計 295042（返還計 622） 的中 �� 14960（3番人気）�� 4957（14番人気）�� 11318（5番人気）
3連複票数 差引計 841203（返還計 3330） 的中 ��� 14550（9番人気）
3連単票数 差引計1282270（返還計 5596） 的中 ��� 3756（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．6―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（17，18）7（3，6，12）（8，11）（15，16）10（9，14）（5，4）－1－13 4 ・（17，18）（3，6，7，12）（8，15，11）（10，16，14，4）9，5－1，13

勝馬の
紹 介

アドマイヤクーガー �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．18 阪神1着

2008．2．16生 牡6栗 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 27戦2勝 賞金 22，708，000円
〔出走取消〕 ウエスタンソーレ号は，疾病〔輸送熱〕のため出走取消。
〔発走状況〕 レッドムーヴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 レッドムーヴ号は，発走調教再審査。



05045 2月16日 晴 良 （26小倉1）第4日 第9競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

78 リングネブラ 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：02．8 6．5�
44 アニマトゥール 牝4黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 444－ 82：02．9� 7．2�
811 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 54 秋山真一郎 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 496＋ 42：03．11� 18．2�
66 シュピッツェ 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 アタマ 9．9�
55 メイショウグレア 牝4鹿 54

53 ☆杉原 誠人松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 406－ 22：03．2� 9．0�
33 インプレショニスト 牝4鹿 54 �島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 442± 02：03．3� 3．9	
11 ア ル カ ナ 牝4鹿 54 藤岡 佑介
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 6 〃 クビ 8．5�
22 マイネグラディウス 牝4黒鹿 54

53 ☆中井 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 396－ 42：03．51� 98．8�

67 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 420－ 8 〃 アタマ 13．0
79 ファンアットコート 牝4鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 470－102：03．6� 40．3�
810 レ ジ ー ナ 牝4栗 54 松田 大作 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 426－ 62：03．7� 4．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，464，100円 複勝： 50，254，500円 枠連： 16，900，700円
馬連： 67，950，100円 馬単： 42，119，000円 ワイド： 32，955，500円
3連複： 96，630，100円 3連単： 169，544，600円 計： 502，818，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 220円 � 570円 枠 連（4－7） 2，070円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，900円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 14，960円 3 連 単 ��� 73，910円

票 数

単勝票数 計 264641 的中 � 32285（3番人気）
複勝票数 計 502545 的中 � 59523（4番人気）� 68990（3番人気）� 19335（9番人気）
枠連票数 計 169007 的中 （4－7） 6030（12番人気）
馬連票数 計 679501 的中 �� 23901（9番人気）
馬単票数 計 421190 的中 �� 6675（21番人気）
ワイド票数 計 329555 的中 �� 10388（10番人気）�� 4214（32番人気）�� 3589（34番人気）
3連複票数 計 966301 的中 ��� 4770（64番人気）
3連単票数 計1695446 的中 ��� 1693（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．1―37．5―50．8―1：03．5―1：15．7―1：28．0―1：40．1―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リングネブラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Marquetry デビュー 2012．2．12 東京7着

2009．5．22生 牝5黒鹿 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 14戦3勝 賞金 24，360，000円

05046 2月16日 晴 良 （26小倉1）第4日 第10競走 ��1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）

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

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

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

813� ナスノシベリウス 牝5芦 55 丸田 恭介�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

502＋ 21：48．8 11．1�
56 スマートルピナス 牝4鹿 54 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 446－ 6 〃 クビ 8．8�
812 アドマイヤライン 牡4青鹿56 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：48．9クビ 5．6�
44 ダイナミックウオー 牡4黒鹿56 太宰 啓介小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 508± 0 〃 ハナ 3．6�
711 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 488＋ 21：49．11� 76．5	
57 マイネルブルズアイ 牡4鹿 56 D．バルジュー �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 B476± 0 〃 クビ 18．1


（伊）

45 ブライテストソード �5栗 57 西田雄一郎 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 81：49．2クビ 41．7�

33 デンコウリキ 牡4黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 502－ 4 〃 クビ 4．6
68 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 504－ 21：49．41� 38．3�
710	 サンライズシルバー 牡4芦 56 秋山真一郎松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋141：49．5
 13．8�
11 � ワイドクロス 牡5栃栗57 松山 弘平幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 502－12 〃 アタマ 147．7�
22 マイネルアルティマ 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 474± 01：49．71 5．9�
69 � スピリテッドエアー 牝5青 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛

Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

480± 01：50．76 64．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，723，800円 複勝： 59，008，100円 枠連： 21，346，600円
馬連： 88，751，500円 馬単： 53，168，000円 ワイド： 41，931，800円
3連複： 128，592，600円 3連単： 221，908，300円 計： 645，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 380円 � 250円 � 190円 枠 連（5－8） 1，220円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 12，190円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，230円 �� 800円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 77，110円

票 数

単勝票数 計 307238 的中 � 21829（6番人気）
複勝票数 計 590081 的中 � 35803（6番人気）� 61506（5番人気）� 93712（2番人気）
枠連票数 計 213466 的中 （5－8） 13008（8番人気）
馬連票数 計 887515 的中 �� 11588（22番人気）
馬単票数 計 531680 的中 �� 3221（46番人気）
ワイド票数 計 419318 的中 �� 6088（21番人気）�� 8395（14番人気）�� 13360（9番人気）
3連複票数 計1285926 的中 ��� 9815（36番人気）
3連単票数 計2219083 的中 ��� 2124（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．8―49．4―1：01．6―1：13．5―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナスノシベリウス �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Pine Bluff デビュー 2011．12．25 中山5着

2009．3．22生 牝5芦 母 Cradlesong 母母 Happy Tune 18戦3勝 賞金 30，832，000円
〔その他〕 カシノスターライト号は，競走中に疾病〔鼻出血（4回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノスターライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年5月16日まで出走できない。
※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。



05047 2月16日 晴 稍重 （26小倉1）第4日 第11競走 ��1，700�
も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．9以降26．2．10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

賞 品
本 賞 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000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 サ ン ビ ス タ 牝5黒鹿54 D．バルジュー �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 470－ 21：43．1 3．3�

（伊）

46 カチューシャ 牝5栃栗53 秋山真一郎窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：43．31� 6．7�
815� マヤノクレド 牡6鹿 53 川須 栄彦田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 498－ 41：43．51� 64．8�
712 コウセイコタロウ 牡5黒鹿56 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 504＋ 81：43．81� 11．7�
713 キングヒーロー 牡5黒鹿55 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 502－ 61：44．0� 4．7�
814 ワイルドドラゴン 牡4鹿 55 高倉 稜窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 508－101：44．21� 9．3	
611 キタサンシンガー 牡5芦 54 藤岡 康太
大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 504± 01：44．51� 119．3�
22 ダノンハラショー 牡7栗 53 武 幸四郎�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 464－10 〃 ハナ 59．7�
610	 タツパーシヴ 牡7芦 52 黛 弘人日下部勝德氏 
島 一歩 米 Hokuyou

Farm B494－ 2 〃 アタマ 87．3
34 スターソード 牡4鹿 55 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 41：44．6� 6．2�
58 ライジングサン 牡6栗 55 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 522＋ 41：44．7� 76．7�
59 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 54 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 476± 0 〃 クビ 17．3�
35 アップトゥデイト 牡4芦 53 吉田 隼人今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 2 〃 ハナ 77．4�
11 シルクシンフォニー 牝5栗 50 酒井 学有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 456± 01：45．12� 164．2�
23 イースターパレード �5栗 56 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 512＋141：45．52� 10．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，058，300円 複勝： 93，361，200円 枠連： 51，257，600円
馬連： 203，490，900円 馬単： 107，952，200円 ワイド： 77，919，500円
3連複： 311，997，600円 3連単： 560，734，500円 計： 1，458，771，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 210円 � 1，150円 枠 連（4－4） 1，070円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，760円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 18，190円 3 連 単 ��� 62，810円

票 数

単勝票数 計 520583 的中 � 127980（1番人気）
複勝票数 計 933612 的中 � 223555（1番人気）� 119086（3番人気）� 14696（10番人気）
枠連票数 計 512576 的中 （4－4） 35421（5番人気）
馬連票数 計2034909 的中 �� 145583（3番人気）
馬単票数 計1079522 的中 �� 48424（2番人気）
ワイド票数 計 779195 的中 �� 55423（1番人気）�� 6545（30番人気）�� 4716（34番人気）
3連複票数 計3119976 的中 ��� 12659（56番人気）
3連単票数 計5607345 的中 ��� 6589（226番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．1―40．9―53．0―1：05．6―1：18．1―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン ビ ス タ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．3．31 阪神4着

2009．3．18生 牝5黒鹿 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 13戦5勝 賞金 71，529，000円
※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。

05048 2月16日 晴 良 （26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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 508＋ 21：08．5 63．5�
23 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 434－ 81：08．71 6．7�
611 スピークソフトリー 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－121：08．8� 2．0�
35 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 中舘 英二栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 400－12 〃 クビ 19．4�
47 � ユールフェスト 牝5青鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B464＋ 41：08．9クビ 9．5�
12 レヴァンタール �5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442－ 2 〃 クビ 53．0	
612 ダイワスペシャル �6栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 482－101：09．0	 36．3

816 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－12 〃 ハナ 21．9�
11 エランドール 牝6鹿 55 川須 栄彦�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 440－10 〃 ハナ 26．3�
817 ビットスターダム 牡6芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466＋ 2 〃 ハナ 68．3
48 アグネスキズナ 牡4栗 57 菱田 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494＋ 41：09．1� 41．0�
713� ダークマレイン 牝5鹿 55 伊藤 工真門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 454－ 41：09．2� 21．6�
36 サンライズネガノ 牡4芦 57 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B488－ 2 〃 ハナ 79．1�
818 アーベントロート 牝5黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448± 01：09．3� 75．7�
510 エイシンキンチェム 牝5鹿 55 藤岡 佑介平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 486－ 2 〃 ハナ 10．9�
714 カシノランナウェイ �4栗 57 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 486－ 61：09．51 12．6�
715 マジカルポケット 牡6鹿 57 吉田 隼人榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 484± 01：09．82 99．6�
59 ビップイシマツ 牡4青 57 松田 大作鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 ハナ 50．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，178，600円 複勝： 86，575，400円 枠連： 42，356，200円
馬連： 173，573，200円 馬単： 76，782，600円 ワイド： 67，411，400円
3連複： 225，309，900円 3連単： 376，998，000円 計： 1，100，185，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，350円 複 勝 � 1，280円 � 220円 � 130円 枠 連（2－2） 24，260円

馬 連 �� 26，800円 馬 単 �� 58，300円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 3，360円 �� 360円

3 連 複 ��� 19，090円 3 連 単 ��� 305，080円

票 数

単勝票数 計 511786 的中 � 6356（14番人気）
複勝票数 計 865754 的中 � 11589（16番人気）� 98249（2番人気）� 248340（1番人気）
枠連票数 計 423562 的中 （2－2） 1289（35番人気）
馬連票数 計1735732 的中 �� 5105（65番人気）
馬単票数 計 767826 的中 �� 972（148番人気）
ワイド票数 計 674114 的中 �� 2506（66番人気）�� 4590（38番人気）�� 53922（1番人気）
3連複票数 計2253099 的中 ��� 8713（56番人気）
3連単票数 計3769980 的中 ��� 912（832番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．4―11．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．0―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレニホレルナヨ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．8．13 小倉3着

2009．3．11生 牡5栗 母 マチカネホレルナヨ 母母 Simply Gorgeous 20戦4勝 賞金 47，535，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダンツミュータント号



（26小倉1）第4日 2月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

175，360，000円
6，040，000円
1，610，000円
15，970，000円
62，689，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
337，639，800円
592，249，500円
241，098，800円
865，582，700円
524，716，600円
410，292，100円
1，283，026，900円
2，216，426，000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 6，471，032，400円

総入場人員 10，181名 （有料入場人員 9，268名）
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