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05001 2月12日 晴 重 （29小倉1）第2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

36 ディーエスアクシス 牡3芦 56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 476± 01：46．1 2．9�
23 テ ィ ー コ ア 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B496－ 81：46．52� 16．6�
510 クリノライメイ 牡3青鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 500＋20 〃 クビ 9．6�
713 シンゼンキング 牡3黒鹿56 酒井 学原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－ 41：46．82 21．2�
35 ブルベアジュラフ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 502± 01：46．9クビ 2．8�
12 ミッキートーン 牡3鹿 56 川須 栄彦野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B540－ 61：47．96 27．5	
59 タガノビッググッド 牡3鹿 56 吉田 隼人八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 0 〃 ハナ 14．6

24 コウユーカゼニノリ 牡3栗 56 黛 弘人加治屋貞光氏 和田 雄二 平取 稲原牧場 442＋ 2 〃 クビ 176．3�
611 ヒマラヤパルプンテ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 井高牧場 506－ 41：48．22 67．7�
612 ソニックセンス 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 472－ 41：48．3クビ 22．5
11 マンボビート 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 468＋201：48．93� 38．0�
815 サンライズキリシマ 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 門別牧場 418－101：49．11� 33．0�
816 フェブマカナ 牡3黒鹿56 秋山真一郎釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 450－ 61：49．52� 77．5�
48 クールブルーズ 牡3黒鹿56 中谷 雄太川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 490＋ 21：50．67 17．9�
47 テイエムアレグレス 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 470± 0 〃 アタマ 68．6�
714 ジュントップゴール 牡3栗 56 松山 弘平河合 純二氏 森 秀行 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：51．02� 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，607，600円 複勝： 24，587，100円 枠連： 12，221，000円
馬連： 30，721，100円 馬単： 16，472，900円 ワイド： 23，922，500円
3連複： 51，544，300円 3連単： 58，379，000円 計： 233，455，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 410円 � 310円 枠 連（2－3） 1，340円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 840円 �� 500円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 28，170円

票 数

単勝票数 計 156076 的中 � 42526（2番人気）
複勝票数 計 245871 的中 � 68425（1番人気）� 11876（6番人気）� 17137（3番人気）
枠連票数 計 122210 的中 （2－3） 7040（6番人気）
馬連票数 計 307211 的中 �� 11107（5番人気）
馬単票数 計 164729 的中 �� 3368（9番人気）
ワイド票数 計 239225 的中 �� 7285（7番人気）�� 12896（2番人気）�� 3348（18番人気）
3連複票数 計 515443 的中 ��� 5805（16番人気）
3連単票数 計 583790 的中 ��� 1502（66番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．5―12．6―12．9―12．4―12．0―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．4―43．0―55．9―1：08．3―1：20．3―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディーエスアクシス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2016．11．12 京都4着

2014．4．1生 牡3芦 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 3戦1勝 賞金 7，400，000円
※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 デッドポイント号
（非抽選馬） 2頭 カシノルーラー号・ダンツゴウユウ号

05002 2月12日 晴 重 （29小倉1）第2日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

610 ジュエルアラモード 牝5栗 55 吉田 隼人西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 B506－ 8 58．7 6．2�
712 グルーヴァー 牝6青鹿 55

54 ☆加藤 祥太吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 510－ 2 58．8� 2．7�
814 ニシノグリーディ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 452＋12 59．01� 115．1�
45 アマルティア 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 474＋22 59．21 9．3�
711 ハッピーロングラン 牝6鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 〃 クビ 20．3�
46 オールオブユー 牝5栗 55

54 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋10 〃 クビ 4．3	

57 ローザルージュ 牝4黒鹿 55
52 ▲荻野 極村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 494＋10 59．3� 10．1


69 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 468＋ 4 59．4クビ 37．7�
34 タマモスズラン 牝4鹿 55 古川 吉洋タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 464＋24 59．5� 7．5
813 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55 丹内 祐次桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 486＋ 6 59．6� 40．1�
58 カリアティード 牝4鹿 55 丸田 恭介 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム B452＋10 〃 アタマ 61．1�
33 � トリアンドルス 牝5栗 55 黛 弘人ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 486± 0 59．7� 107．8�
11 マダムアグライア 牝6鹿 55 西村 太一ディアレストクラブ� 新開 幸一 日高 浦新 徳司 496＋10 59．91� 56．2�
22 ピンクプリンセス 牝6芦 55 柴田 未崎木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 520－111：00．0� 105．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，027，500円 複勝： 23，403，100円 枠連： 8，352，800円
馬連： 32，441，300円 馬単： 17，498，400円 ワイド： 21，916，700円
3連複： 44，328，400円 3連単： 59，658，300円 計： 226，626，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 130円 � 1，790円 枠 連（6－7） 640円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 320円 �� 7，810円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 73，180円

票 数

単勝票数 計 190275 的中 � 24502（3番人気）
複勝票数 計 234031 的中 � 35603（2番人気）� 64488（1番人気）� 2050（14番人気）
枠連票数 計 83528 的中 （6－7） 9997（2番人気）
馬連票数 計 324413 的中 �� 31377（2番人気）
馬単票数 計 174984 的中 �� 6866（5番人気）
ワイド票数 計 219167 的中 �� 20849（1番人気）�� 656（57番人気）�� 1270（38番人気）
3連複票数 計 443284 的中 ��� 1964（52番人気）
3連単票数 計 596583 的中 ��� 591（222番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．3―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエルアラモード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2014．8．23 新潟11着

2012．3．24生 牝5栗 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 18戦2勝 賞金 23，250，000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。
（非抽選馬） 1頭 コウエイラブリー号

第１回 小倉競馬 第２日



05003 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ビップソルダー 牡3鹿 56 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 472＋161：09．0 36．6�
36 ペプチドリリー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 442＋ 4 〃 クビ 29．0�
47 ヤクシャハソロッタ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 438＋ 41：09．21� 26．9�
11 マイティドリーム 牡3青鹿56 藤岡 康太矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 490＋ 4 〃 クビ 1．7�
59 スナッチアイズ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 61：09．3� 12．7�

23 ケンシュナウザー 牡3栗 56
55 ☆岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 474＋ 61：09．4� 22．0	
611 イ ロ ハ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 426＋ 4 〃 ハナ 47．1

24 ソルティピース 牝3黒鹿54 嶋田 純次鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440＋ 4 〃 アタマ 21．5�
48 コパカバーナ 牝3栗 54

52 △木幡 初也�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 496＋ 61：09．61 90．2�
817 フォーチュンキセキ 牝3鹿 54 古川 吉洋山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446± 01：09．81 6．5
818 ロイヤルルシアン 牝3芦 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 436＋ 2 〃 ハナ 172．4�
510 ピーチメルバ 牝3鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 浦新 徳司 450＋141：10．22� 297．4�
12 コスモカレント 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 446＋ 4 〃 クビ 217．9�
612 ジェリーロラム 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 412＋ 61：10．3� 406．7�
816 ヨドノベスト 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 446＋ 61：10．4クビ 5．3�
714 コウザンマカロン 牝3黒鹿54 大下 智山下 良子氏 作田 誠二 新冠 小泉 学 444－181：10．72 380．3�
713 ア タ ミ 牡3黒鹿56 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 460± 01：11．23 56．5�
715 フェアリーウイング 牝3鹿 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 畠山牧場 432－ 21：15．8大差 95．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，302，200円 複勝： 24，352，900円 枠連： 13，305，200円
馬連： 33，382，100円 馬単： 19，423，600円 ワイド： 24，382，900円
3連複： 51，541，400円 3連単： 64，048，100円 計： 251，738，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 750円 � 890円 � 510円 枠 連（3－3） 21，300円

馬 連 �� 24，130円 馬 単 �� 80，040円

ワ イ ド �� 6，040円 �� 5，220円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 156，500円 3 連 単 ��� 814，640円

票 数

単勝票数 計 213022 的中 � 4645（9番人気）
複勝票数 計 243529 的中 � 8487（8番人気）� 7060（9番人気）� 13036（7番人気）
枠連票数 計 133052 的中 （3－3） 484（31番人気）
馬連票数 計 333821 的中 �� 1072（48番人気）
馬単票数 計 194236 的中 �� 182（112番人気）
ワイド票数 計 243829 的中 �� 1041（50番人気）�� 1208（45番人気）�� 1014（51番人気）
3連複票数 計 515414 的中 ��� 247（229番人気）
3連単票数 計 640481 的中 ��� 57（1199番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップソルダー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2016．6．19 函館10着

2014．4．22生 牡3鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マイティドリーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアリーウイング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マッセル号

05004 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

612 モズカッチャン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 476± 01：48．9 4．4�
11 ジャーミネイト 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：49．32� 4．4�
816 グランドボヌール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 468－ 8 〃 ハナ 9．7�
59 ファウンダー 牡3栗 56 丸田 恭介 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460＋ 21：50．04 3．6�
714 サンタテレサ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－ 6 〃 ハナ 7．3	
12 ブルベアバイソン 牡3栗 56

53 ▲坂井 瑠星 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 470± 01：50．1� 17．4

47 グラスノーブル 牝3鹿 54

52 △伴 啓太半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 420－101：50．2クビ 139．6�
35 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 嶋田 純次 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：50．41� 27．7�
510 マイネルハドソン 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 41：50．5� 21．6
611 カシノポルカ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 436± 0 〃 アタマ 254．2�
815 スリーソードシチー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 422＋10 〃 同着 76．5�
23 ロゼットブルー 牝3鹿 54 菱田 裕二 �グリーンファーム浜田多実雄 千歳 社台ファーム 434＋ 41：50．6� 84．1�
24 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56

54 △木幡 初也山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 420－ 61：50．81� 119．9�
48 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿54 吉田 隼人前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 396－161：50．9クビ 12．4�
36 ワンダーラジャ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 498＋ 21：51．11� 76．9�
713 ミスズバード 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 488＋ 61：51．2クビ 86．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，086，000円 複勝： 25，248，000円 枠連： 9，909，100円
馬連： 32，809，700円 馬単： 17，228，600円 ワイド： 24，120，700円
3連複： 47，927，500円 3連単： 56，778，100円 計： 234，107，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 170円 � 240円 枠 連（1－6） 800円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 370円 �� 770円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計 200860 的中 � 35727（3番人気）
複勝票数 計 252480 的中 � 41191（2番人気）� 41757（1番人気）� 23624（6番人気）
枠連票数 計 99091 的中 （1－6） 9568（2番人気）
馬連票数 計 328097 的中 �� 26344（1番人気）
馬単票数 計 172286 的中 �� 6741（1番人気）
ワイド票数 計 241207 的中 �� 17986（1番人気）�� 7749（9番人気）�� 7671（10番人気）
3連複票数 計 479275 的中 ��� 12833（5番人気）
3連単票数 計 567781 的中 ��� 2842（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．4―47．4―1：00．2―1：13．4―1：25．7―1：37．5

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

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

勝馬の
紹 介

モズカッチャン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．2．27生 牝3黒鹿 母 サイトディーラー 母母 ベストブート 3戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 マーブルクリス号



05005 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ビービーバーレスク 牝3鹿 54 丸田 恭介�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 480 ―1：10．0 6．8�
11 ミヤラビランド 牝3鹿 54 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 454 ―1：10．21� 13．6�
611 トーホウビスカヤ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490 ―1：10．3� 3．1�
23 ハクサンオダイリ 牡3栗 56 藤岡 康太河﨑 五市氏 清水 久詞 浦河 �川 啓一 446 ―1：10．51� 17．3�
48 ディープアドラーレ 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 424 ―1：10．6クビ 8．7	
715 スーサンキララ 牝3栗 54 藤懸 貴志林 千枝子氏 鈴木 孝志 新冠 協和牧場 418 ― 〃 クビ 33．3

713 タ ラ ッ タ 牝3芦 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 412 ―1：10．91� 12．7�
36 ゴールドメモリアル 牝3黒鹿54 大下 智竹原 孝昭氏 作田 誠二 新冠 三村 卓也 448 ―1：11．0� 73．5�
24 オールージュ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 454 ―1：11．1� 98．3

59 ジョーシナモン 牝3芦 54
53 ☆加藤 祥太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 396 ―1：11．31� 66．1�

35 タガノデネボラ 牝3鹿 54
51 ▲坂井 瑠星八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434 ―1：11．4� 37．5�
510 タガノワンハート 牝3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 八木牧場 406 ―1：11．61� 18．1�
817 エバーゴールド 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 430 ― 〃 同着 83．2�
12 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 428 ― 〃 クビ 25．1�
714 ロンドジョワイユ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 418 ―1：11．7� 27．8�
818 ノアサンキュウ 牝3鹿 54 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 476 ―1：12．01� 5．1�
816 テイエムローレン 牝3黒鹿54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 タニグチ牧場 420 ―1：15．2大差 100．0�
47 メイショウシズカロ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 450 ―1：15．41� 39．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，187，700円 複勝： 21，862，500円 枠連： 14，276，400円
馬連： 30，491，500円 馬単： 15，629，200円 ワイド： 23，027，600円
3連複： 47，329，400円 3連単： 55，380，100円 計： 226，184，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 320円 � 150円 枠 連（1－6） 1，090円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 600円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 35，000円

票 数

単勝票数 計 181877 的中 � 21190（3番人気）
複勝票数 計 218625 的中 � 25872（3番人気）� 14488（5番人気）� 44622（1番人気）
枠連票数 計 142764 的中 （1－6） 10119（4番人気）
馬連票数 計 304915 的中 �� 4944（17番人気）
馬単票数 計 156292 的中 �� 1526（24番人気）
ワイド票数 計 230276 的中 �� 3555（16番人気）�� 10351（2番人気）�� 6194（6番人気）
3連複票数 計 473294 的中 ��� 7090（6番人気）
3連単票数 計 553801 的中 ��� 1147（64番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーバーレスク �
�
父 ビービーガルダン �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2014．5．4生 牝3鹿 母 ビービーラッハーン 母母 レディベローナ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムローレン号・メイショウシズカロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

3月12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） 2頭 フルスプレンダー号・ラニカイワヒネ号

05006 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第6競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走12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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

59 マイネルレオーネ 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406± 02：39．3 2．6�

22 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：39．51� 19．1�
23 ウインブルーローズ 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 490＋ 62：39．92� 6．0�
11 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 538± 02：40．0� 31．0�
815 ダンツペレット 牡4芦 56 古川 吉洋山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 508－ 22：40．21 38．0	
47 � タガノグリズリー 牡6鹿 57 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B488± 02：40．83� 39．3

46 イージーゴー 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 492＋202：41．01� 52．7�
35 エアフォルク 牡4青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 10．0�
611 クリノクレオパトラ 牝6黒鹿 55

53 △木幡 初也栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 坂元 芳春 472＋202：41．21 126．1
58 ハイドロフォイル 牡4鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B490＋ 2 〃 ハナ 7．3�
610 ナムラヘイハチロー 牡4鹿 56 菱田 裕二奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 466＋122：41．51� 6．1�
712� ヒカリノカケラ �5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 428－ 82：41．92� 190．0�
713 パヴェダイヤモンド 牝5栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458－ 62：42．11� 19．3�
34 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿 57

56 ☆	島 克駿岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 498－ 42：43．48 12．6�
814� ショウザイシンホー 牡4黒鹿 56

54 △伴 啓太小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 522＋ 42：45．5大差 122．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，358，200円 複勝： 24，308，000円 枠連： 10，433，900円
馬連： 30，396，300円 馬単： 15，269，100円 ワイド： 22，951，700円
3連複： 44，762，700円 3連単： 53，435，300円 計： 221，915，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 520円 � 180円 枠 連（2－5） 530円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 350円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 39，850円

票 数

単勝票数 計 203582 的中 � 61622（1番人気）
複勝票数 計 243080 的中 � 53399（1番人気）� 8661（8番人気）� 38035（2番人気）
枠連票数 計 104339 的中 （2－5） 15226（1番人気）
馬連票数 計 303963 的中 �� 5104（17番人気）
馬単票数 計 152691 的中 �� 1587（28番人気）
ワイド票数 計 229517 的中 �� 3673（18番人気）�� 19210（1番人気）�� 3396（21番人気）
3連複票数 計 447627 的中 ��� 5268（18番人気）
3連単票数 計 534353 的中 ��� 972（123番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．9―11．9―12．4―13．4―13．0―12．6―12．6―12．5―11．8―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�
12．6―23．4―34．9―46．8―58．7―1：11．1―1：24．5―1：37．5―1：50．1―2：02．7―2：15．2―2：27．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡5黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 26戦3勝 賞金 43，284，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウザイシンホー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月12日まで平地

競走に出走できない。



05007 2月12日 晴 重 （29小倉1）第2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）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

713� プレスアテンション 牡6栗 57 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 538－ 21：44．7 3．9�

612 セカンドエフォート 牡4青鹿 56
55 ☆小崎 綾也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：45．12� 19．2�

12 ブラウンアニマート 牡4黒鹿56 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 480－ 21：45．42 21．3�

815 ボーントゥレイン 牡4鹿 56
54 △木幡 初也窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 522－ 2 〃 ハナ 5．1�

24 � カレンジラソーレ 牡4栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 494＋151：45．5クビ 11．0	
11 � ムーンドロップ 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 456－ 41：45．71� 8．4

36 ノーブルリーズン 牝5黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 442＋161：46．12� 31．9�
48 ダイメイリシャール 牡6栗 57

55 △伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 510± 01：46．2クビ 67．7�
23 シ ト ロ ン 牝4鹿 54 西村 太一�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B436－ 61：46．52 95．9
35 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 452－ 61：46．6� 12．0�
816 メイショウゴテツ 牡4青鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 470－14 〃 ハナ 12．7�
510 シゲルメジロザメ 牝4鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 440－14 〃 アタマ 22．0�
611 シ ー ム リ ー 牝5栗 55 杉原 誠人岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：46．7クビ 68．9�
59 � サンライズサーカス 牡4青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 510＋131：47．12� 5．3�
714 ワンダーブラザウン 牡7栗 57 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 478＋101：47．41� 67．4�
47 ライフトップガン 牡7鹿 57 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 510＋22 〃 ハナ 58．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，620，500円 複勝： 27，779，200円 枠連： 11，084，900円
馬連： 34，713，800円 馬単： 16，080，600円 ワイド： 25，421，900円
3連複： 52，700，300円 3連単： 62，785，100円 計： 249，186，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 520円 � 490円 枠 連（6－7） 3，110円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，180円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 14，880円 3 連 単 ��� 73，060円

票 数

単勝票数 計 186205 的中 � 37407（1番人気）
複勝票数 計 277792 的中 � 50812（1番人気）� 12190（10番人気）� 13094（8番人気）
枠連票数 計 110849 的中 （6－7） 2760（17番人気）
馬連票数 計 347138 的中 �� 7146（16番人気）
馬単票数 計 160806 的中 �� 2081（19番人気）
ワイド票数 計 254219 的中 �� 4703（17番人気）�� 5620（11番人気）�� 1980（37番人気）
3連複票数 計 527003 的中 ��� 2655（52番人気）
3連単票数 計 627851 的中 ��� 623（240番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．5―13．1―13．0―12．0―12．6―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―42．2―55．2―1：07．2―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�プレスアテンション �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Editor’s Note

2011．3．24生 牡6栗 母 リードストーリー 母母 Gwenjinsky 24戦1勝 賞金 27，455，000円
初出走 JRA

※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 ミスズモンブラン号
（非抽選馬） 1頭 メイショウオルソ号

05008 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 エ ル ノ ル テ 牝6鹿 55
52 ▲坂井 瑠星吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：08．3 11．7�

714 コスモラパン 牝6黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 424－ 41：09．04 19．5�
11 コウユーココロザシ 牝5鹿 55 宮崎 北斗加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 516＋12 〃 アタマ 113．6�
47 サプルマインド 牝4鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448－ 41：09．1� 2．1�
59 サチノクイーン 牝6鹿 55 国分 優作佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B480＋ 4 〃 アタマ 40．7�
35 ショウナンマキシム 牝5鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 438＋201：09．31� 36．3	
816 タマモイヤリング 牝5黒鹿55 秋山真一郎タマモ
 角田 晃一 日高 スマイルファーム 482＋101：09．51� 34．4�
612 フ ァ ド 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也 
Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 486－ 6 〃 ハナ 3．9�

12 フジクイーン 牝4栗 55
54 ☆�島 克駿平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 486＋ 2 〃 ハナ 6．8

817 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 丸山 元気宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 452＋ 41：09．6� 31．3�
715 ライディングハイ 牝4鹿 55 藤岡 康太�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 488＋ 8 〃 ハナ 206．4�
48 フォルゴラーレ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486－141：09．7クビ 90．8�
713 カゼノシッポ 牝4栗 55

53 △木幡 初也�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 432± 0 〃 クビ 119．7�
23 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 黛 弘人岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 ハナ 33．4�
611 アラモアナワヒネ 牝4栗 55

52 ▲荻野 極横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 478＋34 〃 アタマ 20．4�
510 トモジャクール 牝4黒鹿 55

53 △原田 和真吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 446－ 41：09．8クビ 69．5�
818 プレシャスギフト 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 448＋ 21：10．01� 71．9�
36 � メテオユニバンス 牝5鹿 55 藤懸 貴志亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 426＋10 〃 クビ 291．4�
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売 得 金
単勝： 25，027，700円 複勝： 29，216，000円 枠連： 11，553，500円
馬連： 39，336，400円 馬単： 22，775，200円 ワイド： 27，463，100円
3連複： 58，160，900円 3連単： 78，340，000円 計： 291，872，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 350円 � 510円 � 1，780円 枠 連（2－7） 4，980円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 15，100円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 9，690円 �� 16，140円

3 連 複 ��� 151，460円 3 連 単 ��� 701，190円

票 数

単勝票数 計 250277 的中 � 17086（4番人気）
複勝票数 計 292160 的中 � 24434（4番人気）� 15335（6番人気）� 3884（15番人気）
枠連票数 計 115535 的中 （2－7） 1797（17番人気）
馬連票数 計 393364 的中 �� 4590（21番人気）
馬単票数 計 227752 的中 �� 1131（46番人気）
ワイド票数 計 274631 的中 �� 3491（17番人気）�� 725（76番人気）�� 434（92番人気）
3連複票数 計 581609 的中 ��� 288（288番人気）
3連単票数 計 783400 的中 ��� 81（1360番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル ノ ル テ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish デビュー 2013．6．29 中京1着

2011．2．24生 牝6鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 25戦3勝 賞金 31，004，000円
〔制裁〕 ジェイラー号の騎手黛弘人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



05009 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2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）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

47 ト ル ス ト イ 牡7鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：01．4 4．3�
815 アインザッツ 牡4鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B470－ 4 〃 クビ 7．9�
23 マサノマリリン 牝6黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466－ 22：01．5クビ 13．6�
713 ウインカートゥーン 牡4黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480－ 4 〃 ハナ 27．9�
36 レヴィンインパクト 牡4鹿 56 秋山真一郎�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 468－ 22：01．6� 3．4	
59 ヴァルコイネン 牡6芦 57 丸山 元気吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 478＋12 〃 ハナ 12．2

12 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 504± 02：01．7� 4．1�
714 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 横山 和生村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 62：01．8クビ 29．7�
24 レッドグルック 牡6鹿 57 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 496－ 42：01．9� 69．4
48 セルバンテス 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 クビ 42．9�
35 シャッターチャンス 牡5鹿 57 吉田 隼人前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 442－102：02．53� 26．3�
612 メイショウカクオビ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 500＋ 2 〃 クビ 27．0�
510 ビレッジソング 牝6鹿 55

53 △原田 和真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 442－102：02．6� 57．1�
11 ポ ロ ス 牝4鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 456－122：02．92 228．5�
611 クラウンヴォルカン 牡4青 56 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 528－ 42：03．32� 185．3�

（15頭）
816 ハギノハイスタイル 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B514＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，451，000円 複勝： 30，207，900円 枠連： 12，115，600円
馬連： 46，212，200円 馬単： 23，752，900円 ワイド： 32，167，200円
3連複： 67，534，800円 3連単： 90，741，100円 計： 325，182，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 240円 � 280円 枠 連（4－8） 1，730円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 640円 �� 840円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 32，720円

票 数

単勝票数 差引計 224510（返還計 658） 的中 � 41438（3番人気）
複勝票数 差引計 302079（返還計 772） 的中 � 45410（3番人気）� 31829（4番人気）� 26088（5番人気）
枠連票数 差引計 121156（返還計 201） 的中 （4－8） 5401（8番人気）
馬連票数 差引計 462122（返還計 2557） 的中 �� 19188（6番人気）
馬単票数 差引計 237529（返還計 1040） 的中 �� 5520（11番人気）
ワイド票数 差引計 321672（返還計 2268） 的中 �� 13414（5番人気）�� 9846（8番人気）�� 4553（19番人気）
3連複票数 差引計 675348（返還計 6668） 的中 ��� 6706（24番人気）
3連単票数 差引計 907411（返還計 7414） 的中 ��� 2010（95番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．3―13．3―12．9―12．2―11．7―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．8―49．1―1：02．0―1：14．2―1：25．9―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ル ス ト イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．2 阪神3着

2010．4．9生 牡7鹿 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン 25戦2勝 賞金 39，804，000円
〔競走除外〕 ハギノハイスタイル号は，馬場入場時に疾病〔左膝蓋部挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 アインザッツ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・3番）

ラウレアブルーム号の騎手松山弘平は，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：3番・
7番・4番）

※ポロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05010 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第10競走 ��1，200�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走14時50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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 リッパーザウィン 牡5栗 57 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 522－ 21：08．7 5．3�

510�� トーセンクリス 牝4鹿 54 北村 友一島川 �哉氏 大久保龍志 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508＋ 4 〃 クビ 5．3�
714 ナムラエルサ 牝4鹿 55 �島 克駿奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 454－141：08．8	 8．3�
36 � スワーヴラーシド 牡4黒鹿57 丸山 元気�NICKS 大竹 正博 仏 Az.Ag. Valdirone

Lualdi Lucia 518＋12 〃 クビ 18．3�
611� ライトフェアリー 牝5鹿 55 丸田 恭介和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B484－ 81：08．9クビ 3．4	
59 ワラッチャオ 牝5青鹿55 吉田 隼人小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 482＋ 8 〃 ハナ 14．7

715 フジマサアクトレス 牝4鹿 55 横山 和生藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 448＋ 2 〃 クビ 47．4�
12 ラブローレル 牝5青鹿55 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426－ 21：09．0	 37．4�
818 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 藤岡 康太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 448－10 〃 クビ 28．5
612 ダイワプロパー 牝5栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 504＋20 〃 アタマ 10．5�
47 スズカバーディー 
4黒鹿57 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 434＋ 41：09．1クビ 17．8�
23 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 460± 0 〃 ハナ 24．6�
24 アイムウィッシング 牝4鹿 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 6 〃 ハナ 144．4�
48 ジョーマイク 
4栗 57 岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 458＋ 6 〃 クビ 43．4�
11 クールジョジョ 牝6黒鹿55 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 434－ 8 〃 アタマ 148．2�
713 フェアラフィネ 牝5芦 55 松山 弘平ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 448＋ 81：09．31� 43．9�
816 ケントヒーロー 牡7栗 57 黛 弘人田畑 富子氏 南田美知雄 新冠 ハクツ牧場 504＋121：09．4	 173．8�
35 タニマサガール 牝4鹿 55 杉原 誠人谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 420－ 21：09．82	 126．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，743，700円 複勝： 44，739，700円 枠連： 22，685，200円
馬連： 72，274，800円 馬単： 34，359，000円 ワイド： 47，008，400円
3連複： 111，705，700円 3連単： 144，965，800円 計： 508，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 680円 �� 750円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 22，840円

票 数

単勝票数 計 307437 的中 � 46220（2番人気）
複勝票数 計 447397 的中 � 75773（2番人気）� 57259（3番人気）� 38930（4番人気）
枠連票数 計 226852 的中 （5－8） 16424（4番人気）
馬連票数 計 722748 的中 �� 30209（4番人気）
馬単票数 計 343590 的中 �� 7028（9番人気）
ワイド票数 計 470084 的中 �� 17983（3番人気）�� 16099（4番人気）�� 11334（8番人気）
3連複票数 計1117057 的中 ��� 16875（7番人気）
3連単票数 計1449658 的中 ��� 4600（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．3―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッパーザウィン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．17 小倉1着

2012．4．29生 牡5栗 母 シャトルシャロン 母母 オースミシャロン 16戦3勝 賞金 44，524，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アドマイヤジャズ号・ヴェネツィア号・オレンジガール号・クリーンファンキー号・コーディネーター号・

サイタスリーレッド号・サルドナ号・シェアザジョイフル号・タイムレスメロディ号・トウカイクローネ号・
マイネルロタシオン号



05011 2月12日 晴 重 （29小倉1）第2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，28．2．13以降29．2．5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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 トミケンシャルゴー 牡5鹿 53 木幡 初也冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 豊洋牧場 526± 01：44．1 9．4�
713 キングストーン 牡6鹿 54 松山 弘平寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B520＋18 〃 ハナ 9．3�
58 ベルウッドテラス 牡7鹿 54 丹内 祐次鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 510＋ 21：44．31� 30．0�
46 ザ マ ン ダ 牝6青鹿52 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋141：44．4� 4．8�
610 トウケイウイン 牡7黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 462－ 6 〃 アタマ 24．6�
815 ロードフォワード 牡6青鹿54 国分 優作 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 460－ 81：44．5クビ 8．7	
23 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿55 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B508＋ 21：44．71� 5．6

22 マイネルオフィール 牡5鹿 56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B488± 0 〃 アタマ 3．7�
34 セトノプロミス 牡7鹿 51 丸田 恭介難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 500－ 2 〃 クビ 46．5�
712 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 51 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 23．1
35 オビーディエント 牡8黒鹿51 �島 克駿�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 61：45．02 93．7�
611� マヤノカデンツァ 牡8栗 51 坂井 瑠星田所 英子氏 西村 真幸 新冠 村田牧場 B474± 01：45．21� 71．7�
814 スズカリバー 牡5鹿 53 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502＋121：45．41 43．9�
11 サトノアッシュ 牡5鹿 55 藤岡 佑介里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 500＋161：45．82� 11．2�

（14頭）
47 ワンダーピルエット 牝4鹿 53 小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 478＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，100，500円 複勝： 43，520，000円 枠連： 37，392，000円
馬連： 83，530，700円 馬単： 37，158，400円 ワイド： 45，938，200円
3連複： 99，374，800円 3連単： 135，447，000円 計： 516，461，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 310円 � 330円 � 630円 枠 連（5－7） 3，580円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 2，570円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 32，430円 3 連 単 ��� 171，670円

票 数

単勝票数 差引計 341005（返還計109971） 的中 � 28920（6番人気）
複勝票数 差引計 435200（返還計118786） 的中 � 38834（5番人気）� 36555（6番人気）� 16477（9番人気）
枠連票数 差引計 373920（返還計 28485） 的中 （5－7） 8094（14番人気）
馬連票数 差引計 835307（返還計621372） 的中 �� 13930（18番人気）
馬単票数 差引計 371584（返還計290263） 的中 �� 3059（36番人気）
ワイド票数 差引計 459382（返還計255684） 的中 �� 7651（18番人気）�� 4583（33番人気）�� 3711（38番人気）
3連複票数 差引計 993748（返還計1308694） 的中 ��� 2298（101番人気）
3連単票数 差引計1354470（返還計2046280） 的中 ��� 572（557番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．9―13．0―11．9―12．0―12．3―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．8―42．8―54．7―1：06．7―1：19．0―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシャルゴー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．17 新潟中止

2012．4．24生 牡5鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 18戦5勝 賞金 63，577，000円
〔競走除外〕 ワンダーピルエット号は，馬場入場後に疾病〔右臀部裂創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅延。

05012 2月12日 晴 良 （29小倉1）第2日 第12競走 ��2，000�
だ ん の う ら

壇 之 浦 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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

69 ジャズファンク 牡5鹿 57 藤岡 佑介市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：00．6 3．2�

44 メイショウオオゼキ �7鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484－12 〃 クビ 47．9�
57 � マイネルツィール 牡4鹿 56 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 490－ 2 〃 ハナ 9．7�
711 メイショウブシン 牡7鹿 57 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478＋ 42：00．7クビ 33．6�
11 ダンツペンダント 牝4黒鹿54 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 504－ 2 〃 クビ 20．3�
68 モンドシャルナ 牡6鹿 57 北村 友一山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：00．8� 5．5	
710 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 474－ 82：00．9	 5．5

812� ダイシンロイ 牡6黒鹿57 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 62：01．22 213．0�
22 ヴィンセンツイヤー �6栗 57 黛 弘人 �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 484－ 4 〃 アタマ 46．1�
56 リアルキング 牡4鹿 56 菱田 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 534± 02：01．41 17．7
813 ステイキングダム 牡4鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426＋ 82：01．61 5．3�
33 テーオービックバン 牡6栗 57 秋山真一郎小笹 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 B508＋102：02．55 11．5�
45 ビオラフォーエバー �6栗 57 吉田 隼人熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 22：03．13� 46．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，847，200円 複勝： 47，207，800円 枠連： 24，484，200円
馬連： 85，822，100円 馬単： 38，440，700円 ワイド： 47，626，500円
3連複： 123，145，600円 3連単： 186，413，700円 計： 590，987，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 630円 � 300円 枠 連（4－6） 1，770円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 890円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 19，760円 3 連 単 ��� 107，000円

票 数

単勝票数 計 378472 的中 � 93240（1番人気）
複勝票数 計 472078 的中 � 95368（1番人気）� 15427（9番人気）� 37637（6番人気）
枠連票数 計 244842 的中 （4－6） 10708（7番人気）
馬連票数 計 858221 的中 �� 9121（23番人気）
馬単票数 計 384407 的中 �� 2841（36番人気）
ワイド票数 計 476265 的中 �� 6871（17番人気）�� 14265（8番人気）�� 2995（48番人気）
3連複票数 計1231456 的中 ��� 4674（71番人気）
3連単票数 計1864137 的中 ��� 1263（359番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―13．3―12．7―11．7―12．1―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―34．7―48．0―1：00．7―1：12．4―1：24．5―1：36．5―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズファンク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．27 札幌1着

2012．4．4生 牡5鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 17戦4勝 賞金 65，032，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（29小倉1）第2日 2月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 191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
厩務員出走奨励金

194，470，000円
5，060，000円
14，000，000円
1，710，000円
21，490，000円
73，984，000円
4，966，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
283，359，800円
366，432，200円
187，813，800円
552，132，000円
274，088，600円
365，947，400円
800，055，800円
1，046，371，600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 3，876，201，200円

総入場人員 12，156名 （有料入場人員 10，844名）
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