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05049 2月25日 晴 重 （29小倉1）第5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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 クルークハイト 牝3芦 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：46．4 4．1�
815 サイモンミラベル 牝3栗 54 藤岡 佑介澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 462－ 4 〃 ハナ 10．0�
47 フィルムフランセ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470＋ 21：46．72 3．8�
611 デルマネライウチ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 01：47．76 40．8�

59 サツキシラユリ 牝3黒鹿54 秋山真一郎小野 博郷氏 湯窪 幸雄 新冠 ベルモント
ファーム 476－ 41：47．91 7．0�

510 マサノカオリ 牝3黒鹿54 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 424－ 81：48．11� 84．8	
23 パープルミネルバ 牝3鹿 54 水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－141：48．41� 13．5

612 クインズヌーサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 450－161：48．82� 33．6�
48 ピ リ ナ 牝3鹿 54 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 438＋ 21：48．9� 73．0�
35 サンカーメル 牝3鹿 54 二本柳 壮 加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 446＋ 8 〃 クビ 136．7�
714 バプティシア 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極 ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 442－121：49．32� 74．7�
11 トウカイクルーク 牝3黒鹿54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 434－ 4 〃 ハナ 4．2�
36 ナンヨービーナス 牝3鹿 54 黛 弘人中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：50．15 14．9�
12 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 414＋ 21：50．41� 192．1�
713 サンドベージュ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：51．14 62．5�

24 エイシンブライアー 牝3鹿 54 丸山 元気栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 422－ 41：51．2� 116．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，071，300円 複勝： 30，130，600円 枠連： 10，604，000円
馬連： 30，789，600円 馬単： 16，554，900円 ワイド： 22，759，200円
3連複： 50，163，300円 3連単： 58，248，800円 計： 235，321，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 240円 � 130円 枠 連（8－8） 1，480円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 11，290円

票 数

単勝票数 計 160713 的中 � 31260（2番人気）
複勝票数 計 301306 的中 � 54407（2番人気）� 24382（5番人気）� 74865（1番人気）
枠連票数 計 106040 的中 （8－8） 5528（7番人気）
馬連票数 計 307896 的中 �� 15696（6番人気）
馬単票数 計 165549 的中 �� 4827（9番人気）
ワイド票数 計 227592 的中 �� 9726（8番人気）�� 19143（2番人気）�� 10730（7番人気）
3連複票数 計 501633 的中 ��� 20505（4番人気）
3連単票数 計 582488 的中 ��� 3739（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．8―43．0―55．7―1：08．2―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．2
1
3
・（3，13）－（7，15）16（5，6）8（1，12，14）11（4，9）2，10
16，15（3，7，8）13（5，10）（1，12，6，9）（11，14）2，4

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

勝馬の
紹 介

クルークハイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．4．4生 牝3芦 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 6戦1勝 賞金 10，550，000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 クーロゼ号

05050 2月25日 晴 重 （29小倉1）第5日 第2競走 ��
��1，000�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
56．9
56．9

重
重

34 ブ キ ス 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 斉藤 崇史 新ひだか 前谷 武志 498－ 4 59．5 4．4�
69 ウイナーズロード 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 422± 0 〃 ハナ 2．1�
813 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B478－ 2 〃 ハナ 8．7�
58 マ サ ル 牡3栗 56 菱田 裕二竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 B450－ 2 〃 ハナ 80．4�
712 ブ リ ッ ゲ ン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 444－ 2 59．6� 8．1	

57 ワンダーフルリール 牝3青鹿 54
52 △坂井 瑠星山本 信行氏 中竹 和也 浦河 帰山 清貴 414＋14 59．7� 60．3


45 タイキブリジャール 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋ 2 59．91� 21．1�
711 ラインポレール 牡3青鹿 56

54 △原田 和真大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 平取 中川 隆 484－ 41：00．11� 43．1�
814 シゲルビッグホーン 牝3栗 54

52 △木幡 初也森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 B444－ 8 〃 ハナ 157．1
11 カシノオネスト 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 蛯名 利弘 日高 細川牧場 458± 01：00．2クビ 122．7�
610 ヤマタケシンバ 牡3鹿 56 吉田 隼人山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 418－ 41：00．41� 21．1�
33 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 494＋ 61：00．72 44．3�
46 メモリートニック 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B438－101：00．91� 19．8�
22 ポ ッ ド ガ ビ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 450－ 21：01．0� 11．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，356，400円 複勝： 30，314，000円 枠連： 9，024，300円
馬連： 30，140，800円 馬単： 17，664，900円 ワイド： 22，839，100円
3連複： 44，491，000円 3連単： 60，102，700円 計： 234，933，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 180円 �� 420円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 203564 的中 � 36497（2番人気）
複勝票数 計 303140 的中 � 53128（2番人気）� 96313（1番人気）� 31026（4番人気）
枠連票数 計 90243 的中 （3－6） 13574（2番人気）
馬連票数 計 301408 的中 �� 43680（1番人気）
馬単票数 計 176649 的中 �� 10797（2番人気）
ワイド票数 計 228391 的中 �� 40166（1番人気）�� 12196（5番人気）�� 13414（3番人気）
3連複票数 計 444910 的中 ��� 29793（1番人気）
3連単票数 計 601027 的中 ��� 9188（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．4―35．4―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ キ ス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．6．19 函館7着

2014．3．30生 牡3鹿 母 カネスラッゾ 母母 ベリーローズ 8戦1勝 賞金 11，600，000円
〔発走状況〕 カズマデプレシャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カズマデプレシャン号は，平成29年2月26日から平成29年3月20日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ノボミリオンヌ号

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5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

713 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 440－ 21：09．7 2．4�
612 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 61：09．91� 27．8�
715 コパカバーナ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 488－ 81：10．0� 58．3�
11 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414－10 〃 アタマ 9．9�
47 ダーリンガール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 448－ 81：10．1� 19．7	
818 クーペオブジェミニ 牡3栗 56 松山 弘平要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 434＋ 21：10．2� 9．3

510 ト モ ダ チ 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 476＋221：10．3� 15．7�
35 スプリングノート 牝3青鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 クビ 54．7�
714 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± 01：10．4クビ 347．1
36 アグネスヒテン 牝3鹿 54 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 430－ 61：10．61� 59．4�
59 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 438＋ 21：10．7クビ 172．6�
24 ジ ュ ー ン 牝3栗 54

52 △原田 和真�和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 400－ 61：10．8� 410．7�
12 アビラウンケン 牡3鹿 56 吉田 隼人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480－10 〃 クビ 6．3�
48 バーニングテイスト 牝3鹿 54

53 ☆義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 81：10．9� 187．9�

23 ガーネットホープ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 422－ 81：11．11� 29．0�

611 パンドラフォンテン 牝3栗 54
53 ☆長岡 禎仁吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 454＋ 41：11．2クビ 5．7�

816 ナムラクロエ 牝3栗 54
52 △木幡 初也奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 432＋ 41：11．62� 69．0�

817 ライブリハナメ 牝3鹿 54 丸山 元気加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 446－ 61：12．13 39．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，564，300円 複勝： 30，926，700円 枠連： 11，885，800円
馬連： 32，950，800円 馬単： 17，404，300円 ワイド： 24，398，400円
3連複： 49，450，900円 3連単： 57，102，000円 計： 247，683，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 610円 � 920円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，030円 �� 6，740円

3 連 複 ��� 32，790円 3 連 単 ��� 158，010円

票 数

単勝票数 計 235643 的中 � 78355（1番人気）
複勝票数 計 309267 的中 � 81510（1番人気）� 10513（8番人気）� 6646（11番人気）
枠連票数 計 118858 的中 （6－7） 14524（2番人気）
馬連票数 計 329508 的中 �� 5811（15番人気）
馬単票数 計 174043 的中 �� 2134（20番人気）
ワイド票数 計 243984 的中 �� 4134（15番人気）�� 3115（24番人気）�� 914（65番人気）
3連複票数 計 494509 的中 ��� 1131（106番人気）
3連単票数 計 571020 的中 ��� 262（500番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．8―12．2―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 12，18（1，5，6，11）17（4，7）15（13，8，9）（3，10，14）16－2 4 12，18，1（6，11）5（7，17）（4，15）（13，9）（8，14）（3，10，16）2

勝馬の
紹 介

ペプチドリリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 東京14着

2014．4．15生 牝3黒鹿 母 レッドクローシュ 母母 ターキーレッド 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ペプチドリリー号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15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。
（非抽選馬） 3頭 ダイバージェント号・ティンウッドマン号・ブライトンピア号

05052 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5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

67 ブラックカード 牡3黒鹿56 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438－ 42：01．8 2．8�

11 チェスナットコート 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454－ 62：02．22� 7．1�

811 アグネスローヤー 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 452－ 62：02．41� 59．1�

44 バッケンシェール 牡3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 476－ 6 〃 アタマ 5．7�
68 コスモアルメナーラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 22：02．5� 14．7	
33 タイセイバロン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 494＋ 42：02．82 2．7

79 ニホンピロワールド 牡3鹿 56 柴田 未崎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 446－ 22：03．01� 13．7�
710 コスモストレンジ 牡3栗 56 丸山 元気岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 4 〃 ハナ 52．9�
812 コウユーカゼニノリ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子加治屋貞光氏 和田 雄二 平取 稲原牧場 444＋ 22：03．1クビ 47．5
56 コスモスコーチ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 458＋102：03．2� 98．3�
55 ア カ イ バ ラ 牝3栗 54

52 △伴 啓太�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 414± 02：03．62� 123．5�

22 ハ イ ハ ッ ト 牡3黒鹿 56
54 △木幡 初也畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 中神牧場 436－ 42：04．87 197．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，136，600円 複勝： 17，835，200円 枠連： 6，574，900円
馬連： 24，497，500円 馬単： 14，357，500円 ワイド： 16，337，700円
3連複： 33，600，500円 3連単： 52，677，500円 計： 181，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 � 790円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，380円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 24，790円

票 数

単勝票数 計 151366 的中 � 42165（2番人気）
複勝票数 計 178352 的中 � 38759（1番人気）� 27442（3番人気）� 4010（7番人気）
枠連票数 計 65749 的中 （1－6） 5642（4番人気）
馬連票数 計 244975 的中 �� 20763（3番人気）
馬単票数 計 143575 的中 �� 7395（4番人気）
ワイド票数 計 163377 的中 �� 11712（3番人気）�� 2917（16番人気）�� 1425（23番人気）
3連複票数 計 336005 的中 ��� 2736（26番人気）
3連単票数 計 526775 的中 ��� 1540（80番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．5―12．4―12．2―12．6―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．8―48．3―1：00．7―1：12．9―1：25．5―1：37．7―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックカード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．11．27 京都8着

2014．4．28生 牡3黒鹿 母 バリーバーン 母母 シルバージョイ 6戦1勝 賞金 8，350，000円
〔発走状況〕 コスモアルメナーラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※コウユーカゼニノリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05053 2月25日 晴 重 （29小倉1）第5日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走12時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

69 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456± 0 58．6 8．2�
11 トルシュローズ 牝4栗 55

53 △坂井 瑠星�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 452－ 8 58．91� 5．3�
58 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 486－ 8 〃 クビ 6．8�
711 ハートイズハート 牡4栗 57

55 △原田 和真北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 458－10 59．0クビ 23．4�
46 マルクデラポム 牝4青鹿 55

52 ▲荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474－ 6 〃 ハナ 9．2	
610 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55

53 △木幡 初也井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B470＋ 4 59．1� 83．7

22 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 448－ 2 〃 クビ 89．7�
814 オルティラアスール 牝5鹿 55

53 △伴 啓太�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 494＋ 8 59．2クビ 95．0�
813 テイケイラピッド 牝5栗 55 吉田 隼人兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 0 〃 ハナ 8．1
34 タイキラメール 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484－ 2 59．3� 3．1�

712 キョウワクロニクル 牝4栗 55
54 ☆中井 裕二�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 472± 0 59．4クビ 66．1�

33 ミ デ ィ 牝4鹿 55
52 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 440± 0 〃 アタマ 18．3�

57 ウインフェルベール 牡4青鹿57 松山 弘平�ウイン 	島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 496－ 2 59．61
 10．7�
45 � マジックベル 牝5黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁�杵臼牧場 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 B506＋ 21：00．77 134．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，092，400円 複勝： 32，125，000円 枠連： 10，385，000円
馬連： 38，518，000円 馬単： 21，058，100円 ワイド： 27，485，200円
3連複： 54，295，800円 3連単： 69，400，900円 計： 275，360，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 190円 � 190円 枠 連（1－6） 1，640円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 880円 �� 900円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 31，800円

票 数

単勝票数 計 220924 的中 � 21523（5番人気）
複勝票数 計 321250 的中 � 33382（4番人気）� 47063（2番人気）� 46374（3番人気）
枠連票数 計 103850 的中 （1－6） 4898（7番人気）
馬連票数 計 385180 的中 �� 13660（8番人気）
馬単票数 計 210581 的中 �� 3302（20番人気）
ワイド票数 計 274852 的中 �� 7948（10番人気）�� 7707（12番人気）�� 11231（7番人気）
3連複票数 計 542958 的中 ��� 7897（17番人気）
3連単票数 計 694009 的中 ��� 1582（111番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．3―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイデンガールズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．11．14 東京9着

2013．3．4生 牝4栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 7戦2勝 賞金 13，250，000円
〔発走状況〕 ミディ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ミディ号の騎手藤田菜七子は，発馬機内での御法（突進されて落馬）について戒告。

05054 2月25日 晴 重 （29小倉1）第5日 第6競走 ��1，700�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，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

815 スマイルフォース 牡5鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 460－ 61：45．3 18．0�
612 エンパイアステート �4鹿 56

54 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋12 〃 クビ 2．6�

59 � ブレイクエース 牡5鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 41：45．62 6．4�

47 ヨドノナイト 牡5鹿 57 吉田 隼人海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 498－ 81：45．81 20．5�
36 � ビ ー ハ グ �5黒鹿 57

55 △原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B480＋ 41：46．01� 23．9�
714 ナンヨーファミユ 牡4鹿 56 藤岡 佑介中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460－ 21：46．1	 16．3	
23 クリノプラハ 牡4鹿 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 536－ 21：46．41	 63．6

611� ミュートロギア 牡4青鹿 56

54 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 21：46．5
 77．6�

713 ビレッジエンパイア 牡4鹿 56 横山 和生村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 484－ 61：46．6	 10．0
11 カタヨクノテンシ 牡4鹿 56

55 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 508－ 41：46．8	 101．6�
35 ビタミンエース 牡6鹿 57

56 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 532± 01：47．22
 8．4�
12 フジノナデシコ 牝4鹿 54 藤岡 康太藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460＋101：47．3
 18．6�
48 ノーブルリーズン 牝5黒鹿 55

53 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 438－ 41：47．51� 28．8�
816 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－101：47．6クビ 6．5�
24 � プ ラ セ ン タ 牝5青鹿55 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454－121：48．02
 269．9�
510 サクラプレミア 牡6黒鹿57 丸田 恭介�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 490－ 61：48．42
 106．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，915，300円 複勝： 27，218，600円 枠連： 10，476，300円
馬連： 30，603，800円 馬単： 17，470，000円 ワイド： 25，180，000円
3連複： 48，001，600円 3連単： 53，446，100円 計： 230，311，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 380円 � 130円 � 180円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，780円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 33，630円

票 数

単勝票数 計 179153 的中 � 7950（7番人気）
複勝票数 計 272186 的中 � 13451（7番人気）� 70040（1番人気）� 37177（2番人気）
枠連票数 計 104763 的中 （6－8） 12795（1番人気）
馬連票数 計 306038 的中 �� 10574（5番人気）
馬単票数 計 174700 的中 �� 2634（14番人気）
ワイド票数 計 251800 的中 �� 7063（7番人気）�� 3419（24番人気）�� 15420（2番人気）
3連複票数 計 480016 的中 ��� 8529（6番人気）
3連単票数 計 534461 的中 ��� 1152（83番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．2―13．3―12．4―11．7―12．4―12．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―43．8―56．2―1：07．9―1：20．3―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルフォース �
�
父 バトルプラン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．12．27 阪神1着

2012．3．13生 牡5鹿 母 ジョイフルスマイル 母母 ゴーオンマイウェイ 21戦2勝 賞金 21，550，000円
〔制裁〕 ビーハグ号の騎手原田和真は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファントムグレイ号



05055 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：44．1
1：43．9

良
良

59 エーデルメイシュ 牝4鹿 54
53 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：48．8 3．8�
34 アグネスザルーツ 牡4栗 56 秋山真一郎畑佐 博氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472＋ 21：49．22� 5．8�
58 トモジャクール 牝4黒鹿 54

52 △原田 和真吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 B446± 01：49．41� 92．7�
35 パラノーマル 牝4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 2 〃 クビ 25．6�
47 セルバンテス 牡6黒鹿57 菱田 裕二 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：49．5クビ 12．5	
610 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡5黒鹿57 丸山 元気 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 クビ 6．6

713 ウインティアラ 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 424－ 41：49．6クビ 18．0�
46 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 456－ 21：49．7� 24．7�
22 スズカウルトラ 牡4鹿 56

54 △城戸 義政永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 466＋ 41：49．8� 16．9
814 ルーレットクイーン 牝4栗 54 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 436± 01：49．9� 13．2�
611 スズカマドンナ 牝5鹿 55 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 456－ 41：50．0� 22．6�
712 インペラトーレ 牡4鹿 56

53 ▲荻野 極吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 458＋ 8 〃 クビ 5．3�
23 メイショウメリリー 牝4黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 432－ 61：50．1� 57．0�
815� クリノヴェルサイユ 牝4鹿 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 428± 01：50．2� 81．3�
11 ルージュノアール 牝4黒鹿54 藤岡 佑介前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 21：51．47 19．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，992，100円 複勝： 25，767，900円 枠連： 9，745，000円
馬連： 31，274，800円 馬単： 15，422，900円 ワイド： 22，003，300円
3連複： 45，256，100円 3連単： 53，681，200円 計： 219，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 220円 � 1，320円 枠 連（3－5） 1，120円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，710円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 25，270円 3 連 単 ��� 104，900円

票 数

単勝票数 計 159921 的中 � 32999（1番人気）
複勝票数 計 257679 的中 � 50947（1番人気）� 31675（3番人気）� 3673（13番人気）
枠連票数 計 97450 的中 （3－5） 6706（4番人気）
馬連票数 計 312748 的中 �� 18009（2番人気）
馬単票数 計 154229 的中 �� 4492（4番人気）
ワイド票数 計 220033 的中 �� 10177（3番人気）�� 1476（51番人気）�� 650（77番人気）
3連複票数 計 452561 的中 ��� 1343（97番人気）
3連単票数 計 536812 的中 ��� 371（389番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―12．6―12．1―11．8―11．8―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―49．9―1：02．0―1：13．8―1：25．6―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーデルメイシュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．23 中山2着

2013．1．31生 牝4鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 10戦2勝 賞金 19，150，000円
〔制裁〕 トモジャクール号の騎手原田和真は，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。
※ルージュノアール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05056 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5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

48 リルティングインク 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：09．0 19．8�
611 ユキノカトレア 牝5鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 480－12 〃 クビ 5．6�
47 ナムラエルサ 牝4鹿 55 北村 友一奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 454± 01：09．1� 2．4�
612 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± 01：09．2クビ 6．6�
23 レッドカーラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442＋ 81：09．3� 8．1	
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± 0 〃 クビ 29．4

12 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 512－ 41：09．51 26．4�
817 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 西村 太一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 ハナ 84．3�
818 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55

54 ☆中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 4 〃 同着 28．6
713 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± 01：09．6� 80．6�
510 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55

53 △城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 6 〃 ハナ 137．5�
715 ト キ ワ 牝5鹿 55 藤岡 康太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 466－ 8 〃 ハナ 43．1�
36 ブライティアレディ 牝4青鹿 55

53 △坂井 瑠星小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 418＋ 4 〃 クビ 28．6�
714 ケイエスフェアリー 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太キヨシサービス� 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B484＋ 41：09．81 132．5�
24 ジェルミナーレ 牝4鹿 55 吉田 隼人�ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 434－ 4 〃 クビ 22．4�
35 � ユキノサンブライト 牝6鹿 55 中谷 雄太井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 462－ 4 〃 ハナ 147．9�
11 � エイシンダーラ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 460－121：09．9クビ 19．0�
816 ラホーヤビーチ 牝5青鹿 55

54 ☆義 英真 �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 462－ 21：10．43 29．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，881，300円 複勝： 35，146，600円 枠連： 14，149，100円
馬連： 42，707，600円 馬単： 20，399，800円 ワイド： 32，291，200円
3連複： 66，019，700円 3連単： 75，479，000円 計： 310，074，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 430円 � 230円 � 130円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 11，990円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，080円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 68，400円

票 数

単勝票数 計 238813 的中 � 9636（6番人気）
複勝票数 計 351466 的中 � 15528（6番人気）� 35766（3番人気）� 95139（1番人気）
枠連票数 計 141491 的中 （4－6） 25346（1番人気）
馬連票数 計 427076 的中 �� 6725（17番人気）
馬単票数 計 203998 的中 �� 1275（45番人気）
ワイド票数 計 322912 的中 �� 4422（19番人気）�� 7485（8番人気）�� 19435（2番人気）
3連複票数 計 660197 的中 ��� 7121（15番人気）
3連単票数 計 754790 的中 ��� 800（171番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．4―11．8―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リルティングインク �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー 2016．2．14 東京1着

2013．4．12生 牝4黒鹿 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム 10戦2勝 賞金 15，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 リップルトウショウ号・リュウツバメ号



05057 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5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

78 � ミトノグラス 牡4鹿 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 466－122：01．2 7．0�
55 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿 57

54 ▲荻野 極岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 494－ 42：01．3� 19．5�
67 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 476－ 22：01．61� 6．4�
810 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 494－102：01．7� 3．4�
79 コウセイオリーヴ 牝4鹿 54

51 ▲藤田菜七子杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 450± 0 〃 クビ 35．2�
44 � メーテルリンク 牡4鹿 56 菱田 裕二近藤 英子氏 杉山 晴紀 伊達 宮井 孝典 474－ 12：01．8クビ 23．2�
33 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 B464－ 6 〃 ハナ 2．8

11 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 470－ 22：01．9� 23．3�
66 ラ ペ ル ト ワ 牝4青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 516－ 22：02．11	 75．4
811 クローディオ 
5鹿 57

55 △坂井 瑠星 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 42：02．41� 7．4�
22 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 54

52 △伴 啓太今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 2 〃 クビ 170．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，435，000円 複勝： 29，714，200円 枠連： 10，516，300円
馬連： 37，677，700円 馬単： 24，096，700円 ワイド： 26，703，900円
3連複： 53，574，400円 3連単： 96，425，500円 計： 302，143，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 550円 � 200円 枠 連（5－7） 5，040円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 810円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 59，850円

票 数

単勝票数 計 234350 的中 � 26411（4番人気）
複勝票数 計 297142 的中 � 34021（5番人気）� 11548（7番人気）� 44016（3番人気）
枠連票数 計 105163 的中 （5－7） 1615（14番人気）
馬連票数 計 376777 的中 �� 6107（17番人気）
馬単票数 計 240967 的中 �� 2212（29番人気）
ワイド票数 計 267039 的中 �� 4489（16番人気）�� 8710（8番人気）�� 3869（21番人気）
3連複票数 計 535744 的中 ��� 3585（39番人気）
3連単票数 計 964255 的中 ��� 1168（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．5―49．3―1：01．6―1：13．7―1：25．9―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ミトノグラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 エ リ シ オ （1戦0勝 賞金 0円）

2013．4．10生 牡4鹿 母 ラストパートナー 母母 プ チ ア ノ 11戦1勝 賞金 13，366，000円
地方デビュー 2015．7．8 門別

〔制裁〕 コウセイオリーヴ号の騎手藤田菜七子は，4コーナー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・11番）

05058 2月25日 晴 重 （29小倉1）第5日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時50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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

46 シ ロ ニ イ 牡3白 56 秋山真一郎金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 41：45．5 1．7�

22 イイデファイナル 牡3芦 56 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 518－ 2 〃 クビ 13．8�
712 タガノポムル 牡3栗 56 藤岡 佑介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 61：46．03 5．2�
11 スズカフリオーソ 牡3栗 56 丸田 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 454－101：46．42� 25．2�
611 ワタシノロザリオ 牝3青鹿54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 432－ 2 〃 クビ 30．2�
814 エ オ リ ア 牝3鹿 54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 61：46．5� 35．9	
713 ブルベアパンサー 牡3栗 56 丸山 元気 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 446－ 8 〃 ハナ 43．2

47 ワイドコマンダー 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 514＋101：46．81� 28．4�
59 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± 0 〃 ハナ 11．1�
34 ウインヒューゲル 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 宮 徹 新ひだか 久米 和夫 476－ 21：47．01	 89．3
58 エドノライト 牝3栗 54 二本柳 壮遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 508± 01：47．74 139．2�
815 サトノクリエション 牡3栗 56 吉田 隼人里見 治氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 522＋16 〃 ハナ 6．9�
23 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430－ 21：48．55 448．0�
35 キリシマキャプテン 牡3栗 56 伴 啓太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 450＋101：49．98 376．9�
610 ク ー ロ ゼ 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 増本牧場 414＋ 21：52．4大差 346．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，831，300円 複勝： 85，298，100円 枠連： 15，484，300円
馬連： 58，589，700円 馬単： 37，731，000円 ワイド： 39，086，300円
3連複： 84，186，900円 3連単： 142，135，300円 計： 496，342，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 140円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 460円 �� 230円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 338313 的中 � 153544（1番人気）
複勝票数 計 852981 的中 � 568433（1番人気）� 28175（5番人気）� 75226（2番人気）
枠連票数 計 154843 的中 （2－4） 10481（5番人気）
馬連票数 計 585897 的中 �� 35430（4番人気）
馬単票数 計 377310 的中 �� 15795（6番人気）
ワイド票数 計 390863 的中 �� 20876（4番人気）�� 51906（1番人気）�� 8685（12番人気）
3連複票数 計 841869 的中 ��� 35834（4番人気）
3連単票数 計1421353 的中 ��� 13781（14番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．1―13．1―12．3―12．2―12．6―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．9―43．0―55．3―1：07．5―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
・（8，13）（2，14）（10，15）－6－（1，12）5，11（3，7）9－4・（8，13）15（2，14，6）－（1，12）（11，9）（3，7）10，4－5

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

勝馬の
紹 介

シ ロ ニ イ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．4 小倉4着

2014．2．13生 牡3白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 6戦2勝 賞金 27，483，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クーロゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月25日まで平地競走に出

走できない。
※クーロゼ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05059 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

710 ウインスペクトル 牡5鹿 57 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 B476＋ 22：40．2 101．9�
811 ブライトバローズ 牡5鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：41．15 1．6�
44 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿57 北村 友一バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 ハナ 10．2�
67 ヴァフラーム 牝5鹿 55 丸山 元気市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476－ 82：41．31� 6．5�
68 トウキョウタフガイ 牡6鹿 57 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 468－ 82：41．62 32．6�
56 ビービーブレスユー 牡4鹿 56 坂井 瑠星	坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 490－ 82：42．02� 19．7

11 	 スリーヴェローチェ 牡8鹿 57 秋山真一郎永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470± 02：42．21� 95．0�
55 ハイプレッシャー 牡6黒鹿57 菱田 裕二�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524－ 62：42．52 7．3�
33 メ ナ ス コ 
5黒鹿57 藤岡 佑介 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 438＋ 62：42．6クビ 18．8
22 スズカヴァンガード 
6栗 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486± 02：42．7� 60．4�
812 メイショウブシン 牡7鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 480＋ 2 〃 アタマ 13．1�
79 イイデフューチャー 牡6黒鹿57 小崎 綾也松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 466－ 62：43．44 110．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，270，400円 複勝： 86，275，200円 枠連： 25，212，500円
馬連： 117，401，900円 馬単： 67，224，500円 ワイド： 57，972，500円
3連複： 173，084，600円 3連単： 322，626，500円 計： 894，068，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，190円 複 勝 � 1，020円 � 110円 � 230円 枠 連（7－8） 2，050円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 14，770円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 6，720円 �� 380円

3 連 複 ��� 14，810円 3 連 単 ��� 175，200円

票 数

単勝票数 計 442704 的中 � 3475（11番人気）
複勝票数 計 862752 的中 � 8444（11番人気）� 505118（1番人気）� 51115（4番人気）
枠連票数 計 252125 的中 （7－8） 9513（7番人気）
馬連票数 計1174019 的中 �� 16717（17番人気）
馬単票数 計 672245 的中 �� 3412（39番人気）
ワイド票数 計 579725 的中 �� 8599（18番人気）�� 2043（47番人気）�� 43484（4番人気）
3連複票数 計1730846 的中 ��� 8765（46番人気）
3連単票数 計3226265 的中 ��� 1335（364番人気）

ハロンタイム 13．3―12．6―13．2―12．8―11．1―11．9―12．4―12．0―11．9―12．1―12．1―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．9―39．1―51．9―1：03．0―1：14．9―1：27．3―1：39．3―1：51．2―2：03．3―2：15．4―2：27．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�
10＝4，9，7，6，2（1，11）8－3－5－12
10＝（7，4）6，9（2，11）（1，8）－3－（12，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインスペクトル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 エアジハード デビュー 2014．7．13 福島15着

2012．4．29生 牡5鹿 母 レインボーロマンス 母母 クローズイン 25戦4勝 賞金 58，008，000円

05060 2月25日 晴 良 （29小倉1）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 616，000円 176，000円 88，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715� 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 B486＋ 21：08．5 2．3�
714 トシストロング 牡6鹿 57 藤岡 佑介上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480＋ 8 〃 クビ 10．6�
35 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± 01：08．81	 21．7�
24 エイシンミノアカ 牝4黒鹿55 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 438－ 21：08．9クビ 11．0�
36 フェアラフィネ 牝5芦 55 坂井 瑠星ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 442－ 61：09．0	 34．3�
11 サンライズビーム 牡4芦 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 448－ 2 〃 ハナ 12．9	
47 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446－ 4 〃 アタマ 37．3

816 ビリーヴザワン 
6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 ハナ 38．4�
818 ジョーマイク 
4栗 57 義 英真上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 452－ 61：09．21� 27．7�
817 スズカバーディー 
4黒鹿57 藤岡 康太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 426－ 8 〃 クビ 6．9
59 サイタスリーレッド 牡4鹿 57 菱田 裕二西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 480－ 2 〃 アタマ 35．4�
12 アイムウィッシング 牝4鹿 55 中井 裕二 �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 442＋ 41：09．3クビ 51．0�
48 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± 0 〃 クビ 193．4�
713� ゴールドウィング 牝5栗 55 横山 和生林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 444＋141：09．4クビ 81．9�
510 シャインレッド 牡4鹿 57 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 530＋181：09．5	 9．6�
612 スマートスペクター 牡4鹿 57 松山 弘平大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 434－ 6 〃 ハナ 63．2�
611 コパノチャンス 牡4栗 57 原田 和真小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 494＋ 21：09．82 18．7�
23 グランドサッチャー 牝4栗 55 城戸 義政田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488－ 81：11．7大差 44．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，756，000円 複勝： 45，809，100円 枠連： 26，538，700円
馬連： 80，962，100円 馬単： 34，544，200円 ワイド： 49，919，200円
3連複： 122，075，900円 3連単： 151，084，700円 計： 546，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 240円 � 410円 枠 連（7－7） 1，340円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 580円 �� 840円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 24，060円

票 数

単勝票数 計 357560 的中 � 120229（1番人気）
複勝票数 計 458091 的中 � 117162（1番人気）� 45065（3番人気）� 22003（8番人気）
枠連票数 計 265387 的中 （7－7） 15243（5番人気）
馬連票数 計 809621 的中 �� 43553（2番人気）
馬単票数 計 345442 的中 �� 11578（3番人気）
ワイド票数 計 499192 的中 �� 23246（2番人気）�� 15256（6番人気）�� 4824（30番人気）
3連複票数 計1220759 的中 ��� 13142（15番人気）
3連単票数 計1510847 的中 ��� 4551（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―45．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライトフェアリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット

2012．4．9生 牝5鹿 母 フラワーフェアリー 母母 フリーフォーギブン 8戦2勝 賞金 25，985，000円
地方デビュー 2015．8．5 船橋 ［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドサッチャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ジェムラッシュ号・ドンボラーレ号・ナッツスター号・ホウオウマリリン号



（29小倉1）第5日 2月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 179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

177，000，000円
5，060，000円
12，660，000円
1，760，000円
19，560，000円
70，980，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
292，302，400円
476，561，200円
160，596，200円
556，114，300円
303，928，800円
366，976，000円
824，200，700円
1，192，410，200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 4，173，089，800円

総入場人員 9，152名 （有料入場人員 8，323名）
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