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05073 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7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

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 452－ 4 59．0 5．6�
813 オレンジピークス 牡3鹿 56 小林 徹弥西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 514－ 2 〃 クビ 1．9�
46 ニホンピログレース 牝3鹿 54 菱田 裕二小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 488－ 81：00．17 9．4�
712 ナリタサウス 牡3栗 56 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 450－161：00．2� 23．2�
58 ロードワイルド 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム B436＋10 〃 アタマ 12．3�
711 ジ ェ ロ ニ モ 牡3栗 56 西田雄一郎平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 様似 林 時春 460－ 81：00．41� 5．4	
34 ジャックオンリバー 牡3栗 56 川須 栄彦河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 岡田牧場 426＋ 21：00．93 47．2

814 トウショウカプリス 牡3栗 56

54 △岩崎 翼トウショウ産業� 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B462－ 41：01．32� 261．3�
45 コスモチェリッシュ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 厚賀古川牧場 454＋ 4 〃 アタマ 26．3�
69 ハーティタイトル 牝3芦 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 森 俊雄 B466＋ 61：02．04 16．3
22 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 484± 01：02．63� 110．8�
33 サ ー ロ ス 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 452＋281：02．81� 181．3�

57 エタナルトウショウ 牝3鹿 54 黛 弘人トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 426－10 〃 クビ 76．3�
（13頭）

610 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 川島 信二髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，255，600円 複勝： 26，252，200円 枠連： 8，529，600円
馬連： 28，882，200円 馬単： 19，563，500円 ワイド： 17，227，900円
3連複： 41，629，500円 3連単： 62，655，100円 計： 219，995，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（1－8） 570円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 250円 �� 600円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 差引計 152556（返還計 48） 的中 � 21653（3番人気）
複勝票数 差引計 262522（返還計 84） 的中 � 42729（2番人気）� 105893（1番人気）� 23264（4番人気）
枠連票数 差引計 85296（返還計 5 ） 的中 （1－8） 11409（2番人気）
馬連票数 差引計 288822（返還計 280） 的中 �� 35522（2番人気）
馬単票数 差引計 195635（返還計 230） 的中 �� 10411（6番人気）
ワイド票数 差引計 172279（返還計 215） 的中 �� 19982（1番人気）�� 6496（6番人気）�� 11971（3番人気）
3連複票数 差引計 416295（返還計 936） 的中 ��� 23163（2番人気）
3連単票数 差引計 626551（返還計 1706） 的中 ��� 5877（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．7―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．0
3 13，1（8，12）6（5，9，11）－（7，14）3，4－2 4 13，1（8，12）6－（5，11）（9，14）7，4，3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カシノキングダム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．14 東京17着

2012．5．9生 牡3鹿 母 レースミストレス 母母 ド ッ フ 14戦1勝 賞金 9，850，000円
〔出走取消〕 ロゼスピリッツ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 オレンジピークス号の騎手小林徹弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・11番・

9番・8番・7番）

05074 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20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

11 シャイントラベラー 牡3黒鹿 56
53 ▲長岡 禎仁皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 480± 01：48．5 57．4�

714 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 松山 弘平大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 476－ 41：48．81� 13．4�
36 フクノドービル 牡3鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 486＋ 21：49．01� 17．1�
23 シゲルエイサー 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 470＋ 4 〃 ハナ 22．8�
12 バーンイットアウト 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 81：49．21 2．2�
59 タガノクレイオス 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－18 〃 クビ 26．6	

47 ルナマジック 牡3鹿 56 北村 友一ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 472－101：49．3� 13．5

510 コ ン コ ー ド 牡3鹿 56 D．バルジュー 林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 B510－20 〃 ハナ 11．9�

（伊）

611 ツーエムカイザー 牡3鹿 56 菱田 裕二水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 484＋ 21：49．5� 5．1�
35 ライフトップスター 牡3栗 56 高倉 稜谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 476＋ 41：49．71� 153．5
612 ハクユウゼウス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 佐藤 静子 448－ 61：50．01� 73．8�
24 クオリアンカ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 508－ 21：50．21� 93．0�
816 ブリンディス 牡3青鹿56 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 512± 01：50．62� 11．6�
713 ペイシャピュア 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 478－ 2 〃 アタマ 92．2�
48 テイエムジャガー 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 424＋ 81：51．55 306．7�
815 スズカステイボーイ 牡3鹿 56 荻野 琢真永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B454＋ 81：51．71� 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，724，000円 複勝： 20，445，000円 枠連： 7，982，400円
馬連： 25，413，900円 馬単： 14，958，000円 ワイド： 16，573，000円
3連複： 35，663，200円 3連単： 48，120，300円 計： 183，879，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，740円 複 勝 � 1，520円 � 400円 � 330円 枠 連（1－7） 1，190円

馬 連 �� 44，450円 馬 単 �� 83，100円

ワ イ ド �� 11，570円 �� 6，030円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 96，910円 3 連 単 ��� 742，280円

票 数

単勝票数 計 147240 的中 � 2051（11番人気）
複勝票数 計 204450 的中 � 3134（12番人気）� 13802（5番人気）� 17623（4番人気）
枠連票数 計 79824 的中 （1－7） 5193（5番人気）
馬連票数 計 254139 的中 �� 443（71番人気）
馬単票数 計 149580 的中 �� 135（138番人気）
ワイド票数 計 165730 的中 �� 365（68番人気）�� 704（50番人気）�� 2190（21番人気）
3連複票数 計 356632 的中 ��� 276（193番人気）
3連単票数 計 481203 的中 ��� 47（1287番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．0―13．3―13．1―12．6―12．6―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．4―43．7―56．8―1：09．4―1：22．0―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シャイントラベラー �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 Rahy デビュー 2014．11．16 東京5着

2012．5．2生 牡3黒鹿 母 ゼ ヤ ラ ー 母母 Princess Haifa 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 スズカステイボーイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ツーエムカイザー号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・9番）
※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 ウォーターセドナ号・ノワールギャルソン号
（非抽選馬） 1頭 ロードステルス号
※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。

第１回 小倉競馬 第７日



05075 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714 マルヨバクシン 牝3栗 54 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 480± 01：08．5 1．5�
715 テイクウォーニング 牝3栗 54 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：09．13� 7．0�
（伊）

11 ワタシダイナマイト 牝3栗 54
53 ☆松若 風馬小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 456＋ 81：09．31� 12．8�

612 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54
51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 394 ―1：09．4クビ 106．9�

47 ト ゥ ル ビ ネ 牝3芦 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 428－ 61：09．5� 31．1�
24 シェアザジョイフル 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也 	グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 426－ 4 〃 アタマ 20．0

23 ココロナルハ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 444＋141：09．92� 26．0�
48 ル フ ナ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 420± 01：10．0クビ 41．0�
36 ウイングタイガー 牝3鹿 54 小林 徹弥 	ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 440－ 2 〃 クビ 112．3
817 クラウンシトラス 牝3栗 54 黛 弘人矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 468＋ 21：10．1� 15．1�
713 リベルテラミューズ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 398＋ 61：10．31� 199．5�
818 サクラティンクル 牝3鹿 54 北村 友一	さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット 466＋ 2 〃 クビ 9．7�
35 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 丹内 祐次スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 432－ 6 〃 ハナ 38．0�
611 シャインバルキリー 牝3栗 54 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 446＋14 〃 アタマ 254．0�
59 サイレンスラヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 456－ 61：10．61� 69．7�
816 サマーサラファン 牝3芦 54

51 ▲義 英真セゾンレースホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 428＋ 81：10．81� 358．6�
12 タイセイマリーン 牝3芦 54 高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 21：11．12 165．8�
510 ラブステイシー 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 394 ―1：24．1大差 275．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，025，400円 複勝： 39，165，500円 枠連： 12，219，500円
馬連： 32，881，600円 馬単： 21，198，800円 ワイド： 21，899，300円
3連複： 44，536，700円 3連単： 62，561，900円 計： 255，488，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（7－7） 560円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 210254 的中 � 107091（1番人気）
複勝票数 計 391655 的中 � 186531（1番人気）� 42911（2番人気）� 30355（3番人気）
枠連票数 計 122195 的中 （7－7） 16638（2番人気）
馬連票数 計 328816 的中 �� 42158（1番人気）
馬単票数 計 211988 的中 �� 16457（1番人気）
ワイド票数 計 218993 的中 �� 22402（1番人気）�� 16974（3番人気）�� 4951（11番人気）
3連複票数 計 445367 的中 ��� 19540（2番人気）
3連単票数 計 625619 的中 ��� 9652（3番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルヨバクシン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．15 京都2着

2012．5．13生 牝3栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 4戦1勝 賞金 11，800，000円
〔制裁〕 トゥルビネ号の騎手川須栄彦は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブステイシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月31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。
（非抽選馬） 2頭 ホットロード号・ヤマイチサクラ号
※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。

05076 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第4競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

36 レッドアルティスタ 牡3鹿 56 丸山 元気 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462－ 82：01．6 13．1�
24 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 454－ 22：01．7� 5．0�
48 カリテスグレース 牝3黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 470± 02：01．91� 5．6�
11 サンデーウィザード 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：02．1� 5．6�
510 ウイングジャパン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 478－ 8 〃 ハナ 8．4�
713 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 	社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 82：02．41� 4．8

59 タムロミラクル 牡3青鹿56 松山 弘平谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474－ 62：02．61� 5．3�
818 ロードウォーリア 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか 築紫 洋 466＋ 4 〃 クビ 83．8�
12 ジュンヌフィーユ 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新ひだか タイヘイ牧場 406＋102：02．81 190．4
816 ウインヴァポレット 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 6 〃 ハナ 26．3�
35 テ イ ア 牝3鹿 54 二本柳 壮	ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 22：03．22� 172．3�
23 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54 北村 友一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 434－ 6 〃 クビ 298．2�
817 キングザバゴ 牡3青鹿56 D．バルジュー 西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 506± 02：03．4� 70．3�

（伊）

47 マイネルカヴァータ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 �川 啓一 442－102：03．61� 126．3�

612 クリノツーイーソー 牡3栗 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 426－ 62：04．02� 239．3�
611 ド ー テ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 426－ 22：04．21� 256．2�
714 ジーニアスドール 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�グランプリ 村山 明 安平 ノーザンファーム B454－ 82：04．51� 135．4�
715 ファルブナイト 	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 清水 英克 日高 シンボリ牧場 476＋ 42：04．81� 136．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，710，000円 複勝： 27，473，500円 枠連： 9，708，100円
馬連： 33，128，900円 馬単： 18，599，300円 ワイド： 19，182，300円
3連複： 45，297，200円 3連単： 59，890，600円 計： 230，989，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 160円 � 180円 枠 連（2－3） 3，500円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，750円 �� 440円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 45，990円

票 数

単勝票数 計 177100 的中 � 10784（7番人気）
複勝票数 計 274735 的中 � 14132（7番人気）� 50446（1番人気）� 41558（3番人気）
枠連票数 計 97081 的中 （2－3） 2144（16番人気）
馬連票数 計 331289 的中 �� 6450（17番人気）
馬単票数 計 185993 的中 �� 1619（38番人気）
ワイド票数 計 191823 的中 �� 3986（16番人気）�� 2671（22番人気）�� 12141（2番人気）
3連複票数 計 452972 的中 ��� 5564（22番人気）
3連単票数 計 598906 的中 ��� 944（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．6―48．0―1：00．5―1：12．3―1：24．5―1：37．0―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．1
1
3

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

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

レッドアルティスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．5．12生 牡3鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 4戦1勝 賞金 5，500，000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。
（非抽選馬） 2頭 クリノトイトイ号・ハーベストソング号
※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。



05077 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12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 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

36 � アルティメイトラブ 牝6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 476－ 61：47．8 10．1�
816 ハッピーセーラー 牝4鹿 54 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476＋ 2 〃 クビ 26．4�
47 � トーコーヴィオラ 牝5黒鹿55 D．バルジュー 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：47．9クビ 18．2�

（伊）

612 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 444－ 41：48．22 8．1�
713 エスティレジェンド 牝4黒鹿54 嶋田 純次島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－ 41：48．51� 6．2

59 マハーシュリー 牝4黒鹿54 津村 明秀高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 444± 0 〃 クビ 33．9�
12 メテオレイン 牝6鹿 55 藤岡 康太亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．71� 18．0�
510 アルマミーア 牝4黒鹿 54

52 △小崎 綾也前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 4 〃 クビ 4．9

35 フィールドメジャー 牝5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 450－ 21：49．01� 9．9�

24 テイエムゴージャス 牝4鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 488＋ 81：49．42	 121．6�
611 テーオーレイチェル 牝5芦 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436－ 41：49．82	 3．0�
11 キャメロンロード 牝5鹿 55 川須 栄彦森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 462＋141：50．22	 125．4�
23 � パフュームスター 牝4栗 54

53 ☆松若 風馬松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 478＋ 8 〃 クビ 63．9�
815� ミナスジェライス 牝4鹿 54 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：50．3クビ 93．5�
714 シュバインハーベン 牝4栗 54

51 ▲義 英真長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 416－141：51．68 165．7�
48 ヨゾラニネガイヲ 牝5鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：52．13 68．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，370，900円 複勝： 25，015，700円 枠連： 11，162，700円
馬連： 31，547，800円 馬単： 17，693，200円 ワイド： 20，956，600円
3連複： 45，137，100円 3連単： 58，249，700円 計： 225，133，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 900円 � 520円 枠 連（3－8） 5，810円

馬 連 �� 15，020円 馬 単 �� 24，990円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 2，560円 �� 7，910円

3 連 複 ��� 94，030円 3 連 単 ��� 502，750円

票 数

単勝票数 計 153709 的中 � 12070（6番人気）
複勝票数 計 250157 的中 � 24599（5番人気）� 6640（10番人気）� 12363（8番人気）
枠連票数 計 111627 的中 （3－8） 1487（19番人気）
馬連票数 計 315478 的中 �� 1627（37番人気）
馬単票数 計 176932 的中 �� 531（73番人気）
ワイド票数 計 209566 的中 �� 1315（36番人気）�� 2136（28番人気）�� 677（54番人気）
3連複票数 計 451371 的中 ��� 360（185番人気）
3連単票数 計 582497 的中 ��� 84（955番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．2―13．0―12．8―12．2―12．4―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―30．9―43．9―56．7―1：08．9―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．9
1
3
8－10，11（5，9）13（2，6）7（3，4）（1，14，12）（15，16）・（11，6）（10，7）13（8，9，12）2（5，16）（3，4）－（1，14）15

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

勝馬の
紹 介

�アルティメイトラブ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2009．3．15生 牝6黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 29戦1勝 賞金 33，070，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アルティメイトラブ号の騎手黛弘人は，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。
※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 ムーントラベラー号
（非抽選馬） 1頭 リースリング号
※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。

05078 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7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 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
56．9
56．9

重
重

79 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B500＋12 59．1 33．8�

710 マッドアバウトユー 牝4栗 55 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 458－ 2 〃 クビ 6．8�
33 � ストームジャガー 牡5鹿 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 492± 0 59．2	 3．1�
812 レ デ ィ ー 牝5鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438± 0 59．3クビ 4．4�
67 キネオメジャー 
4栗 57 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B472＋ 2 〃 クビ 9．9�
56 � ロケットダッシュ 牡5鹿 57 松山 弘平 	キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 484－ 4 59．4	 4．8

11 � デカントラップ 牡6栗 57

54 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 本桐牧場 476－ 8 59．5� 43．6�
68 ディアジースター 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B468－ 2 59．6クビ 42．2�
55 エ ゴ イ ス ト 牝4鹿 55

53 △小崎 綾也田端 修氏 加用 正 日高 タバタファーム 482± 0 〃 クビ 28．4
811� ヴードゥーフェスト 牡5青鹿57 藤岡 佑介 	社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 540± 0 59．81 8．2�
44 ヴェンセール 牡5鹿 57 黛 弘人桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 田端牧場 482＋ 61：00．54 63．5�
22 ミ ス ネ バ ー 牝6栗 55 高倉 稜澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 480－ 21：00．6	 173．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，988，100円 複勝： 23，392，500円 枠連： 8，368，200円
馬連： 28，835，900円 馬単： 17，330，300円 ワイド： 17，193，800円
3連複： 36，628，800円 3連単： 56，999，400円 計： 205，737，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，380円 複 勝 � 500円 � 200円 � 140円 枠 連（7－7） 11，410円

馬 連 �� 10，200円 馬 単 �� 29，270円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 930円 �� 480円

3 連 複 ��� 9，260円 3 連 単 ��� 114，150円

票 数

単勝票数 計 169881 的中 � 4018（8番人気）
複勝票数 計 233925 的中 � 8593（7番人気）� 30667（4番人気）� 56247（1番人気）
枠連票数 計 83682 的中 （7－7） 568（20番人気）
馬連票数 計 288359 的中 �� 2189（26番人気）
馬単票数 計 173303 的中 �� 444（75番人気）
ワイド票数 計 171938 的中 �� 1303（32番人気）�� 4704（11番人気）�� 9796（4番人気）
3連複票数 計 366288 的中 ��� 2964（29番人気）
3連単票数 計 569994 的中 ��� 362（336番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．7―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンパンルージュ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．4 新潟12着

2010．2．25生 牝5鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 24戦2勝 賞金 30，420，000円

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 5日第 4競走）
〔その他〕　　ユメハステズニ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



05079 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 コスモメリー 牝4鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 440＋ 22：00．4 7．4�
35 キズナエンドレス 牝4鹿 54 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 468＋ 42：00．5� 36．3�
24 マイネボニータ 牝4栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 402－ 6 〃 クビ 8．7�
23 ビキニスタイル 牝4黒鹿54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 22：00．6クビ 4．9�
59 エアマチュール 牝4青鹿54 藤岡 康太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440＋ 22：00．7� 20．0	
611 エイシンノーティス 牝4鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 454－ 2 〃 クビ 4．4

47 スペランツァデーア 牝4黒鹿54 杉原 誠人吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B430－ 42：00．8クビ 7．7�
12 ウインステージ 牝4栗 54 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 384＋ 42：01．01� 58．8�
816 マイネリベルタス 牝4鹿 54 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 22：01．21� 5．8

（伊）

612 ピサノベッテル 牝6黒鹿55 川須 栄彦市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 2 〃 クビ 44．9�
714 サンドラバローズ 牝4鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 412－ 42：01．3� 42．3�
11 ビレッジソング 牝4鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 430＋ 2 〃 アタマ 58．3�
815 リースリング 牝4栗 54

51 ▲原田 和真池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 440－ 42：01．72� 49．2�
36 マイネマレフィカ 牝4栗 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 438－ 42：01．8	 22．5�
713
 クリノハッチャン 牝4鹿 54

51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 450± 02：02．01� 65．4�
510 ディアマイベイビー 牝5青鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：03．27 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，392，200円 複勝： 28，836，900円 枠連： 11，821，300円
馬連： 32，614，700円 馬単： 16，790，500円 ワイド： 21，553，500円
3連複： 46，870，900円 3連単： 58，447，000円 計： 236，327，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 980円 � 390円 枠 連（3－4） 2，870円

馬 連 �� 14，230円 馬 単 �� 27，130円

ワ イ ド �� 6，150円 �� 1，030円 �� 7，920円

3 連 複 ��� 50，210円 3 連 単 ��� 250，730円

票 数

単勝票数 計 193922 的中 � 20843（4番人気）
複勝票数 計 288369 的中 � 42180（2番人気）� 6502（12番人気）� 18607（7番人気）
枠連票数 計 118213 的中 （3－4） 3184（11番人気）
馬連票数 計 326147 的中 �� 1776（52番人気）
馬単票数 計 167905 的中 �� 464（102番人気）
ワイド票数 計 215535 的中 �� 886（63番人気）�� 5621（11番人気）�� 686（77番人気）
3連複票数 計 468709 的中 ��� 700（172番人気）
3連単票数 計 584470 的中 ��� 169（850番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．8―12．3―12．0―11．9―11．6―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．7―48．5―1：00．8―1：12．8―1：24．7―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモメリー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2013．7．21 福島5着

2011．3．24生 牝4鹿 母 ダンシングメリー 母母 フジノダンサー 16戦2勝 賞金 22，615，000円
※出走取消馬 メイショウグレア号（疾病〔蕁麻疹〕のため）
※リースリング号は，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。

05080 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

12 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 480－ 21：47．9 16．6�

510 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500± 0 〃 クビ 2．3�

36 � ベネフィットユー 牡6黒鹿57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460± 0 〃 アタマ 15．5�
611 カレンヴィットリア 牡4黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B500－ 61：48．0クビ 7．0�
714 グリーンラヴ 牡5栗 57 D．バルジュー �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 484－ 4 〃 クビ 6．2	
（伊）

11 エーデルグランツ 牡4青鹿56 藤岡 康太 
キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：48．1� 6．7�
23 キタサンキンボシ 牡4栗 56 荻野 琢真
大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480－ 41：48．2� 81．6�
612 ミッキーデータ 牡4鹿 56 吉田 隼人野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514－ 81：48．41� 25．7
713 タニオブローズ 牝5鹿 55 森 一馬谷 研司氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 446± 0 〃 アタマ 22．3�
47 クールジョーカー 牡4黒鹿 56

53 ▲義 英真小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 442－ 61：48．5� 78．7�
24 マイネルピクトル 牡4鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 500＋ 2 〃 クビ 19．2�
59 オメガベントレー 
4栗 56 藤岡 佑介原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460± 01：48．6クビ 184．0�
35 サクラプレミア 牡4黒鹿56 丸山 元気�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 484＋ 61：48．7� 50．5�
816 ソードラック 牡4鹿 56 丸田 恭介佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 456± 0 〃 ハナ 23．5�
815� ユニフィケーション 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 41：49．01� 168．8�

48 ラ イ ザ ン 牡4青鹿 56
54 △小崎 綾也林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448－ 81：49．21� 47．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，177，900円 複勝： 34，813，000円 枠連： 12，261，800円
馬連： 37，274，300円 馬単： 20，473，700円 ワイド： 23，294，000円
3連複： 50，574，800円 3連単： 68，250，900円 計： 273，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 350円 � 140円 � 300円 枠 連（1－5） 690円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，370円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 38，500円

票 数

単勝票数 計 261779 的中 � 12545（6番人気）
複勝票数 計 348130 的中 � 20873（6番人気）� 88029（1番人気）� 25254（5番人気）
枠連票数 計 122618 的中 （1－5） 13760（1番人気）
馬連票数 計 372743 的中 �� 13967（4番人気）
馬単票数 計 204737 的中 �� 2895（12番人気）
ワイド票数 計 232940 的中 �� 7115（5番人気）�� 4244（17番人気）�� 8078（4番人気）
3連複票数 計 505748 的中 ��� 6825（13番人気）
3連単票数 計 682509 的中 ��� 1285（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．6―47．8―59．6―1：11．4―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルコランダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．6．19 阪神10着

2009．4．21生 牡6青鹿 母 ダイイチシガー 母母 ダイイチルビー 30戦2勝 賞金 26，854，000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 トスカニーニ号
※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。



05081 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7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 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

35 ゴーイングベル 牡5芦 57
55 △岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516＋141：45．6 32．4�

59 サンライズアルブル 牡4黒鹿 56
54 △小崎 綾也松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：45．81� 4．9�
816 キーブランド 牡6鹿 57

54 ▲義 英真北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 516－ 41：46．12 32．9�
713 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 486－ 21：46．31 16．4�
48 � コスモカウピリ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 502± 0 〃 ハナ 9．4�
815� チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 アタマ 26．3	
12 シ ッ プ ウ �4黒鹿56 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 490＋101：46．4	 8．0�
24 � ナリタマクリス 牡6栗 57 北村 友一
オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 430－ 21：46．61� 30．8�
510 トウカイチャーム 牡7栗 57

54 ▲長岡 禎仁内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 480－ 2 〃 アタマ 78．7
11 カノヤプレジデント �5鹿 57 中村 将之神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 478－101：46．92 6．5�
611 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 482－ 4 〃 クビ 3．2�
36 テイエムコンドル 牡4鹿 56

53 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 440－ 41：47．0	 31．6�
23 � セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B458－ 21：47．21� 53．2�
612 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478－ 61：48．05 58．1�
47 アドマイヤレイ 牡6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 516－101：48．63	 16．3�
714 サ ウ ス ゴ ビ 牡4栗 56 D．バルジュー K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 460＋ 21：54．2大差 46．3�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，672，900円 複勝： 31，814，800円 枠連： 14，601，400円
馬連： 42，445，700円 馬単： 22，417，900円 ワイド： 27，040，700円
3連複： 61，518，500円 3連単： 85，883，900円 計： 309，395，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 840円 � 250円 � 1，100円 枠 連（3－5） 4，730円

馬 連 �� 11，270円 馬 単 �� 29，910円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 11，630円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 134，510円 3 連 単 ��� 915，670円

票 数

単勝票数 計 236729 的中 � 5833（11番人気）
複勝票数 計 318148 的中 � 9159（11番人気）� 39124（3番人気）� 6821（14番人気）
枠連票数 計 146014 的中 （3－5） 2388（22番人気）
馬連票数 計 424457 的中 �� 2917（43番人気）
馬単票数 計 224179 的中 �� 562（114番人気）
ワイド票数 計 270407 的中 �� 1714（50番人気）�� 596（98番人気）�� 1343（62番人気）
3連複票数 計 615185 的中 ��� 343（342番人気）
3連単票数 計 858839 的中 ��� 68（2142番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―29．9―42．5―55．0―1：07．4―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングベル �
�
父 クーリンガー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．16 中京8着

2010．4．16生 牡5芦 母 レイナシンフォニー 母母 レイナロバリー 25戦2勝 賞金 26，450，000円
〔制裁〕 ゴーイングベル号の騎手岩崎翼は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスゴビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月31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。

05082 2月28日 晴 良 （27小倉1）第7日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 松山 弘平呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 474－ 61：08．1 9．9�
713 シ ラ ユ キ 牝3芦 54 藤岡 康太ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 21：08．31� 1．9�
12 トウショウピスト 牡3鹿 56 D．バルジュートウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋10 〃 クビ 8．9�

（伊）

36 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434± 01：08．4� 16．5�
35 キッズライトオン 牡3栗 56 菱田 裕二瀬谷 	雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 81：08．6� 5．6

23 オ ヒ ア 牝3黒鹿54 岩崎 翼金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 444± 0 〃 ハナ 20．9�
715 ラホーヤビーチ 牝3青鹿54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 448－ 41：08．7	 33．7�
11 ショウナンマキシム 牝3鹿 54 義 英真国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 402－ 21：08．8� 96．9
510 リバークルーズ 牝3栗 54 丹内 祐次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 460＋ 6 〃 クビ 218．6�
818 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 478＋ 21：09．12 20．6�
24 デイドリーム 牝3栗 54 川須 栄彦三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 460－ 41：09．2	 109．3�
612 ノーブルルージュ 牝3黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 440－ 4 〃 クビ 19．4�
714
 カフジオリオン 牡3鹿 56 川島 信二加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 474＋ 21：09．3クビ 71．4�
611 カレンローザネーラ 牝3鹿 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466＋181：09．4	 52．5�
47 ゲネラルプローベ 牡3鹿 56 小崎 綾也前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 456－ 6 〃 クビ 57．6�
816 ラブローレル 牝3青鹿54 武 幸四郎増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406± 01：09．93 133．1�
59 シンフォニア 牝3栗 54 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 81：10．43 32．5�
817 グランデコマンド 牡3鹿 56 原田 和真 �グランデオーナーズ 高橋 康之 鹿児島 吉永ファーム 470± 01：10．5	 383．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，540，500円 複勝： 53，262，300円 枠連： 19，617，000円
馬連： 75，585，200円 馬単： 42，035，100円 ワイド： 41，082，700円
3連複： 93，297，600円 3連単： 144，263，000円 計： 507，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 270円 � 110円 � 260円 枠 連（4－7） 1，060円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，640円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 40，500円

票 数

単勝票数 計 385405 的中 � 30937（4番人気）
複勝票数 計 532623 的中 � 34960（4番人気）� 209938（1番人気）� 36724（3番人気）
枠連票数 計 196170 的中 （4－7） 14314（3番人気）
馬連票数 計 755852 的中 �� 35881（4番人気）
馬単票数 計 420351 的中 �� 5641（17番人気）
ワイド票数 計 410827 的中 �� 19924（3番人気）�� 5992（15番人気）�� 21810（2番人気）
3連複票数 計 932976 的中 ��� 14998（8番人気）
3連単票数 計1442630 的中 ��� 2582（101番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．6―11．5―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 15，8（3，13）2，14，12（18，16）（10，5，11，17）（1，6，7，9）－4 4 ・（15，8）13，3（2，14）（12，16）（10，5，18）（11，17）（1，6）（7，9）4

勝馬の
紹 介

ブラッククローバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 中京5着

2012．4．9生 牡3黒鹿 母 パリスセイリュウ 母母 ローランロード 8戦2勝 賞金 21，399，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アグネスユーリヤ号・ヴィクタープライム号・ゲンキチハヤブサ号・スマートカルロス号・タイセイスウォード号・

ナリノネーヴェ号・パオロッサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05083 2月28日 曇 良 （27小倉1）第7日 第11競走 ��
��2，600�

さ ら く ら や ま

皿 倉 山 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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

611� カンタベリーナイト 牡6鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506－ 22：39．5 6．0�
815� レイトライザー 牡5黒鹿57 藤岡 康太中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 464－ 2 〃 ハナ 7．1�
46 カ ノ ン 牝5鹿 55 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 2 〃 クビ 8．7�
22 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 小崎 綾也小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 460－ 22：39．6クビ 22．2�
34 ゴールドブライアン 牡7青鹿57 D．バルジュー 杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472－ 22：39．81	 10．8�

（伊）

713 アドマイヤネアルコ 牡7芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 484± 0 〃 アタマ 13．7	
47 スリーロブロイ 牡6鹿 57 武 幸四郎永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 4 〃 ハナ 90．5

610 カ ー マ イ ン 牡7鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 21．5�
23 ローレルソラン 牡7鹿 57 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 462－ 62：39．9クビ 58．1
11 ディープストーリー 牝5青 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434－ 62：40．11	 5．5�
58 レンブラント 牡4黒鹿56 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 482± 02：40．2
 40．4�
35 バンスタンウォルツ �7鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－142：40．94 9．9�
712 クロニクルスカイ 牡4鹿 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 514± 02：41．11
 7．9�
814 グッドカフェ �7青鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 482± 02：41．42 9．1�
59 ゴーゴーヒュウガ 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B462－ 22：41．5クビ 165．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，761，100円 複勝： 43，696，700円 枠連： 37，452，100円
馬連： 123，196，300円 馬単： 54，856，100円 ワイド： 53，689，500円
3連複： 180，139，700円 3連単： 247，923，800円 計： 771，715，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 230円 � 330円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，580円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 12，770円 3 連 単 ��� 55，100円

票 数

単勝票数 計 307611 的中 � 40437（2番人気）
複勝票数 計 436967 的中 � 65416（1番人気）� 50432（3番人気）� 30192（8番人気）
枠連票数 計 374521 的中 （6－8） 37142（1番人気）
馬連票数 計1231963 的中 �� 50429（2番人気）
馬単票数 計 548561 的中 �� 11653（3番人気）
ワイド票数 計 536895 的中 �� 18803（1番人気）�� 8620（21番人気）�� 8012（24番人気）
3連複票数 計1801397 的中 ��� 10575（50番人気）
3連単票数 計2479238 的中 ��� 3262（181番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．6―12．7―13．0―12．9―12．2―11．9―11．8―11．9―12．2―12．3

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―24．0―36．0―48．6―1：01．3―1：14．3―1：27．2―1：39．4―1：51．3―2：03．1―2：15．0―2：27．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カンタベリーナイト �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ハンティングホーク

2009．4．19生 牡6鹿 母 トミノラブラドール 母母 ジョリフィーユ 58戦3勝 賞金 52，825，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

※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。

05084 2月28日 曇 良 （27小倉1）第7日 第12競走 ��
��1，200�

や つ し ろ

八 代 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 ビッグアーサー 牡4鹿 57 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 520＋ 21：07．9 4．6�
713 ヤマノハヤブサ 牡4黒鹿57 松山 弘平山泉 恵宥氏 山内 研二 日高 天羽 禮治 470＋121：08．32� 24．6�
12 セトノフラッパー 牝5栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 450＋ 61：08．4� 13．8�
818 ビービーブレイン 	4鹿 57 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 506± 01：08．61
 73．4�
23 クリノコマチ 牝4栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 446－ 4 〃 クビ 44．3�
48 � ムーンドロップ 牡4鹿 57 長岡 禎仁	Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 456＋ 21：08．7クビ 207．8

47 キングナポレオン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 8 〃 クビ 6．0�
24 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422－ 41：08．8� 22．1�
36 � ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 428－ 21：08．9クビ 51．5
510 サウンドターゲット 牡4鹿 57 川須 栄彦増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 472＋ 2 〃 ハナ 23．8�
816 オールオブナイト 牝4黒鹿55 小崎 綾也市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 ハナ 52．9�
715 メイショウネブタ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 478－ 2 〃 アタマ 17．6�
611 クラウドチェンバー 	6鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－ 21：09．11 4．6�
714 テイエムコウノトリ 牝6黒鹿55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 448± 0 〃 クビ 67．5�
59 ケイエスポーラ 牡4鹿 57 菱田 裕二キヨシサービス	 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 478－ 21：09．3� 24．3�
11 イ ロ リ 牝4鹿 55 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 460＋ 2 〃 アタマ 12．9�

（伊）

612 ラブリープラネット 牡4栗 57 国分 恭介三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 474－ 21：09．72� 5．5�
35 フラワーハート 牝4鹿 55 伴 啓太花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 446－ 21：09．8� 216．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，879，500円 複勝： 55，213，400円 枠連： 28，931，500円
馬連： 97，688，300円 馬単： 42，177，700円 ワイド： 47，457，100円
3連複： 123，589，100円 3連単： 177，811，800円 計： 610，748，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 260円 � 910円 � 460円 枠 連（7－8） 1，680円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 1，600円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 34，780円 3 連 単 ��� 158，560円

票 数

単勝票数 計 378795 的中 � 65349（1番人気）
複勝票数 計 552134 的中 � 64816（4番人気）� 14078（11番人気）� 30859（6番人気）
枠連票数 計 289315 的中 （7－8） 13310（8番人気）
馬連票数 計 976883 的中 �� 10574（25番人気）
馬単票数 計 421777 的中 �� 3247（28番人気）
ワイド票数 計 474571 的中 �� 4124（33番人気）�� 7792（12番人気）�� 2790（53番人気）
3連複票数 計1235891 的中 ��� 2665（115番人気）
3連単票数 計1778118 的中 ��� 813（483番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．3―11．4―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 2戦2勝 賞金 14，681，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。



（27小倉1）第7日 2月28日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

164，520，000円
2，080，000円
6，080，000円
1，850，000円
14，920，000円
70，955，500円
4，992，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
277，498，100円
409，381，500円
182，655，600円
589，494，800円
308，094，100円
327，150，400円
804，883，100円
1，131，057，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，030，215，000円

総入場人員 7，632名 （有料入場人員 6，822名）
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