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05061 2月26日 晴 稍重 （29小倉1）第6日 第1競走 1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 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 498－ 21：46．6 4．1�
714 ダンサクドゥーロ 牡3芦 56 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 504－ 41：46．81� 1．4�
612 コウユーヌレエフ 牡3黒鹿56 吉田 隼人加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 474－ 81：47．43� 19．7�
816 コ ハ ク 牡3栗 56

54 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458－ 21：47．82� 191．4�
47 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 452＋ 21：48．43� 107．6�
24 シゲルシャチ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 478－ 4 〃 ハナ 11．5�
611 パトリヨティスム �3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 むかわ 市川牧場 468－101：48．5� 118．0	
59 イ ヴ レ ア 牡3栗 56 二本柳 壮加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 482＋ 81：48．6� 68．7

510 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54

52 △木幡 初也土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428－121：48．7クビ 206．4�
815 サンレイシンボル 牡3青鹿56 中谷 雄太永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 474± 01：49．33� 26．4�
12 ミズデッポウ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 480－ 2 〃 ハナ 100．0
11 ディアイロンデル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼ディアレストクラブ� 千田 輝彦 新ひだか タイヘイ牧場 482± 01：49．4� 248．7�
23 クリノワシントン 牡3栗 56 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430－ 2 〃 ハナ 112．8�
713 アルマヴァジュラ 牡3青鹿56 丸田 恭介コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 中村 雅明 492＋ 61：49．61� 49．2�
35 カシノスターダスト �3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也柏木 務氏 牧田 和弥 日高 白瀬 盛雄 484－ 81：50．13 194．5�
36 イージスピューマ 牡3栗 56 秋山真一郎眞﨑 修氏 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 460－ 41：50．42 31．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，093，900円 複勝： 52，507，700円 枠連： 14，086，500円
馬連： 34，494，500円 馬単： 21，581，200円 ワイド： 25，241，100円
3連複： 54，961，400円 3連単： 87，359，600円 計： 309，325，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（4－7） 180円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 130円 �� 470円 �� 350円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 190939 的中 � 36894（2番人気）
複勝票数 計 525077 的中 � 65542（2番人気）� 369627（1番人気）� 18011（4番人気）
枠連票数 計 140865 的中 （4－7） 59870（1番人気）
馬連票数 計 344945 的中 �� 114216（1番人気）
馬単票数 計 215812 的中 �� 21736（2番人気）
ワイド票数 計 252411 的中 �� 68243（1番人気）�� 10245（6番人気）�� 15048（4番人気）
3連複票数 計 549614 的中 ��� 55503（2番人気）
3連単票数 計 873596 的中 ��� 18167（8番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―13．5―12．6―11．9―12．2―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―44．1―56．7―1：08．6―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
8（4，13）（10，14）（12，11）（7，9，15）－16，3，6，1，2，5・（8，4，14）13－12，10（11，15）（7，9，2）－（1，16，6）3－5

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

勝馬の
紹 介

クリノライメイ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．10．9 京都9着

2014．3．9生 牡3青鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 6戦1勝 賞金 8，350，000円
〔発走状況〕 ダンサクドゥーロ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 シゲルシャチ号の騎手�島克駿は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オールージュ号・コウユーカゼニノリ号

05062 2月26日 晴 稍重 （29小倉1）第6日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

813 ジャストザヨコハマ 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506－ 2 58．8 3．8�
57 スーパーライナー 牡4鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B504－ 2 〃 クビ 3．4�
34 シゲルクロマグロ 牡4黒鹿57 水口 優也森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 530± 0 59．12 168．2�
814 サンアルパイン �5鹿 57 吉田 隼人 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B504－ 6 〃 アタマ 32．8�
46 � スカイアクセス �8鹿 57

56 ☆加藤 祥太	和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 538－ 2 59．31� 77．0

610� スズカアポロ 牡6黒鹿57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B476－ 4 〃 アタマ 60．2�
712	 イ ズ モ 牡5栗 57

56 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 米 Clearsky
Farms 478＋10 59．51
 14．5�

45 レッドファーレン 牝5青鹿55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 6 59．71� 55．1
33 ゴールドファーム 牡4栗 57 菱田 裕二新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 B480－ 4 59．8
 12．6�
58 コウエイラブリー 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 500－ 2 〃 クビ 3．2�
69 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 478＋ 4 〃 ハナ 42．9�
711 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± 01：00．0� 10．0�

11 ヒーローメーカー 牡4黒鹿 57
54 ▲荻野 極林 正道氏 森田 直行 日高 シンボリ牧場 518－ 8 〃 ハナ 29．1�

22 ハ ネ ト 牝4鹿 55
54 ☆中井 裕二矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 452－ 81：00．1
 232．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，165，700円 複勝： 28，495，000円 枠連： 10，554，900円
馬連： 36，723，100円 馬単： 19，558，300円 ワイド： 26，438，300円
3連複： 54，021，500円 3連単： 71，260，500円 計： 267，217，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 160円 � 2，610円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 340円 �� 7，320円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 29，630円 3 連 単 ��� 99，350円

票 数

単勝票数 計 201657 的中 � 42415（3番人気）
複勝票数 計 284950 的中 � 56414（1番人気）� 53476（3番人気）� 1819（13番人気）
枠連票数 計 105549 的中 （5－8） 23151（1番人気）
馬連票数 計 367231 的中 �� 34585（3番人気）
馬単票数 計 195583 的中 �� 9178（5番人気）
ワイド票数 計 264383 的中 �� 23189（3番人気）�� 853（51番人気）�� 903（49番人気）
3連複票数 計 540215 的中 ��� 1367（83番人気）
3連単票数 計 712605 的中 ��� 520（288番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．7―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャストザヨコハマ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Most Welcome デビュー 2014．12．21 中山1着

2012．4．15生 牡5栗 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 7戦2勝 賞金 19，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アヴェーヌモン号・アポロリュウセイ号・エクラパール号・タマモシルクハット号・トウカイマインド号・

バーニーズ号

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第3競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

611 レッドストーリア 牝3鹿 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 402－ 42：03．6 3．7�
48 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－ 22：03．81� 4．9�
510 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 424＋ 42：04．22� 175．5�
815 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 黛 弘人 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 420－ 2 〃 クビ 235．4�
12 フラワーシップ 牝3黒鹿54 北村 友一合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 436－ 42：04．3� 21．0	
24 ゴッドパイレーツ 牝3黒鹿54 菱田 裕二中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 438＋ 62：04．4� 14．5

47 ヴァッラータ 牝3芦 54

52 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 394＋ 42：04．61� 159．6�

816 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 酒井 学小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 462＋ 42：04．7� 66．9�
11 プティットクルール 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 418－122：04．8� 145．1
59 ビクトリアペスカ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ユーモード 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－ 62：04．9� 143．2�
714 ガーランドワルツ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：05．0� 33．5�
35 ラーゴブルー 牝3栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 82：05．1� 8．3�
23 エレクトリイオネ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 464－ 22：05．31� 3．8�
36 ヴ ェ ネ ー ノ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 396± 02：05．51� 15．6�
612 タガノデネボラ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440＋ 62：05．82 94．8�

713 アーキタイプ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446 ―2：06．11� 8．0�

817 マーブリング 牝3鹿 54 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 410＋ 22：07．48 85．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 19，073，000円 複勝： 32，147，700円 枠連： 10，081，900円
馬連： 33，963，400円 馬単： 16，957，700円 ワイド： 23，231，100円
3連複： 50，839，300円 3連単： 59，813，600円 計： 246，107，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 3，030円 枠 連（4－6） 890円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 380円 �� 7，130円 �� 9，370円

3 連 複 ��� 30，400円 3 連 単 ��� 102，030円

票 数

単勝票数 計 190730 的中 � 40222（1番人気）
複勝票数 計 321477 的中 � 59083（2番人気）� 55616（3番人気）� 1849（15番人気）
枠連票数 計 100819 的中 （4－6） 8689（4番人気）
馬連票数 計 339634 的中 �� 30611（2番人気）
馬単票数 計 169577 的中 �� 8026（2番人気）
ワイド票数 計 232311 的中 �� 17935（2番人気）�� 780（50番人気）�� 592（59番人気）
3連複票数 計 508393 的中 ��� 1254（85番人気）
3連単票数 計 598136 的中 ��� 425（308番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．9―13．0―12．7―12．5―13．0―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．6―48．5―1：01．5―1：14．2―1：26．7―1：39．7―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
9（5，14）（8，17）（3，13）（4，10，16）（7，15）12，1（6，11）－2
9（14，12）（5，8，2）17（3，10，16）（13，11）（4，7，15）6－1

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

勝馬の
紹 介

レッドストーリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2016．10．10 京都8着

2014．2．25生 牝3鹿 母 ア ル レ シ ャ 母母 Reve d’Iman 6戦1勝 賞金 9，500，000円

05064 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第4競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 54 丸田 恭介澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B402＋ 41：09．6 112．0�
11 タガノアヌビス 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B476－ 21：09．81� 71．1�

47 マリーナプリンセス 牝3栗 54
53 ☆長岡 禎仁早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 432－ 4 〃 ハナ 11．6�

611 シゲルタイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 21：10．11� 7．3�

23 カフジリバー 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 6 〃 ハナ 13．2�

12 エ マ ー ブ ル 牝3栗 54
52 △木幡 初也�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 390－121：10．31� 10．0	

59 シュピールカルテ 牝3青鹿54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：10．4� 4．6�

36 タ カ ラ ユ メ 牝3栃栗 54
51 ▲藤田菜七子村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 396－ 21：10．5� 43．0�

713 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 440－ 6 〃 クビ 5．9
612 フランツジョセフ 牝3栗 54 菱田 裕二手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 436－ 41：10．6クビ 4．3�
24 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B416－ 41：10．81� 147．6�
715 クララフトゥーラ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 飛渡牧場 424－121：10．9� 44．0�
510 ブルベアエイプス 牡3鹿 56 北村 友一 
ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B464－ 61：11．11� 41．6�
35 カゼノアスリート 牡3栗 56 丸山 元気深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 416＋ 21：11．31� 60．8�
48 クラシコテーラー 牡3黒鹿56 黛 弘人中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 440－ 4 〃 ハナ 116．5�
818 カガエクリプス 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 526－ 81：11．62 133．1�

817 メイショウルーシー 牝3青鹿 54
51 ▲荻野 極松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 414－ 41：12．34 9．8�

816 マサノペンダント 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 448 ―1：12．51� 138．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，850，600円 複勝： 32，648，700円 枠連： 12，829，200円
馬連： 39，888，700円 馬単： 19，009，300円 ワイド： 29，556，400円
3連複： 63，512，700円 3連単： 69，149，500円 計： 287，445，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，200円 複 勝 � 3，020円 � 1，550円 � 380円 枠 連（1－7） 2，130円

馬 連 �� 190，820円 馬 単 �� 570，270円

ワ イ ド �� 41，310円 �� 12，740円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 700，500円 3 連 単 ��� 5，570，370円

票 数

単勝票数 計 208506 的中 � 1489（14番人気）
複勝票数 計 326487 的中 � 2654（15番人気）� 5295（11番人気）� 25504（6番人気）
枠連票数 計 128292 的中 （1－7） 4651（11番人気）
馬連票数 計 398887 的中 �� 162（131番人気）
馬単票数 計 190093 的中 �� 25（271番人気）
ワイド票数 計 295564 的中 �� 184（133番人気）�� 599（86番人気）�� 1092（56番人気）
3連複票数 計 635127 的中 ��� 68（576番人気）
3連単票数 計 691495 的中 ��� 9（3478番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ー ビ ッ ク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アーミジャー デビュー 2016．7．9 函館3着

2014．3．26生 牝3鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 7戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ソービック号の騎手丸田恭介は，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：11番・10番・9番）

メイショウルーシー号の騎手荻野極は，3コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：
12番・16番・11番・10番）



05065 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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

24 サウンドテーブル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 484± 01：49．8 10．4�
47 サンライズマジック 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 クビ 3．4�
714 ユキノエルドール 牡3栗 56 北村 友一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 454－ 81：49．9� 25．1�
816 サバイバルチャンス 牡3栗 56 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 日高 沖田牧場 476－ 81：50．0� 30．3�
59 サ ヤ ネ エ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子竹森 幹雄氏 和田 雄二 浦河 辻 牧場 454－ 81：50．1クビ 8．5�
35 クリノハプスブルク 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 430－12 〃 クビ 8．6�
23 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± 01：50．2クビ 29．7

713 マイネルエフォート 牡3鹿 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 21：50．41� 5．3�
510 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482± 01：50．5� 45．6�
11 ザウォルドルフ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 61：50．71� 6．1
36 アミーコドーロ 牝3栗 54 宮崎 北斗山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 456－ 6 〃 クビ 36．1�
12 ワタシガンバルネ 牝3栗 54

52 △原田 和真	LS.M 天間 昭一 平取 船越 伸也 412－ 21：51．55 133．8�
611 コウザンマカロン 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太山下 良子氏 作田 誠二 新冠 小泉 学 442－ 21：51．6� 164．4�
48 デンコウアリオン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 462－ 41：51．91� 66．7�
815 ジャガーゲイム 	3栗 56 黛 弘人山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：52．11� 102．3�
612 リアリスティック 牡3鹿 56 藤岡 康太 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 514－141：52．41� 11．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，544，600円 複勝： 30，458，000円 枠連： 11，974，600円
馬連： 42，325，300円 馬単： 21，873，300円 ワイド： 31，747，700円
3連複： 70，472，300円 3連単： 80，263，600円 計： 311，659，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 290円 � 170円 � 510円 枠 連（2－4） 1，380円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，230円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 45，710円

票 数

単勝票数 計 225446 的中 � 17204（6番人気）
複勝票数 計 304580 的中 � 26086（5番人気）� 58612（1番人気）� 12710（8番人気）
枠連票数 計 119746 的中 （2－4） 6722（5番人気）
馬連票数 計 423253 的中 �� 17546（4番人気）
馬単票数 計 218733 的中 �� 4097（11番人気）
ワイド票数 計 317477 的中 �� 10630（5番人気）�� 3560（31番人気）�� 6253（13番人気）
3連複票数 計 704723 的中 ��� 6144（24番人気）
3連単票数 計 802636 的中 ��� 1273（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．2―48．6―1：00．7―1：12．9―1：25．1―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
・（7，8）（1，4，5，12）16（3，14）6（2，10，11）－13，15－9
7（9，16）13，1（8，5）（3，4，12）（6，14，11）－（2，10）15

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

勝馬の
紹 介

サウンドテーブル �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．18 函館6着

2014．4．17生 牡3黒鹿 母 サンデーストーリー 母母 ダイナアベニユー 7戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 クリノハプスブルク号の騎手酒井学は，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30，000円。（被害馬：13番）

05066 2月26日 晴 稍重 （29小倉1）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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 7，500，000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

45 エミーズレシピ 牝4鹿 54 丸田 恭介ユアストーリー 安田 隆行 浦河 高村牧場 B494－ 41：45．5 5．8�
33 � レーヌドオリエント 牝5鹿 55 黛 弘人�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 41：46．13� 1．8�
813 ショウナンサアーダ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 516－ 61：46．31 18．4�
69 デイジーフローラ 牝4鹿 54

51 ▲荻野 極松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492－ 81：46．51� 6．0�
11 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 8 〃 ハナ 19．1�
710 グランドエンジェル 牝6鹿 55 横山 和生	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：46．82 22．2

22 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 B438＋ 2 〃 クビ 92．7�
44 シャンタルエット 牝5鹿 55 松山 弘平 	サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：46．9クビ 8．3�
56 � カ ク シ ア ジ 牝6鹿 55

54 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 436＋ 41：47．11� 146．2
68 ディアヒラリー 牝4栗 54

53 ☆岩崎 翼永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 434－ 21：47．2クビ 77．1�
57 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 中谷 雄太 	シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．62� 21．8�
711� ヴ ォ ー チ ェ 牝4栗 54

52 △伴 啓太トニー倶楽部 星野 忍 浦河トラストスリーファーム 472－ 21：47．81 188．7�
812 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± 01：47．9� 116．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，115，200円 複勝： 28，187，200円 枠連： 8，155，800円
馬連： 32，737，000円 馬単： 19，555，600円 ワイド： 22，295，700円
3連複： 44，338，500円 3連単： 69，227，700円 計： 245，612，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 110円 � 270円 枠 連（3－4） 320円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 260円 �� 780円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 211152 的中 � 28829（2番人気）
複勝票数 計 281872 的中 � 38286（2番人気）� 103978（1番人気）� 16662（5番人気）
枠連票数 計 81558 的中 （3－4） 19486（1番人気）
馬連票数 計 327370 的中 �� 46289（2番人気）
馬単票数 計 195556 的中 �� 11236（5番人気）
ワイド票数 計 222957 的中 �� 24834（1番人気）�� 6594（11番人気）�� 9788（6番人気）
3連複票数 計 443385 的中 ��� 15400（4番人気）
3連単票数 計 692277 的中 ��� 4273（39番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．2―55．8―1：08．1―1：20．5―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エミーズレシピ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 札幌3着

2013．4．20生 牝4鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 14戦2勝 賞金 23，254，000円



05067 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時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
2：38．1
2：37．3

良
良

44 ダノンアローダ 牡4鹿 56
55 ☆�島 克駿�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 538＋142：41．2 2．6�

56 ダンツペレット 牡4芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 502－ 62：41．83� 8．9�
33 バレエダンサー 牝4鹿 54 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 446± 02：42．22� 16．3�
22 � マコトガラハッド 	4鹿 56 北村 友一�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 482－ 22：42．3クビ 63．1�
11 ラッシュアワー 牡4黒鹿56 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 6 〃 アタマ 4．6�
69 ディスピュート 牡4鹿 56 吉田 隼人畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 432± 0 〃 アタマ 35．6	
57 ピッツィカート 	4鹿 56

53 ▲荻野 極 
シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋102：42．4
 10．1�
813 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 542＋ 42：42．71
 5．0�
45 � 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 B478－102：42．8� 19．8
812 スパツィアーレ 牝4黒鹿54 藤岡 康太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 502± 02：42．9� 21．5�
68 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 462－102：43．75 71．8�
711� レッドラミア 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 432－ 62：44．12� 60．2�
710� スターペスカンタ 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼河野和香子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 502＋ 22：46．9大差 53．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，716，600円 複勝： 25，925，500円 枠連： 10，817，700円
馬連： 34，685，500円 馬単： 18，931，700円 ワイド： 24，181，900円
3連複： 47，741，000円 3連単： 65，242，500円 計： 247，242，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 170円 � 240円 � 430円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 940円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 197166 的中 � 59123（1番人気）
複勝票数 計 259255 的中 � 49709（2番人気）� 27918（4番人気）� 12815（7番人気）
枠連票数 計 108177 的中 （4－5） 14936（1番人気）
馬連票数 計 346855 的中 �� 21279（4番人気）
馬単票数 計 189317 的中 �� 7258（5番人気）
ワイド票数 計 241819 的中 �� 12172（5番人気）�� 6546（11番人気）�� 2624（24番人気）
3連複票数 計 477410 的中 ��� 5510（23番人気）
3連単票数 計 652425 的中 ��� 2178（62番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．5―12．3―12．7―13．2―13．3―12．6―12．3―11．8―11．7―11．7―12．0

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�
13．1―25．1―37．6―49．9―1：02．6―1：15．8―1：29．1―1：41．7―1：54．0―2：05．8―2：17．5―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアローダ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．8 京都3着

2013．1．31生 牡4鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 10戦2勝 賞金 25，335，000円
〔その他〕 スターペスカンタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 スターペスカンタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月26日まで出走できない。

05068 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 7，500，000円 2，450，000
2，450，000

円
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

817 ベルモントラハイナ 牝6鹿 55 丸山 元気�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 478＋ 41：09．5 19．6�

48 スナークスカイ 牡4鹿 57 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 442－ 61：09．71� 57．5�
713� スズカファイン 牡5栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486± 0 〃 同着 26．9�
611 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿55 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 500＋ 6 〃 アタマ 6．7�
12 フリームーヴメント 牡4栗 57 藤岡 康太ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 462± 0 〃 ハナ 27．9	
510 サチノリーダース 牡7青鹿 57

54 ▲荻野 極佐藤 勝士氏 千田 輝彦 新冠 競優牧場 B470－ 2 〃 クビ 24．5

816� ジ ェ ス ロ �4鹿 57

56 ☆�島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 424± 01：09．8クビ 5．2�
11 ワンアフター 牡4栗 57 北村 友一薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 456－ 81：09．9� 15．7�
612 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 430－ 8 〃 アタマ 20．8
36 ガイアトウショウ 牝4栗 55 酒井 学トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454± 0 〃 ハナ 41．2�
35 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 484＋ 2 〃 ハナ 3．0�
23 コーディネーター 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 486－16 〃 ハナ 12．7�
24 � ウイングタイガー 牝5鹿 55 柴田 未崎 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 426－ 4 〃 クビ 210．4�
47 � ポートレイト 牝4黒鹿 55

53 △木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 428＋ 21：10．0クビ 57．9�
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 446－ 21：10．1� 12．5�
818� キミニヒトメボレ 牝6栗 55

54 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478－ 41：10．31� 29．6�
59 カネトシブレス 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 448＋161：10．61	 31．7�
714 オールパーパス �6栗 57

56 ☆加藤 祥太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－271：12．19 53．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，908，800円 複勝： 36，119，500円 枠連： 16，952，800円
馬連： 49，351，100円 馬単： 22，632，100円 ワイド： 35，906，500円
3連複： 76，681，300円 3連単： 87，657，100円 計： 351，209，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 620円 �
�

1，640円
880円 枠 連（4－8）（7－8）

1，740円
540円

馬 連 ��
��

24，680円
10，800円 馬 単 ��

��
42，600円
20，270円

ワ イ ド ��
��

13，490円
6，570円 �� 12，590円

3 連 複 ��� 287，550円 3 連 単 ���
���

756，550円
676，080円

票 数

単勝票数 計 259088 的中 � 10554（7番人気）
複勝票数 計 361195 的中 � 16020（9番人気）� 5587（16番人気）� 10873（11番人気）
枠連票数 計 169528 的中 （4－8） 3564（18番人気）（7－8） 12616（3番人気）
馬連票数 計 493511 的中 �� 773（123番人気）�� 1774（82番人気）
馬単票数 計 226321 的中 �� 199（245番人気）�� 419（147番人気）
ワイド票数 計 359065 的中 �� 686（127番人気）�� 1417（85番人気）�� 735（118番人気）
3連複票数 計 766813 的中 ��� 200（621番人気）
3連単票数 計 876571 的中 ��� 42（3580番人気） ��� 47（3404番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．3―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントラハイナ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．26 東京8着

2011．1．26生 牝6鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 26戦3勝 賞金 44，886，000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 ルージュノアール号
（非抽選馬） 1頭 フルオブスターズ号



05069 2月26日 晴 稍重 （29小倉1）第6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 7，500，000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

48 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± 01：46．2 3．5�

36 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 56
54 △原田 和真菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 510－ 61：46．41� 17．8�

714 アクセラレート 牡5鹿 57
54 ▲荻野 極 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 8 〃 アタマ 11．5�
612 メイショウオルソ 牡4黒鹿56 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 492－ 61：46．61� 8．0�
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± 0 〃 アタマ 3．5�
47 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＋ 61：46．81� 73．6	
23 ベルウッドタマド 牡4鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 476± 0 〃 クビ 60．9

816 タイキオールブルー 牡5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム B456＋201：47．01� 22．0�

11 ファントムグレイ 牡4芦 56 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 432＋ 21：47．1� 8．5�
24 ブルーフラッシュ �6芦 57

56 ☆�島 克駿桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 442＋ 21：47．2クビ 16．2
510 ハギノセゾン 牝6青鹿55 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 478＋ 41：47．41� 74．3�
59 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 506－ 41：47．82 107．9�
35 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 高倉 稜山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 458－ 81：48．01� 18．3�
611 カフジデンジャー 牡4鹿 56 吉田 隼人加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 562± 01：48．1� 29．0�
12 ダノングランツ 牡4青 56

55 ☆小崎 綾也�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 450－ 61：48．52� 23．1�
713	 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 490＋ 4 〃 アタマ 101．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，066，900円 複勝： 34，775，800円 枠連： 16，269，800円
馬連： 55，765，600円 馬単： 26，730，800円 ワイド： 38，288，300円
3連複： 82，908，600円 3連単： 112，534，500円 計： 392，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 510円 � 440円 枠 連（3－4） 1，900円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，260円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 25，020円 3 連 単 ��� 122，130円

票 数

単勝票数 計 250669 的中 � 56699（1番人気）
複勝票数 計 347758 的中 � 69169（2番人気）� 14932（7番人気）� 17975（6番人気）
枠連票数 計 162698 的中 （3－4） 6627（9番人気）
馬連票数 計 557656 的中 �� 7539（22番人気）
馬単票数 計 267308 的中 �� 2257（33番人気）
ワイド票数 計 382883 的中 �� 5351（19番人気）�� 8022（11番人気）�� 2181（51番人気）
3連複票数 計 829086 的中 ��� 2485（85番人気）
3連単票数 計1125345 的中 ��� 668（378番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―12．9―12．4―12．6―12．6―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―42．6―55．0―1：07．6―1：20．2―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラウンアニマート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 スエヒロコマンダー デビュー 2015．11．21 東京1着

2013．5．13生 牡4黒鹿 母 スズランコマンダー 母母 エターナルローズ 11戦2勝 賞金 17，120，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ファントムグレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05070 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第10競走 2，000�
ひ た

日 田 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

56 ローズウィスパー 牝4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476＋122：00．7 4．8�
812 サマーローズ 牝5栗 55 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 466＋ 22：01．01� 6．8�
67 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 486＋ 62：01．64 11．9�
11 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 478－102：01．91� 9．3�
68 ビレッジソング 牝6鹿 55 原田 和真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 444＋ 22：02．0� 92．0�
710 ジャジャウマガール 牝4鹿 54 藤岡 康太廣崎利洋HD	 河内 洋 新冠 川上牧場 446－142：02．42� 4．9

811 ラスイエットロス 牝4鹿 54 松山 弘平 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 42：02．82� 11．8�
33 � デージーホイデン 牝4栗 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 464＋ 12：03．01� 61．0�
79 レッドカルディア 牝4鹿 54 菱田 裕二 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 アタマ 2．9
44 レッドリュンヌ 牝4栗 54 嶋田 純次 	東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 422－ 42：03．21� 52．1�
22 ベ ル メ ー ル 牝5鹿 55 小崎 綾也畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 B490－ 12：03．41� 127．6�
55 � ハリウッドクイーン 牝4鹿 54 横山 和生飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 486－ 62：03．5� 38．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，301，000円 複勝： 36，896，600円 枠連： 16，772，600円
馬連： 59，742，200円 馬単： 31，320，800円 ワイド： 37，101，300円
3連複： 82，916，400円 3連単： 136，767，400円 計： 429，818，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 190円 � 240円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 560円 �� 870円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 22，710円

票 数

単勝票数 計 283010 的中 � 46631（2番人気）
複勝票数 計 368966 的中 � 57089（2番人気）� 51477（4番人気）� 36705（5番人気）
枠連票数 計 167726 的中 （5－8） 12620（4番人気）
馬連票数 計 597422 的中 �� 28065（5番人気）
馬単票数 計 313208 的中 �� 8475（9番人気）
ワイド票数 計 371013 的中 �� 17531（5番人気）�� 10740（13番人気）�� 10234（14番人気）
3連複票数 計 829164 的中 ��� 12687（20番人気）
3連単票数 計1367674 的中 ��� 4365（73番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．1―12．8―12．6―11．4―11．9―12．1―12．2―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―35．6―48．4―1：01．0―1：12．4―1：24．3―1：36．4―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローズウィスパー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．22 京都5着

2013．3．17生 牝4鹿 母 ローザミスティカ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 15戦2勝 賞金 26，523，000円



05071 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第11競走 ��1，800�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 サンデーウィザード 牡5鹿 57 松山 弘平巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450－101：48．1 3．5�
33 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 57 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－101：48．31� 47．7�
89 メイクアップ 牡6栗 57 菱田 裕二岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 21：48．4� 4．9�
11 カ ゼ ル タ 牝5栗 55 中谷 雄太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 456－121：48．61 8．5�
55 デンコウリキ 牡7黒鹿57 吉田 隼人田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516－121：48．7� 10．4�
44 フロリダパンサー 牡6青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478± 01：48．8� 6．8�
66 ア カ ネ イ ロ 牝6栗 55 北村 友一 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 492－ 21：49．01� 8．8

810 サンライズタイセイ 牡7鹿 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：49．1クビ 17．5�
78 ウインクルサルーテ 牝4鹿 54 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 416－ 6 〃 ハナ 4．8
77 スマートリバティー 牡9鹿 57 �島 克駿大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 81：49．41� 115．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，173，600円 複勝： 53，199，700円 枠連： 24，287，200円
馬連： 141，732，400円 馬単： 66，485，300円 ワイド： 59，755，400円
3連複： 188，003，000円 3連単： 342，938，300円 計： 921，574，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 800円 � 160円 枠 連（2－3） 9，330円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 13，800円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 370円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 65，340円

票 数

単勝票数 計 451736 的中 � 103145（1番人気）
複勝票数 計 531997 的中 � 118862（1番人気）� 11362（9番人気）� 93070（2番人気）
枠連票数 計 242872 的中 （2－3） 2017（24番人気）
馬連票数 計1417324 的中 �� 11663（29番人気）
馬単票数 計 664853 的中 �� 3613（52番人気）
ワイド票数 計 597554 的中 �� 5792（29番人気）�� 46487（1番人気）�� 5103（30番人気）
3連複票数 計1880030 的中 ��� 13348（40番人気）
3連単票数 計3429383 的中 ��� 3805（255番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．1―12．2―12．4―11．9―11．8―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．8―49．0―1：01．4―1：13．3―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3
4（6，9，10）（1，7）8－5（2，3）・（4，6）10（1，7）9（5，3，8）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーウィザード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Include デビュー 2014．8．10 小倉2着

2012．2．14生 牡5鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 21戦5勝 賞金 88，552，000円

05072 2月26日 晴 良 （29小倉1）第6日 第12競走 ��1，200�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，28．2．27以降29．2．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 オースミチャド 牡6鹿 54 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492＋ 61：08．7 14．8�
713 リッパーザウィン 牡5栗 55 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 520－ 2 〃 ハナ 6．6�
11 � スズカプリオール 牡6鹿 53 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B500＋ 61：08．91� 27．7�
23 エ ル ノ ル テ 牝6鹿 52 藤岡 康太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 3．5�
611 アスクジョーダン 牡5鹿 54 秋山真一郎廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 502－ 21：09．0� 13．1�
715 レヴァンタール �8鹿 51 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 454－ 21：09．1� 69．7	
816 スノーエンジェル 牝5芦 52 岩崎 翼三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 ハナ 48．1

48 テイエムシャンパン 牡5芦 54 中谷 雄太竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 490－101：09．2� 21．4�
12 ノーブルルージュ 牝5黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 444－ 8 〃 クビ 41．2�
24 � ブロンズテーラー 牝6青鹿53 中井 裕二中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：09．3� 20．1
612� リバティーホール 牝8鹿 51 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460＋ 2 〃 ハナ 104．7�
714 トーホウハニー 牝5鹿 52 丹内 祐次東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 442－ 21：09．4クビ 10．4�
59 プレイヤード 牡4鹿 55 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B504－ 6 〃 クビ 4．8�
818 テーオーソルジャー 牡6栗 55 	島 克駿小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 470－ 81：09．5クビ 9．4�
36 � タイキパラドックス 牡5栗 53 小崎 綾也�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444－ 41：09．6� 121．3�
510 ミキノドラマー 牡4鹿 53 黛 弘人谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 474－ 81：09．7� 41．9�
47 デンコウヒノマル 牡6栗 54 丸山 元気田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 486＋ 61：09．8クビ 87．4�
817 グランデサムライ 牡5青鹿54 松山 弘平 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 470－ 41：09．9� 45．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，779，000円 複勝： 60，884，800円 枠連： 32，386，100円
馬連： 107，453，200円 馬単： 45，436，500円 ワイド： 65，509，200円
3連複： 172，259，400円 3連単： 221，673，200円 計： 752，381，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 450円 � 230円 � 570円 枠 連（3－7） 2，560円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 9，340円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 5，170円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 37，240円 3 連 単 ��� 192，700円

票 数

単勝票数 計 467790 的中 � 25133（7番人気）
複勝票数 計 608848 的中 � 32947（7番人気）� 82024（2番人気）� 25078（9番人気）
枠連票数 計 323861 的中 （3－7） 9784（11番人気）
馬連票数 計1074532 的中 �� 19890（15番人気）
馬単票数 計 454365 的中 �� 3648（33番人気）
ワイド票数 計 655092 的中 �� 10959（16番人気）�� 3223（60番人気）�� 4892（37番人気）
3連複票数 計1722594 的中 ��� 3469（118番人気）
3連単票数 計2216732 的中 ��� 834（602番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．2―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミチャド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2013．9．17 阪神1着

2011．2．16生 牡6鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 18戦3勝 賞金 44，869，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダイアモンドノーム号

３レース目



（29小倉1）第6日 2月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

192，620，000円
5，060，000円
13，240，000円
1，420，000円
21，280，000円
70，283，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
313，788，900円
452，246，200円
185，169，100円
668，862，000円
330，072，600円
419，252，900円
988，655，400円
1，403，887，500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 4，761，934，600円

総入場人員 12，808名 （有料入場人員 11，522名）
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