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05061 2月22日 雨 不良 （27小倉1）第6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
56．9
56．9

重
重

58 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 54 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 488＋ 4 58．0 7．5�
34 ラッキーダン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B464－ 2 58．32 6．3�
11 カシノキングダム 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 456± 0 59．36 8．1�
814 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B528＋ 2 59．51� 4．5�
46 タ ピ エ ス 牡3鹿 56 和田 竜二細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 474＋ 4 59．71 9．9�
610 メイショウフライキ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 432－ 4 59．8� 2．8�
711 ヌンチェルラ 牡3鹿 56 丸田 恭介湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 492＋ 61：00．01� 68．1	
45 ティアップサンダー 牡3黒鹿56 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 478＋ 2 〃 ハナ 17．2

33 オ ウ キ ュ ウ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太重松 國建氏 日吉 正和 浦河 北俣牧場 482＋ 81：00．1� 18．2�
813 レモンイエロー 牝3鹿 54 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 406－121：00．2クビ 79．9
69 ペイシャンスイット 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 466＋ 8 〃 クビ 199．5�
712 サンコールドウェル 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 490＋ 21：00．41� 314．0�
22 ファーマベリー 牝3栗 54 酒井 学中西 功氏 日吉 正和 新冠 杉山 義行 448＋121：00．5� 79．9�
57 スティールブルグ 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506－ 2 〃 ハナ 187．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，739，800円 複勝： 21，980，500円 枠連： 7，960，100円
馬連： 37，756，900円 馬単： 21，637，600円 ワイド： 19，719，200円
3連複： 52，179，000円 3連単： 73，848，500円 計： 250，821，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 190円 � 230円 枠 連（3－5） 1，880円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 660円 �� 810円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 19，250円

票 数

単勝票数 計 157398 的中 � 16773（4番人気）
複勝票数 計 219805 的中 � 19215（5番人気）� 33050（3番人気）� 24998（4番人気）
枠連票数 計 79601 的中 （3－5） 3266（10番人気）
馬連票数 計 377569 的中 �� 14434（9番人気）
馬単票数 計 216376 的中 �� 4099（16番人気）
ワイド票数 計 197192 的中 �� 7634（7番人気）�� 6090（13番人気）�� 10111（4番人気）
3連複票数 計 521790 的中 ��� 11295（13番人気）
3連単票数 計 738485 的中 ��� 2781（64番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．0―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．6―45．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘーラー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．6 中京8着

2012．4．16生 牝3鹿 母 ニホンピロビオラ 母母 ニホンピロピュアー 9戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 オウキュウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オウキュウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月22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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモチェリッシュ号
（非抽選馬） 3頭 ジェロニモ号・ハーティタイトル号・ラブテンダー号

05062 2月22日 雨 不良 （27小倉1）第6日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走10時15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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

815 ハナズリベンジ 牝4黒鹿54 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 478± 01：46．4 9．0�
48 グランドエンジェル 牝4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 444± 01：46．72 4．5�
23 スズカシャーマン 牝4芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 446± 01：46．8クビ 3．0�
35 ヒデノヒロイン 牝4芦 54 松田 大作大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438＋ 21：46．9� 23．8�
47 ラクリモーサ 牝6青鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 448± 01：47．11 4．3	
713� エイユーラピス 牝6鹿 55 酒井 学笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：47．2� 9．2

611 リースリング 牝4栗 54

51 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 444－ 2 〃 ハナ 38．0�
24 � メイショウマツシマ 牝4青鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：47．3� 73．0�
59 クラシックマーク 牝4栗 54 柴田 大知小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 438－ 21：47．4� 103．6
714 ノーブルガイア 牝6黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442－ 21：47．61 64．5�
510 ディオレサンス 牝4栗 54 和田 竜二�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 4 〃 クビ 80．3�
12 マサノマリリン 牝4黒鹿54 松岡 正海中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 460－ 41：47．7クビ 14．5�
816 ティボリハーモニー 牝5栗 55 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 516＋ 41：47．8� 56．2�
11 バーンアウル 牝4鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 0 〃 アタマ 27．8�
36 サンマルリジイ 牝6黒鹿55 藤岡 康太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 510＋ 61：48．54 170．5�
612� デンコウアカツキ 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 本巣 敦 472－101：48．71	 177．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，880，100円 複勝： 20，313，100円 枠連： 8，828，400円
馬連： 27，934，500円 馬単： 16，740，200円 ワイド： 16，339，500円
3連複： 39，233，000円 3連単： 55，980，500円 計： 200，249，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 150円 � 120円 枠 連（4－8） 1，150円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 860円 �� 640円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 20，130円

票 数

単勝票数 計 148801 的中 � 13087（4番人気）
複勝票数 計 203131 的中 � 14568（5番人気）� 34590（2番人気）� 56789（1番人気）
枠連票数 計 88284 的中 （4－8） 5943（5番人気）
馬連票数 計 279345 的中 �� 7926（9番人気）
馬単票数 計 167402 的中 �� 2273（19番人気）
ワイド票数 計 163395 的中 �� 4570（9番人気）�� 6339（6番人気）�� 13466（2番人気）
3連複票数 計 392330 的中 ��� 13730（4番人気）
3連単票数 計 559805 的中 ��� 2016（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―31．3―44．5―57．2―1：09．0―1：20．8―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハナズリベンジ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．9．22 阪神8着

2011．3．30生 牝4黒鹿 母 トロピカルフラワー 母母 クリスタルトロフィ 13戦2勝 賞金 19，330，000円

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月22日 雨 重 （27小倉1）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

24 ラブローレル 牝3青鹿54 松岡 正海増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406－ 21：09．5 12．1�
612 キャロライン 牡3栗 56 中谷 雄太北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 492－ 8 〃 アタマ 11．3�
36 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 484－ 2 〃 アタマ 7．2�
12 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 422－ 41：09．71� 14．6�
11 エースナンバー 牡3黒鹿56 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 486± 01：09．8� 3．8�
48 トウカイクローネ 牡3青鹿56 D．バルジュー 内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 460－101：10．01 6．1	

（伊）

35 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 394－101：10．1� 25．6

816 ソ ラ ー ナ 牝3鹿 54 藤岡 康太水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 424－ 2 〃 ハナ 8．2�
714 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 杉原 誠人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 446＋ 21：11．16 196．0�
713 ラ ス キ ー ヌ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 2 〃 ハナ 97．8
818 バトルシュプリーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 沖田 忠幸 416－121：11．31� 122．0�
611 ホーリーエンジェル 牝3黒鹿54 松田 大作天堀 忠博氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 418－10 〃 ハナ 7．1�
59 オウケンチョコ 牝3鹿 54 丸田 恭介福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 宮内牧場 476－ 8 〃 ハナ 17．2�
817 ウインマジュール 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 81：11．62 94．2�
23 ブーケオブローズ 牝3栃栗54 高倉 稜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 444－12 〃 ハナ 45．3�
47 レッドラヴァルス 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 426＋161：11．81 101．4�
510 アイヲトドケマス 牝3鹿 54 古川 吉洋小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 築紫 洋 426 ― 〃 クビ 139．5�
715 ダイゴサクラ 牝3鹿 54 和田 竜二岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 458－ 41：12．43� 51．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，275，200円 複勝： 22，586，900円 枠連： 11，172，100円
馬連： 34，959，500円 馬単： 18，214，100円 ワイド： 20，578，400円
3連複： 46，882，200円 3連単： 60，026，700円 計： 231，695，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 370円 � 360円 � 240円 枠 連（2－6） 1，940円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 12，570円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，390円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 17，240円 3 連 単 ��� 101，440円

票 数

単勝票数 計 172752 的中 � 11389（7番人気）
複勝票数 計 225869 的中 � 15377（7番人気）� 15540（6番人気）� 27548（2番人気）
枠連票数 計 111721 的中 （2－6） 4450（9番人気）
馬連票数 計 349595 的中 �� 4202（25番人気）
馬単票数 計 182141 的中 �� 1086（53番人気）
ワイド票数 計 205784 的中 �� 2128（34番人気）�� 3849（14番人気）�� 3479（18番人気）
3連複票数 計 468822 的中 ��� 2039（60番人気）
3連単票数 計 600267 的中 ��� 429（354番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．9―11．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．2―44．7―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．3
3 ・（2，4）－12，6（1，11）9，5，7（8，13，15）16（17，14）－18（3，10） 4 ・（2，4）－12（6，1）（5，11）（9，8）（16，7）（13，15）－14，17，18－（3，10）

勝馬の
紹 介

ラブローレル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．7．5 函館6着

2012．2．5生 牝3青鹿 母 ローレルポラリス 母母 セブンレツトウ 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 キャロライン号の騎手中谷雄太は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カナラズカナラズ号・カンタベリーキッズ号・シャイントラベラー号・パイアタウン号
※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。

05064 2月22日 雨 重 （27小倉1）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時15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

12 レッドソロモン 牡3鹿 56 D．バルジュー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B470－ 42：03．7 5．7�
（伊）

715 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 486－ 62：04．55 2．1�
816 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 中谷 雄太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 496＋ 22：04．6� 6．1�
11 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 472＋ 22：04．92 135．3�
510 ウインティアラ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 402＋ 22：05．11� 34．9�
48 シ ェ ル ム 牝3黒鹿54 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 414± 02：05．41� 202．6	
47 クリノトイトイ 牡3栗 56 柴田 善臣栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 440± 02：05．82� 83．8

23 ゼンノアヴィット 牡3鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 494－ 4 〃 ハナ 10．3�
611 パ ピ プ ペ ポ 牝3鹿 54 吉田 隼人小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 444± 02：06．22� 37．1�
36 モアザンワーズ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 418± 02：06．41	 347．1
612
 エイシンカリバーン 牡3鹿 56 丸山 元気�栄進堂 川村 禎彦 米 Red Dog

Stables B470＋ 2 〃 クビ 48．4�
714 ライブリファースト 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 498＋ 8 〃 ハナ 22．7�
35 ジェイポップ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B470－ 6 〃 アタマ 23．1�
59 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 434－ 22：06．72 11．4�
713 マサノボーラー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太猪野毛雅人氏 日吉 正和 新ひだか 猪野毛牧場 450－ 2 〃 ハナ 275．8�
818 ス ト レ ー ザ 牝3鹿 54 丸田 恭介�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 498－ 22：07．23 174．8�
817 タイキフロンティア 牡3黒鹿56 藤岡 康太�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋ 2 〃 アタマ 18．5�
24 ティーアイアーチ 牝3黒鹿54 松岡 正海田畑 憲士氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B418± 02：08．15 190．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，138，600円 複勝： 25，782，500円 枠連： 10，811，400円
馬連： 31，625，100円 馬単： 16，716，200円 ワイド： 20，147，500円
3連複： 43，582，200円 3連単： 57，219，400円 計： 224，022，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 120円 � 170円 枠 連（1－7） 730円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 300円 �� 560円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 181386 的中 � 25183（2番人気）
複勝票数 計 257825 的中 � 39170（2番人気）� 69905（1番人気）� 33483（3番人気）
枠連票数 計 108114 的中 （1－7） 11456（2番人気）
馬連票数 計 316251 的中 �� 29734（2番人気）
馬単票数 計 167162 的中 �� 6212（6番人気）
ワイド票数 計 201475 的中 �� 17303（2番人気）�� 8049（5番人気）�� 23277（1番人気）
3連複票数 計 435822 的中 ��� 24375（1番人気）
3連単票数 計 572194 的中 ��� 4748（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．0―13．0―12．8―12．1―12．3―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．3―49．3―1：02．1―1：14．2―1：26．5―1：38．9―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．2
1
3

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

2
4

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

レッドソロモン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 阪神3着

2012．3．24生 牡3鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 7戦1勝 賞金 8，050，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 キングザバゴ号・ジーニアスドール号
（非抽選馬） 2頭 ジュンヌフィーユ号・セイカコムルヴァン号
※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。



05065 2月22日 曇 重 （27小倉1）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時05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
1：43．9

良
良

815 ブランドベルグ 牡3青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488 ―1：52．4 2．7�
12 ララエクラテール 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 438 ―1：52．93 14．5�
611 パンテーラネロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 470 ―1：53．43 18．6�
11 アドマイヤナイト 牝3栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 438 ―1：53．61� 3．8�
713 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 酒井 学薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 480 ―1：54．02� 17．3�
35 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 柴田 善臣里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 5．1	
36 クロスザボーダー 牡3栗 56 中谷 雄太松田 整二氏 森田 直行 浦河 大北牧場 434 ―1：54．1	 57．7

816 コスモサンズサン 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 大北牧場 458 ―1：54．31� 121．3�
714 ティーエスナイン 牡3栗 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 446 ―1：54．62 20．6
48 トウカイオマージュ 牡3栗 56 松岡 正海内村 正則氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 472 ―1：54．8	 58．6�
510 ディープアントス 牝3鹿 54 杉原 誠人北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 432 ―1：55．01� 22．0�
612 シンコースカイ 牝3鹿 54 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 412 ―1：55．21� 63．5�
23 ウォーターレイバー 牡3鹿 56 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 488 ―1：55．41 71．9�
59 メイショウデコイ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 460 ―1：55．61� 56．0�
24 ナムラゴクウ 牡3青 56 吉田 隼人奈村 信重氏 日吉 正和 日高 中前牧場 472 ―1：55．7クビ 67．0�
47 ウォーゴッデス 牝3鹿 54 D．バルジュー �G1レーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 398 ―1：56．02 18．4�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，248，100円 複勝： 18，538，500円 枠連： 11，683，100円
馬連： 32，438，500円 馬単： 19，572，500円 ワイド： 18，549，400円
3連複： 42，119，400円 3連単： 59，070，100円 計： 219，219，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 340円 � 410円 枠 連（1－8） 510円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，350円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 12，640円 3 連 単 ��� 53，730円

票 数

単勝票数 計 172481 的中 � 50479（1番人気）
複勝票数 計 185385 的中 � 41163（2番人気）� 12443（4番人気）� 9667（6番人気）
枠連票数 計 116831 的中 （1－8） 17704（1番人気）
馬連票数 計 324385 的中 �� 8819（8番人気）
馬単票数 計 195725 的中 �� 3818（9番人気）
ワイド票数 計 185494 的中 �� 3843（12番人気）�� 3557（14番人気）�� 1824（27番人気）
3連複票数 計 421194 的中 ��� 2499（32番人気）
3連単票数 計 590701 的中 ��� 797（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．9―50．8―1：03．7―1：16．4―1：28．7―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランドベルグ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Platini 初出走

2012．4．25生 牡3青鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 1戦1勝 賞金 6，000，000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 サウンドステラ号・シゲルタイコマツリ号
※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。

05066 2月22日 曇 不良 （27小倉1）第6日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

22 � メジャーシップ 牡4鹿 56 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 496＋ 81：45．5 84．6�
57 ゼンノスサノヲ 牡4栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 488＋ 2 〃 クビ 16．2�
711 アビエイター 牡4栗 56 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 534－ 8 〃 ハナ 8．8�
56 ダンディーソル 牡5青鹿57 丸田 恭介 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 498＋ 21：45．71� 16．9�
68 ブルーバレット 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B464± 01：46．02 25．0	
69 マイネルパイレーツ 牡5栗 57 柴田 大知 �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 526＋ 81：46．1クビ 4．2

45 スマートダイバー 牡4栗 56 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 480－101：46．31� 2．3�
33 ガッテンキャンパス 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 460－ 21：46．51� 149．7�
44 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿 54

51 ▲原田 和真井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ
ファーム 480－ 2 〃 アタマ 36．9

710 ポーラメソッド 牡4芦 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506－101：46．81	 6．1�
11 タツグレート 牡6栗 57 和田 竜二原 司郎氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468＋221：48．18 32．7�
813 ダブルミッション 牡4鹿 56 D．バルジュー 広尾レース� 二ノ宮敬宇 大樹 大樹ファーム 474－ 41：48．2� 42．9�

（伊）

812 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 520－101：52．1大差 20．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，249，600円 複勝： 19，832，600円 枠連： 10，421，400円
馬連： 29，666，900円 馬単： 18，251，600円 ワイド： 17，911，000円
3連複： 40，617，300円 3連単： 61，548，900円 計： 214，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，460円 複 勝 � 1，750円 � 450円 � 330円 枠 連（2－5） 17，750円

馬 連 �� 37，320円 馬 単 �� 90，050円

ワ イ ド �� 7，820円 �� 9，830円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 102，910円 3 連 単 ��� 991，620円

票 数

単勝票数 計 162496 的中 � 1535（12番人気）
複勝票数 計 198326 的中 � 2648（12番人気）� 11978（7番人気）� 17219（4番人気）
枠連票数 計 104214 的中 （2－5） 455（27番人気）
馬連票数 計 296669 的中 �� 616（60番人気）
馬単票数 計 182516 的中 �� 152（122番人気）
ワイド票数 計 179110 的中 �� 587（57番人気）�� 466（61番人気）�� 2093（25番人気）
3連複票数 計 406173 的中 ��� 296（169番人気）
3連単票数 計 615489 的中 ��� 45（1175番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．3―12．2―12．3―12．4―12．6―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．2―41．4―53．7―1：06．1―1：18．7―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メジャーシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Danehill

2011．3．20生 牡4鹿 母 ア タ ラ ン テ 母母 ジャングルムーン 6戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ブルーバレット号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 コンプリートゲーム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



05067 2月22日 曇 重 （27小倉1）第6日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

812 フミノスナイパー 牡4栗 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 482－122：43．0 10．5�
11 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 472＋10 〃 クビ 14．8�
813 ハイプレッシャー 牡4黒鹿56 秋山真一郎�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522＋ 22：43．1� 12．5�
45 ペンタトニック 牡4栗 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484－ 42：43．2クビ 2．9�
56 ルーベンスクラフト 牝5栗 55

52 ▲原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 472± 0 〃 クビ 17．6�

711 チェイスザゴールド 牡5鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 548＋ 42：43．4� 37．8	
22 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B448－10 〃 ハナ 113．6


57 マッチボックス 牡4黒鹿56 松田 大作薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 514＋ 42：43．82� 4．6�
69 サンドラバローズ 牝4鹿 54 田辺 裕信猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 416＋142：43．9� 7．1�
710	 モンテエクリプス 牡6鹿 57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 462＋ 22：44．11� 18．5
33 マルクナッテ 牝4栗 54 丸田 恭介小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 404± 0 〃 ハナ 15．7�
44 スズカローラー 牝4鹿 54 丸山 元気永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－122：44．2クビ 12．2�
68 ロワサーブル 牡4栗 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498－ 42：46．5大差 39．8�

（伊）

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，814，200円 複勝： 24，622，500円 枠連： 10，262，100円
馬連： 32，962，500円 馬単： 18，509，100円 ワイド： 20，400，700円
3連複： 47，152，600円 3連単： 64，271，000円 計： 235，994，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 350円 � 430円 � 370円 枠 連（1－8） 5，190円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 14，640円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，410円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 30，430円 3 連 単 ��� 204，370円

票 数

単勝票数 計 178142 的中 � 13507（4番人気）
複勝票数 計 246225 的中 � 18667（5番人気）� 14537（8番人気）� 17578（6番人気）
枠連票数 計 102621 的中 （1－8） 1532（19番人気）
馬連票数 計 329625 的中 �� 2911（34番人気）
馬単票数 計 185091 的中 �� 948（58番人気）
ワイド票数 計 204007 的中 �� 2625（26番人気）�� 3797（16番人気）�� 1633（42番人気）
3連複票数 計 471526 的中 ��� 1162（105番人気）
3連単票数 計 642710 的中 ��� 228（662番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―12．7―12．7―13．0―13．3―12．6―12．0―11．5―12．0―12．3―13．1

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�
13．0―25．1―37．8―50．5―1：03．2―1：16．2―1：29．5―1：42．1―1：54．1―2：05．6―2：17．6―2：29．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．9―3F37．4
1
�
4，9（1，11）（3，10）6（8，7）（5，12）13，2
12，4（1，9，11）（6，3，10）5，7（2，13）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フミノスナイパー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．4 小倉6着

2011．5．4生 牡4栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 17戦2勝 賞金 21，943，000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。

05068 2月22日 曇 重 （27小倉1）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450＋ 81：09．6 14．9�
612 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 丸山 元気吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496＋ 21：09．7� 7．5�
23 クールジョジョ 牝4黒鹿55 松田 大作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 434＋ 41：09．8� 32．1�
47 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 444－ 6 〃 クビ 50．4�
59 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 416－10 〃 ハナ 33．2�
35 グ ラ ン ツ 牡4黒鹿57 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：09．9クビ 17．7	
48 ヒルノクオリア 牡5鹿 57 四位 洋文
ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 468＋ 21：10．11 9．0�
12 � レーヴドプランス �5鹿 57 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480－ 2 〃 クビ 6．3�
（伊）

510� スリーキャピトル 牝6鹿 55
52 ▲原田 和真永井商事
 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 476＋ 41：10．41� 30．5

36 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 吉田 隼人吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 478± 0 〃 ハナ 4．4�

715� ミッキーマンデー 牡5栗 57 田辺 裕信三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 478＋ 21：10．5	 6．4�
714 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442＋ 61：10．6� 22．4�
816 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 西田雄一郎矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 B462－ 41：10．81
 15．9�
24 グッドレインボー 牝5鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 468－14 〃 クビ 14．2�
11 シャインシュラーク �4栗 57 杉原 誠人岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド B452＋ 21：11．0� 132．1�
817 ホオポノポノ 牝5鹿 55 柴田 大知松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 446－ 41：11．1� 113．8�
818 スノークラフト 牝6芦 55 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B466－ 21：11．41� 57．4�
713 アカノジュウロク 牝5鹿 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 450－ 21：11．72 49．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，311，700円 複勝： 27，665，700円 枠連： 14，455，700円
馬連： 40，736，600円 馬単： 19，856，500円 ワイド： 24，774，200円
3連複： 58，710，600円 3連単： 75，569，100円 計： 281，080，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 390円 � 240円 � 510円 枠 連（6－6） 4，320円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 3，600円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 31，360円 3 連 単 ��� 155，640円

票 数

単勝票数 計 193117 的中 � 10360（7番人気）
複勝票数 計 276657 的中 � 18120（6番人気）� 33510（2番人気）� 12946（9番人気）
枠連票数 計 144557 的中 （6－6） 2591（22番人気）
馬連票数 計 407366 的中 �� 7811（13番人気）
馬単票数 計 198565 的中 �� 1803（26番人気）
ワイド票数 計 247742 的中 �� 3974（14番人気）�� 1754（46番人気）�� 2488（33番人気）
3連複票数 計 587106 的中 ��� 1404（111番人気）
3連単票数 計 755691 的中 ��� 352（526番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァッフシュテルケ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2013．8．17 小倉4着

2011．3．5生 牡4青鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 19戦2勝 賞金 27，754，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニナフェアリー号
※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。



05069 2月22日 曇 重 （27小倉1）第6日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

23 ナインテイルズ 牡4栗 56 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480＋101：49．7 12．1�
（伊）

714 ブレイクアウト 牡4青鹿56 松田 大作安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478－ 4 〃 ハナ 124．1�
11 マイネルコランダム 牡6青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 2 〃 ハナ 6．5�
611 ヴィンセンツイヤー 牡4栗 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：49．91� 5．7�
816 タイセイマジック 牡4鹿 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 480－ 41：50．53� 16．5�
48 オウエイバスター 牡7黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 450－121：50．71 27．5	

35 ビットビバーチェ 牡5芦 57 和田 竜二礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 478± 01：50．91� 11．4

713 ネルトスグアサ 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 468－ 41：51．0� 51．4�
47 タルトオポム 牡4黒鹿56 津村 明秀窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446± 01：51．2� 9．1�
24 マイネルゼーラフ 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 498－ 41：51．62� 74．1
36 テーオービックバン 牡4栗 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 21：51．7� 3．6�
59 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 61：51．8� 6．0�
12 ファイネストアワー 牡4栗 56 丸田 恭介矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444－121：51．9� 29．4�
815	 エムエムベレッタ 牡6栗 57

54 ▲原田 和真ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 460－ 2 〃 アタマ 192．2�
510 ファイナルブロー 牡4鹿 56 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B424＋ 41：53．07 50．6�
612 コウエイダイオウ 牡4芦 56 高倉 稜西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 468－101：53．53 135．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，782，200円 複勝： 28，104，900円 枠連： 13，069，400円
馬連： 44，805，000円 馬単： 23，668，000円 ワイド： 24，579，400円
3連複： 59，215，200円 3連単： 86，201，100円 計： 299，425，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 420円 � 2，710円 � 240円 枠 連（2－7） 10，550円

馬 連 �� 50，170円 馬 単 �� 102，010円

ワ イ ド �� 16，480円 �� 1，570円 �� 10，310円

3 連 複 ��� 134，170円 3 連 単 ��� 844，530円

票 数

単勝票数 計 197822 的中 � 13003（7番人気）
複勝票数 計 281049 的中 � 17506（7番人気）� 2267（14番人気）� 37130（4番人気）
枠連票数 計 130694 的中 （2－7） 960（30番人気）
馬連票数 計 448050 的中 �� 692（79番人気）
馬単票数 計 236680 的中 �� 174（162番人気）
ワイド票数 計 245794 的中 �� 379（85番人気）�� 4165（19番人気）�� 607（74番人気）
3連複票数 計 592152 的中 ��� 331（255番人気）
3連単票数 計 862011 的中 ��� 74（1529番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．0―36．5―48．8―1：00．8―1：13．0―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡4栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 16戦2勝 賞金 16，980，000円
〔その他〕 エムエムベレッタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エムエムベレッタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年3月22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。

05070 2月22日 小雨 不良 （27小倉1）第6日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時40分 （ダート・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000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

611 ライドオンウインド 牡3栗 56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 498－ 21：43．7 7．3�
610 トップディーヴォ 牡3鹿 56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 472－101：43．8� 5．4�
23 オールブラッシュ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：44．22� 10．9�
46 � ジェルブドール 牡3栗 56 D．バルジュー 山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 498＋ 61：44．62� 1．9�
（伊）

34 ドラゴンバローズ 牡3栗 56 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 482－ 61：44．91	 33．6	
815 モルトベーネ 牡3栗 56 酒井 学三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 460＋ 41：45．11
 13．0

59 ミ ツ バ 牡3鹿 56 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446－ 2 〃 ハナ 22．4�
712 フミノミニスター 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 490－121：45．2	 21．3�
22 コンセギール 牡3黒鹿56 武 幸四郎前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 01：46．26 28．4
58 プロセルピナ 牝3栗 54 西田雄一郎清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 436－ 61：46．83� 311．3�
11 タムロダイチ 牡3鹿 56 松田 大作谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 496－ 21：47．65 63．4�
35 メイショウオヤシオ �3栗 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 41：47．7� 145．7�
713 ラブミーテンダー 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：48．87 45．1�
47 フロイデシューネル 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか タガミファーム 468－121：49．01� 25．4�
814 ホ シ ヅ キ ヨ 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 國男 418－ 41：49．42� 354．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，290，800円 複勝： 40，524，000円 枠連： 21，440，300円
馬連： 61，483，600円 馬単： 34，562，600円 ワイド： 34，546，400円
3連複： 82，713，800円 3連単： 135，853，100円 計： 442，414，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 210円 � 270円 枠 連（6－6） 2，290円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 710円 �� 870円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 26，420円

票 数

単勝票数 計 312908 的中 � 34183（3番人気）
複勝票数 計 405240 的中 � 53555（2番人気）� 51399（3番人気）� 35740（4番人気）
枠連票数 計 214403 的中 （6－6） 7252（10番人気）
馬連票数 計 614836 的中 �� 24069（6番人気）
馬単票数 計 345626 的中 �� 5715（15番人気）
ワイド票数 計 345464 的中 �� 12831（5番人気）�� 10175（9番人気）�� 8215（12番人気）
3連複票数 計 827138 的中 ��� 12628（13番人気）
3連単票数 計1358531 的中 ��� 3727（81番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．7―12．6―12．5―12．3―12．2―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．3―41．9―54．4―1：06．7―1：18．9―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
12（6，7，13）（11，15）1（3，5）10（4，9）＝2－（8，14）・（12，6，15）（11，10）（3，9）（7，13）5（1，4）－2＝8－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライドオンウインド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 函館10着

2012．5．7生 牡3栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 7戦2勝 賞金 18，779，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミーテンダー号・フロイデシューネル号・ホシヅキヨ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年3月22日まで平地競走に出走できない。
※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。



05071 2月22日 小雨 重 （27小倉1）第6日 第11競走 ��
��1，800�第49回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，26．2．22以降27．2．15まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

36 カレンブラックヒル 牡6黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：48．3 5．4�
12 コスモソーンパーク 牡7青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：48．4� 13．6�
11 ダ コ ー ル 牡7鹿 57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－161：48．5� 19．0�
510 キャトルフィーユ 牝6鹿 55 D．バルジュー �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 466－ 21：48．71� 11．8�

（伊）

713 マイネルミラノ 牡5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B474－101：49．01	 14．8	

611 マコトブリジャール 牝5鹿 52 四位 洋文�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 404－ 6 〃 ハナ 31．7

24 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 4．0�
816� レッドレイヴン 牡5青鹿56．5 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 520＋ 21：49．21 4．9�
612 ハナノシンノスケ 牡8鹿 52 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 494－ 41：49．3� 66．7
23 アロマティコ 牝6栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：49．4	 15．7�
48 マ デ イ ラ 牡6栗 53 吉田 隼人 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：49．5� 224．0�
59 ヒットザターゲット 牡7栗 57．5 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 516＋ 21：49．6	 9．8�
35 ウインマーレライ 牡4黒鹿54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 504－10 〃 アタマ 17．0�
815 ミッキードリーム 牡8栗 56 酒井 学野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：49．92 126．8�
714 メイショウナルト �7鹿 57．5 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 450－ 2 〃 ハナ 17．8�
47 スマートギア 牡10栗 54 津村 明秀岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 454＋ 21：50．22 283．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，045，100円 複勝： 148，099，000円 枠連： 88，296，100円
馬連： 435，148，800円 馬単： 173，049，100円 ワイド： 166，394，500円
3連複： 631，907，600円 3連単： 916，970，500円 計： 2，673，910，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 340円 � 500円 枠 連（1－3） 1，880円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，790円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 21，520円 3 連 単 ��� 93，800円

票 数

単勝票数 計1140451 的中 � 166789（3番人気）
複勝票数 計1480990 的中 � 169839（3番人気）� 113075（4番人気）� 70959（11番人気）
枠連票数 計 882961 的中 （1－3） 36248（11番人気）
馬連票数 計4351488 的中 �� 72077（21番人気）
馬単票数 計1730491 的中 �� 17112（28番人気）
ワイド票数 計1663945 的中 �� 30227（15番人気）�� 23846（22番人気）�� 22112（25番人気）
3連複票数 計6319076 的中 ��� 22021（92番人気）
3連単票数 計9169705 的中 ��� 7087（361番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．4―12．1―11．7―11．7―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．9―48．0―59．7―1：11．4―1：23．4―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー 2012．1．21 京都1着

2009．2．19生 牡6黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 17戦7勝 賞金 332，847，000円
〔制裁〕 カレンブラックヒル号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番・5

番・8番）
コスモソーンパーク号の騎手丹内祐次は，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：10
番）
カレンブラックヒル号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 キングヒーロー号・サトノギャラント号・シャイニーガール号・セイルラージ号・ゼロス号・ゼンノルジェロ号・

トラストワン号・フェスティヴタロー号・マウントシャスタ号・メイショウツガル号
※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。

05072 2月22日 小雨 重 （27小倉1）第6日 第12競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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
1：06．5
1：06．5

良
良

59 ローガンサファイア 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454＋241：09．0 6．9�
715 ロマネクイーン 牝5鹿 55 西田雄一郎村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B474－ 4 〃 クビ 49．0�
47 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 古川 吉洋志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 444－ 6 〃 アタマ 27．4�
612 ブルジュオン 牝5黒鹿55 丸山 元気�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 41：09．1� 26．9�
36 ラヴァーズポイント 牝5青鹿55 田辺 裕信三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 488－101：09．2クビ 7．6	
11 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿55 杉原 誠人 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 472－161：09．51� 4．1

816 モーニングコール 牝5鹿 55 松岡 正海飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 442＋ 61：09．6� 53．5�
714 タイセイララバイ 牝4青鹿55 秋山真一郎田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 41．6�
713 セイユウスマイル 牝5鹿 55 原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 498－ 61：09．7� 28．3
510 タガノスカイ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 81：09．8� 5．5�
12 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 柴田 大知栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422± 01：09．9� 8．9�
48 ダンツカナリー 牝5青鹿55 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 464－ 6 〃 ハナ 14．1�
818 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 D．バルジュー 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 476＋ 61：10．11� 11．6�
（伊）

23 エランドール 牝7鹿 55 酒井 学�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 446－ 6 〃 ハナ 119．0�
611 アドマイヤサブリナ 牝5芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 440－121：10．31� 16．3�
24 	 サ オ ト メ 牝4鹿 55 武 幸四郎一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 浦河日成牧場 430＋ 21：10．4クビ 56．0�
35 メイショウアキシノ 牝6鹿 55 吉田 隼人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 434－ 81：11．03� 197．5�
817 カシノタロン 牝4栗 55 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 430＋141：12．59 52．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，031，800円 複勝： 56，179，700円 枠連： 38，772，500円
馬連： 110，204，600円 馬単： 48，655，600円 ワイド： 57，416，200円
3連複： 153，623，500円 3連単： 222，875，700円 計： 727，759，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 340円 � 1，000円 � 540円 枠 連（5－7） 2，430円

馬 連 �� 27，260円 馬 単 �� 37，190円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 3，290円 �� 11，370円

3 連 複 ��� 171，960円 3 連 単 ��� 528，050円

票 数

単勝票数 計 400318 的中 � 46388（3番人気）
複勝票数 計 561797 的中 � 47671（4番人気）� 13576（13番人気）� 27328（9番人気）
枠連票数 計 387725 的中 （5－7） 12350（12番人気）
馬連票数 計1102046 的中 �� 3133（82番人気）
馬単票数 計 486556 的中 �� 981（123番人気）
ワイド票数 計 574162 的中 �� 2426（66番人気）�� 4544（37番人気）�� 1294（106番人気）
3連複票数 計1536235 的中 ��� 670（403番人気）
3連単票数 計2228757 的中 ��� 306（1540番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．2―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローガンサファイア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Out of Place デビュー 2012．6．30 函館1着

2010．2．1生 牝5鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 18戦4勝 賞金 67，938，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ロマネクイーン号の騎手西田雄一郎は，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：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノタロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月22日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイアイウィルゴー号
（非抽選馬） 1頭 ストークアンドレイ号
※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。

３レース目



（27小倉1）第6日 2月22日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
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

225，060，000円
7，060，000円
1，960，000円
20，620，000円
67，930，000円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
341，807，200円
454，229，900円
247，172，600円
919，722，500円
429，433，100円
441，356，400円
1，297，936，400円
1，869，434，600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 6，001，092，700円

総入場人員 15，345名 （有料入場人員 14，167名）
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