
０２０４９ ２月３日 晴 稍重 （１９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）

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
１：４１．８

不良

不良

８１３ サクラハーレー �３鹿 ５６ O．ペリエ �さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４８０－１０１：４６．７ １４．８�
（仏）

６９ � ゼンノヴェンセール 牡３鹿 ５６ 岩部 純二大迫久美子氏 萱野 浩二 門別 白井牧場 ５０６－１０１：４６．８クビ ６．３�
８１４ リ キ ュ ウ 牡３栗 ５６

５４ △大野 拓弥中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４７４＋ ２１：４６．９� ２８．９�
３４ ピサノシェンロン 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５００＋ ６１：４７．０クビ ２．２�
６１０�� ミレニアムカースル 牡３鹿 ５６ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５１２－１０１：４７．５３ １４．８�
４６ � ジョウテンファミリ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康田邉 久男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ １４８．５�
４５ �� テイエムバクシン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 佐藤 正光 ４９２± ０１：４８．１３� １５．７	
２２ アステリオン 牝３鹿 ５４

５３ ☆鮫島 良太 
サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：４８．２� ６．８�
７１１� タガノゴーマル 牡３黒鹿５６ 松田 大作八木 良司氏 橋本 寿正 静内 佐藤 茂雄 ４７８＋ ４１：４８．３クビ ３４７．９�
５８ �� ダンツオラクル 牡３栗 ５６ A．スボリッチ 山元 哲二氏 山内 研二 静内 岡田スタツド ５２８＋ ４１：４８．６２ ４．３

（独）

１１ ノボタイタン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�LS.M 柴田 政人 浦河 高昭牧場 ４７６－ ８１：４８．７クビ １２９．２�
７１２ タイセイゴールド 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎田中 成奉氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５２± ０１：４９．３３� ４６７．０�

（１２頭）
３３ � ロングアキレス 牡３青 ５６

５３ ▲田中 克典中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ― （出走取消）

５７ � メイショウルース 牝３青 ５４ 福永 祐一松本 好�氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，０８０，１００円 複勝： １３，９０５，８００円 枠連： ８，８９８，７００円

普通馬連： ３０，０１９，４００円 馬単： ３２，２８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，３９４，１００円

３連複： ４５，９４４，２００円 ３連単： 発売なし 計： １５１，５３０，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４３０円 � ２３０円 � ５９０円 枠 連（６－８） １，３２０円

普通馬連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ８，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ２，０７０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� １４，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１０８０１ 的中 � ５９３７（５番人気）
複勝票数 計 １３９０５８ 的中 � ８０２５（７番人気）� １９２０３（３番人気）� ５５７９（８番人気）
枠連票数 計 ８８９８７ 的中 （６－８） ４９９６（７番人気）
普通馬連票数 計 ３００１９４ 的中 �� ５９６９（１５番人気）
馬単票数 計 ３２２８７８ 的中 �� ２７９６（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３９４１ 的中 �� ２２２８（１２番人気）�� １１０６（２３番人気）�� １１６７（２２番人気）
３連複票数 計 ４５９４４２ 的中 ��� ２３６９（４４番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．４―１１．５―１３．２―１２．９―１２．４―１２．７―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．１―２９．６―４２．８―５５．７―１：０８．１―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４F５１．０―３F３８．６
１
３
８（２，９，１０，１４）４（１，１１，１３）５，６，１２
８（９，１０）（２，４，１４）１（１１，１３）５，６－１２

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

勝馬の
紹 介

サクラハーレー �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．３０ 新潟１５着

２００４．２．２７生 �３鹿 母 サクラアガシ 母母 サクラクレアー ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔出走取消〕 ロングアキレス号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

メイショウルース号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ゼンノヴェンセール号の騎手岩部純二は，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。
※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。



０２０５０ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１１ � キングスベリー 牝３鹿 ５４ C．ルメール�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４２６± ０１：０９．３ ３．７�
（仏）

２３ � ベビーフェイス 牝３鹿 ５４
５１ ▲上野 翔�富美男企画 飯田 雄三 三石 三石橋本牧場 ４１４＋ ８１：０９．６１� ５．８�

７１４ メイショウバレーヌ 牝３栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５４－ ６１：０９．７� ３．４�
６１１ オ オ ヒ メ 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５００＋ ４１：１０．０１� ９．１�
７１５ リッカラプソティ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎立花 幸雄氏 中尾 秀正 浦河 中島 俊明 ４７０± ０１：１０．５３ ２８３．３�
１２ � レオスマイル 牝３青 ５４ 福永 祐一�レオ 池上 昌弘 様似 清水 誠一 ４９２＋ ４１：１０．６クビ １２．８	
８１７� イチエイジュン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎築地 榮一氏 中島 敏文 三石 澤田 嘉隆 ４５２± ０１：１０．８１� １５．８

４８ ポートカンパーニュ 牝３栗 ５４ 池添 謙一水戸眞知子氏 高橋 成忠 浦河 中脇 満 ４３２± ０１：１０．９� ２０．１�
８１８� ヒカルデートライン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�橋 京子氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 B４３４＋ ４１：１１．３２� ３８．３�
５１０ アンディフィニ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行吉田 修氏 服部 利之 三石 タガミファーム ４１６－ ８ 〃 クビ ３４１．７
２４ �� ホークドーター 牝３栗 ５４ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 新冠橋本牧場 ４７６－ ２１：１１．５１ ３２２．５�
３６ � ネイルビューティー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４８－ ６１：１１．６� １２．１�
６１２� チャームピアス 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ３９６－１２１：１１．７� ３３３．７�
４７ � ジ ョ ン コ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４４－ ４１：１１．８� ９７．６�
８１６ ラサルハグエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康江川 伸夫氏 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４１２＋ ２ 〃 クビ ２６６．６�
７１３ タイコウヤマキ 牝３栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太�名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４１８－ ６１：１１．９� ３２７．４�
３５ ブラックウィッチ 牝３青鹿５４ 中舘 英二林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４３６－１０１：１２．３２� １９．６�
５９ メイショウハピネス 牝３鹿 ５４ A．スボリッチ 松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ４０．０�

（独）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，９２５，５００円 複勝： １２，４２９，１００円 枠連： １２，２３４，６００円

普通馬連： ３１，０５６，６００円 馬単： ３０，７０７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０，０３１，３００円

３連複： ４９，３２０，３００円 ３連単： 発売なし 計： １５６，７０４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（１－２） １，１１０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０９２５５ 的中 � ２３７６７（２番人気）
複勝票数 計 １２４２９１ 的中 � ２０４４０（２番人気）� １３９４０（４番人気）� ２７４４８（１番人気）
枠連票数 計 １２２３４６ 的中 （１－２） ８１４３（５番人気）
普通馬連票数 計 ３１０５６６ 的中 �� １３４４７（４番人気）
馬単票数 計 ３０７０７５ 的中 �� ９９２１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １００３１３ 的中 �� ３９０３（３番人気）�� ７６８５（１番人気）�� ４３００（２番人気）
３連複票数 計 ４９３２０３ 的中 ��� １４３９０（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．１―１１．９―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．６―４５．５―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングスベリー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００６．７．２ 京都２着

２００４．３．１６生 牝３鹿 母 リボンストロベリー 母母 ハローキティー ４戦１勝 賞金 ８，５５０，０００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 マヤノラヴィーナ号
※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。



０２０５１ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５日 第３競走 ��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

５６ � ヒラボクロイヤル 牡３黒鹿５６ C．ルメール�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ６２：０１．９ ２．０�
（仏）

６８ � スターマップ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６－ ２２：０２．２２ ７．６�
８１２�� テラノマニクール 牡３鹿 ５６ 福永 祐一寺田 寿男氏 清水 出美 早来 ノーザンファーム ５１２－１０２：０２．３� ４．１�
８１３ パルティーレ 牡３栗 ５６ 赤木高太郎藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７４－ ８２：０２．５１� ５７．７�
１１ � ビコーフェザー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ６２：０２．９２� １８．６�
７１０ マイネルテアトロン 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B５０６－ ２２：０３．１１� ２１２．５	
３３ ゼンノアコンカグア 牡３鹿 ５６ 幸 英明大迫久美子氏 谷 潔 様似 中脇 一幸 ４５２－１０２：０３．５２� １８．７

６９ � コスモノーティー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム �田 研二 静内 岡田スタツド ４６２± ０２：０３．８１� １２３．０�
５７ ヒカリポンペイ 牡３栗 ５６ 松田 大作當山 則氏 武田 博 門別 中川牧場 ５１６＋ ８ 〃 ハナ ４６７．９�
４４ フレンドリーエム 牡３栗 ５６

５４ △大野 拓弥増山 武志氏 中野 栄治 門別 サンシャイン
牧場 ４３４－ ２２：０４．４３� １７４．２�

２２ セオソフィア 牡３鹿 ５６ A．スボリッチ U.M.K. 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５１６± ０２：０５．８９ ４４．７�
（独）

７１１�� オメガバリュー 牡３青鹿５６ O．ペリエ 原 	子氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８８－ ８２：０６．６５ ５．２�
（仏）

４５ � テイエムアイガテ 牝３栗 ５４
５３ ☆塚田 祥雄竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４２２－ １２：０６．７クビ ２６０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，４７８，３００円 複勝： １３，５７５，１００円 枠連： １０，６６０，５００円

普通馬連： ３１，９８５，３００円 馬単： ３８，０１２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９３３，３００円

３連複： ４９，７４５，４００円 ３連単： 発売なし 計： １６８，３９０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １００円 � １６０円 � １４０円 枠 連（５－６） ４９０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １９０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４７８３ 的中 � ５５５１０（１番人気）
複勝票数 計 １３５７５１ 的中 � ５３００８（１番人気）� １６２５４（４番人気）� ２２１９６（２番人気）
枠連票数 計 １０６６０５ 的中 （５－６） １６２８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１９８５３ 的中 �� ３８４０７（３番人気）
馬単票数 計 ３８０１２１ 的中 �� ２６２２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９３３３ 的中 �� １００２６（３番人気）�� １７５７８（１番人気）�� ４４１１（７番人気）
３連複票数 計 ４９７４５４ 的中 ��� ４２５２６（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．６―１：００．２―１：１２．４―１：２５．０―１：３７．５―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ヒラボクロイヤル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．９．２ 札幌２着

２００４．３．１５生 牡３黒鹿 母 マーズヴァイオレット 母母 Spit Curl ６戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔発走状況〕 マイネルテアトロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルテアトロン号は，発走調教再審査。
※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。



０２０５２ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５日 第４競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

７１０ アロープラネット 牝３青鹿５４ 池添 謙一矢野 秀春氏 山内 研二 静内 矢野牧場 ４２６ ―１：０９．５ ２．０�

５６ トキノムテキ 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０８ ―１：０９．９２� １４．６�
４４ � ソロソログランプリ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：１０．１１ ３．７�
３３ � ビコーオースウイン 牡３青鹿５６ 菊地 昇吾�レジェンド 鹿戸 明 浦河 大北牧場 ４８２ ―１：１１．５９ ６６．３�
８１１ キタサンコンバット 牡３黒鹿５６ 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 タニグチ牧場 ４８８ ―１：１１．７１� ５．４�
５５ � ノミネートラン 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平小田 廣美氏 石栗 龍彦 門別 中川牧場 ４３６ ― 〃 アタマ ３８．９	
８１２� アイスランドポピー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４４４ ―１：１１．８クビ ６３．７

６７ � メイショウシキブ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４６８ ―１：１１．９� ３１．１�
２２ � シゲルアチュウ 牝３芦 ５４

５１ ▲田中 克典森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ３７０ ―１：１２．８５ １３０．５�

６８ � リスティングパース 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�佐藤牧場 本郷 一彦 静内 山岸 康 ４７０ ―１：１３．８６ １１５．１
（法６３４）

１１ � ミスズシンプー 牡３芦 ５６ A．スボリッチ 永井 啓弍氏 加藤 敬二 門別 白瀬 明 ５１４ ―１：１４．２２� ４１．１�
（独）

７９ � スリーコジーン 牡３芦 ５６ 橋本 美純永井商事� 橋本 寿正 静内 岡野牧場 ４７２ ― 〃 クビ １２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，６７６，８００円 複勝： ９，１７２，１００円 枠連： １０，７６２，７００円

普通馬連： ２６，１４１，２００円 馬単： ３４，６１４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８，３８５，５００円

３連複： ４１，５６３，５００円 ３連単： 発売なし 計： １４１，３１６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（５－７） ６３０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２００円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０６７６８ 的中 � ４４１７４（１番人気）
複勝票数 計 ９１７２１ 的中 � ３３６０８（１番人気）� ８３４１（４番人気）� １７０１８（２番人気）
枠連票数 計 １０７６２７ 的中 （５－７） １２６８５（３番人気）
普通馬連票数 計 ２６１４１２ 的中 �� ２１５６６（３番人気）
馬単票数 計 ３４６１４４ 的中 �� １７８８７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３８５５ 的中 �� ４９７５（４番人気）�� １２８４２（１番人気）�� ３２９２（７番人気）
３連複票数 計 ４１５６３５ 的中 ��� ３４７２８（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．４―１１．６―１２．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．９―４５．５―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．６
３ ６，４－１０（５，３，１１）－２－（９，１２）（１，７）＝８ ４ ６－１０，４－３（５，１１）－（２，１２）７－１－９＝８

勝馬の
紹 介

アロープラネット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ラストタイクーン 初出走

２００４．２．８生 牝３青鹿 母 アローキャリー 母母 アロールーシー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ソロソログランプリ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リスティングパース号・ミスズシンプー号・スリーコジーン号は，平成１９年３月３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。



０２０５３ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５日 第５競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

２３ � ベルグラーノ 牝６栗 ５５
５４ ☆鮫島 良太 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ５０８± ０１：４５．２ ４．４�

８１５ ヘンメイレン 牝４栗 ５４ C．ルメール 栗本 良明氏 矢作 芳人 三石 斉藤スタッド ３９８－ ６１：４５．３� １３．８�
（仏）

１１ �� ツルマイクィーン 牝６栗 ５５ 蛯名 正義平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 B４４６－ ６ 〃 ハナ ３．１�
８１６ エイダイタカラブネ 牝４芦 ５４ 二本柳 壮�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６８－ ８１：４５．６１� ５．４�
４７ �� リキアイノキセキ 牝５青鹿５５ 西田雄一郎高山 幸雄氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ４３．９�
２４ � サンゴノウミヲ 牝６黒鹿５５ 中舘 英二小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４９４＋１２１：４６．０２� ５５．６�
５９ � ロ ジ エ ー ル 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：４６．３１� １１．３	
４８ � メイルリヒト 牝４栗 ５４

５１ ▲田中 博康伊達 秀和氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン
牧場 ４４２± ０１：４６．４� ２８．６


３６ �� アキノロマンス 牝７鹿 ５５ 池添 謙一穐吉 正孝氏 角居 勝彦 青森 イズモリファーム ５０４＋ ４１：４６．５クビ ８５．５�
６１１� ロングコジーン 牝４鹿 ５４ A．スボリッチ 中井 敏雄氏 安田伊佐夫 浦河 小島牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ １５８．３�

（独）

７１４ ホーマンティアラ 牝５鹿 ５５ 飯田 祐史久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ ７９．９
７１３� メイショウカレン 牝４鹿 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４７２－１１１：４６．８１� ３３．１�
６１２ ベルモントミサンガ 牝５栗 ５５ 池田 鉄平 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４６８＋１８１：４７．８６ １６．８�
５１０�� ジョーイーストン 牝５栗 ５５ 田嶋 翔上田けい子氏 小島 貞博 白老 習志野牧場 B４４０－２４１：４７．９� ２６８．９�
１２ マルモクイーン 牝５栗 ５５

５２ ▲上野 翔まるも組合 藤沢 則雄 浦河 金成吉田牧場 ４５４－ ２１：４８．３２� ３１５．７�
３５ リバレンスハーバー 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介八木 秀之氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４８２－１０１：４８．４クビ ６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８９６，９００円 複勝： １３，１１７，７００円 枠連： １４，６４２，４００円

普通馬連： ３４，１１３，８００円 馬単： ３３，２７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３４４，６００円

３連複： ５４，３３１，０００円 ３連単： 発売なし 計： １７３，７１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � ３８０円 � １４０円 枠 連（２－８） ７１０円

普通馬連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� ３６０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２８９６９ 的中 � ２３１７１（２番人気）
複勝票数 計 １３１１７７ 的中 � ２２５１２（２番人気）� ６５４４（６番人気）� ３１８３５（１番人気）
枠連票数 計 １４６４２４ 的中 （２－８） １５４２４（２番人気）
普通馬連票数 計 ３４１１３８ 的中 �� ９３６５（１０番人気）
馬単票数 計 ３３２７２７ 的中 �� ４６８０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３４４６ 的中 �� ２４７６（１０番人気）�� ８６３６（１番人気）�� ２５１３（９番人気）
３連複票数 計 ５４３３１０ 的中 ��� １１４３１（５番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１１．５―１２．９―１２．９―１２．４―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．５―４２．４―５５．３―１：０７．７―１：２０．０―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ベルグラーノ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Propicio

２００１．５．１６生 牝６栗 母 ディフェレンテ 母母 Derepente １２戦１勝 賞金 １４，０００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 アキノロマンス号・ジョーイーストン号は，平成１９年３月３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。



０２０５４ ２月３日 曇 稍重 （１９小倉１）第５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

７１１� コペルニクス 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４７８－ ４ ５８．１ ４．１�

（仏）

２２ トワイニングイモン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４５６－ ４ ５８．２� ３３．７�
５７ � リバイバルグレイ 牡５栗 ５７ 上村 洋行山田 貢一氏 柴田 政見 静内 酒井 亨 ４８０－ ６ ５８．５１� ２７．０�
３４ � エレガンストラッド 牝６鹿 ５５ 西田雄一郎�野坂牧場 境 征勝 静内 岡田牧場 B４９６＋ ８ ５８．６� １０７．４�
８１３�� ブロードチャンネル �４鹿 ５７ C．ルメール 岡田 牧雄氏 飯田 雄三 三石 萩澤 泰博 ４５４＋１０ 〃 ハナ １９．４�

（仏）

６９ グランディバローズ 牡５栗 ５７
５６ ☆鮫島 良太猪熊 広次氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４６６＋ ２ ５８．７クビ １１．１�

４６ � シルクプラチナム 牡４芦 ５７
５５ △大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１２－ ８ 〃 ハナ ３．７	

４５ デライトホーラー 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松坂 明子氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 B５０８－ ２ 〃 ハナ １３５．４

７１２� バクシンハヤブサ 牡４鹿 ５７ 田嶋 翔�藤沢牧場 小島 貞博 静内 へいはた牧場 ４８２－ ２ ５８．９１ １４．９�
８１４� ジパングエンジェル 牝６鹿 ５５ 福永 祐一吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５４－ ２ ５９．０� ６０．０�
６１０� シゲルユウボウカブ 牝４栗 ５５

５４ ☆塚田 祥雄森中 蕃氏 坪 憲章 静内 高橋 修 B４６６－ ８ ５９．２１	 ７．４
５８ テイエムポラリス 牡４鹿 ５７ 橋本 美純竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ２０．６�
３３ エイユーミューズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲上野 翔笹部 義則氏 柴田 光陽 新冠 川上 悦夫 ４６４－１２ ５９．６２� ４．３�
１１ マッキータイガー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 浦河 小柳牧場 ４７４－１２ ５９．９２ ６４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，９１５，０００円 複勝： １４，１１０，２００円 枠連： １２，３１８，３００円

普通馬連： ３６，９３４，８００円 馬単： ３７，２５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３３１，５００円

３連複： ５７，４８２，３００円 ３連単： 発売なし 計： １８２，３４６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � ５６０円 � ６８０円 枠 連（２－７） ４，２８０円

普通馬連 �� ３，９８０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� １，３４０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ２２，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２９１５０ 的中 � ２４８８２（２番人気）
複勝票数 計 １４１１０２ 的中 � ３６１９１（１番人気）� ５３８７（８番人気）� ４２９４（１０番人気）
枠連票数 計 １２３１８３ 的中 （２－７） ２１２７（１６番人気）
普通馬連票数 計 ３６９３４８ 的中 �� ６８６２（１９番人気）
馬単票数 計 ３７２５４５ 的中 �� ３８５１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３３１５ 的中 �� １８５１（２２番人気）�� ２１１７（１８番人気）�� ５９１（４７番人気）
３連複票数 計 ５７４８２３ 的中 ��� １８９２（８０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．５―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３４．１―４５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コペルニクス �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 Shadeed デビュー ２００５．９．１９ 札幌５着

２００３．５．１７生 牡４鹿 母 ゴールドシェイド 母母 Golden Hind １３戦２勝 賞金 ２５，３４０，０００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 カゼノアルペジオ号・ローレルハンバーバ号
※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。



０２０５５ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３９．３
２：３７．４

良

良

６９ � アグネスモナク 牡５鹿 ５７
５４ ▲田中 克典渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：４１．７ ６．６�

７１１�� ニホンピロビャクヤ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４６２－１２２：４１．８� ９．４�
５６ �� シゲルサキモノガイ �４栗 ５６ 赤木高太郎森中 蕃氏 小原伊佐美 鵡川 六角牧場 B４９６－ ６２：４２．０１� １７２．７�
４５ トーセンバサラ 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４５０－ ６ 〃 アタマ １１．８�
３３ � ブ レ ッ ザ 牡７鹿 ５７ O．ペリエ �社台レースホース谷 潔 白老 白老ファーム ４８６－ ６２：４２．１� ２．４�

（仏）

４４ � スイートゴールド 牝４黒鹿５４ 蛯名 正義大澤 毅氏 中尾 秀正 門別 和田農林（有） ４６６－ ６２：４２．３１ ６．７	
８１２ リッカドリムオ 牡５鹿 ５７ 小牧 太立花 幸雄氏 川村 禎彦 浦河 中島 俊明 ４５８＋ ２２：４２．４� ２３．４

６８ � マイネルプログレス 牡６鹿 ５７

５５ △大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 浦河 福岡 広行 ４７４＋ ４２：４２．８２� ４．７�

８１３ エアクラマン 牡４鹿 ５６ 嘉藤 貴行 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２８．３
１１ �� ハンシンテイオー 牡５栗 ５７ 橋本 美純山本 治氏 福島 勝 新冠 的場牧場 ４８６－ ６２：４３．２２� ３３．８�
５７ �� オンワードタトゥ 牡６鹿

５７
５６ ☆塚田 祥雄�オンワード牧場 加賀 武見 門別 浜本牧場 ４８８－１０２：４３．９４ １４０．９�

７１０� ジャックカチドキ �４栗 ５６ 梶 晃啓�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ５０２＋ ４２：４４．０� １３２．８�
２２ ビーマイヒーロー 牡７栗 ５７

５６ ☆鮫島 良太吉田 修氏 服部 利之 新冠 長浜牧場 B４６８－ ４２：４７．６大差 １０２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，４１８，０００円 複勝： １１，７４７，５００円 枠連： １１，０３１，７００円

普通馬連： ３０，３５８，９００円 馬単： ３０，７４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５７５，９００円

３連複： ４７，８０４，６００円 ３連単： 発売なし 計： １５２，６８４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２３０円 � ２５０円 � ３，８１０円 枠 連（６－７） ８５０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １３，２５０円 �� １３，０３０円

３ 連 複 ��� ９５，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１４１８０ 的中 � １３７９３（３番人気）
複勝票数 計 １１７４７５ 的中 � １５７９２（３番人気）� １３８８９（５番人気）� ６２７（１３番人気）
枠連票数 計 １１０３１７ 的中 （６－７） ９６０３（４番人気）
普通馬連票数 計 ３０３５８９ 的中 �� １０４３７（１２番人気）
馬単票数 計 ３０７４８１ 的中 �� ５１３６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５７５９ 的中 �� ３３０１（１１番人気）�� １７２（６４番人気）�� １７５（６３番人気）
３連複票数 計 ４７８０４６ 的中 ��� ３６８（１６０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１０．７―１２．１―１２．０―１２．６―１３．３―１３．１―１３．５―１３．２―１２．３―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．０―２４．５―３５．２―４７．３―５９．３―１：１１．９―１：２５．２―１：３８．３―１：５１．８―２：０５．０―２：１７．３―２：２９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アグネスモナク �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 スタイヴアザント デビュー ２００４．１０．３０ 京都８着

２００２．４．６生 牡５鹿 母 マイフェイバリット 母母 シヤダイマイン １４戦２勝 賞金 １５，１７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーマイヒーロー号は，平成１９年３月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ハンシンテイオー号・ビーマイヒーロー号は，平成１９年３月３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。



０２０５６ ２月３日 晴 稍重 （１９小倉１）第５日 第８競走 １，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．８

不良

不良

３４ メイショウトンボ 牡４鹿 ５６ 福永 祐一松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４７８－１２１：４５．１ ６．４�

６１０� ア リ ロ ン 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史名古屋友豊� 小野 幸治 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：４５．２� ２．０�
７１２ ダカールシチー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 静内 光丘牧場 B４７４－ ２１：４５．３� １５．１�
８１４� グルメスペシャル 牡５鹿 ５７

５５ △大野 拓弥石井 政義氏 杉浦 宏昭 新冠 つつみ牧場 ５２８－ ２ 〃 ハナ ３１．７�
５８ マイティーサンダー 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆鮫島 良太小川 勲氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５２２－１０１：４５．４� ７．２�
３３ テンエイトップガン 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５５２± ０１：４５．６１� ５４．２�
４５ � ギャラクシーキッド 牡４芦 ５６ 高山 太郎	槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ５．８

８１３�� エプソムライジン 牡６鹿 ５７ 梶 晃啓 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 稲葉 隆一 浦河 中神牧場 B４９２－ ４１：４５．７� ９５．２�
７１１� タヤスワカシオ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信横瀬 俊三氏 星野 忍 門別 庫富ファーム ４６６＋ ６１：４５．８クビ ２４．８�
５７ ベルモントアーサー 牡４鹿 ５６ 西田雄一郎 	ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９４± ０１：４６．０１� ３１．０
６９ マルタカテンビー 牡５鹿 ５７ 幸 英明高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４５８－ ４１：４６．２１� ２０３．９�
１１ サミーデザート 牡４栗 ５６ 小牧 太鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４９２＋ ８ 〃 ハナ ８４．１�
４６ � ジャスミンフレイズ 牝４鹿 ５４ 高橋 智大内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４７４± ０１：４６．４１� １７０．１�
２２ � ビートバリュー 牡４栗 ５６ O．ペリエ 	ノースヒルズマネ

ジメント 岡田 稲男 静内 野坂牧場 ５０２－ ４１：４８．０１０ １９．４�
（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８７２，９００円 複勝： １８，０３７，０００円 枠連： １４，７９８，４００円

普通馬連： ４３，２７０，９００円 馬単： ４４，７２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，００６，１００円

３連複： ７０，６６１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２２１，３６７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（３－６） ５１０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ９３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４８７２９ 的中 � １８３４０（３番人気）
複勝票数 計 １８０３７０ 的中 � ２４２６６（２番人気）� ６８２７７（１番人気）� １０７８４（５番人気）
枠連票数 計 １４７９８４ 的中 （３－６） ２１４２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４３２７０９ 的中 �� ４５０７９（２番人気）
馬単票数 計 ４４７２１０ 的中 �� １８１１０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５００６１ 的中 �� １１１７５（３番人気）�� ３６９５（１０番人気）�� ８０６３（４番人気）
３連複票数 計 ７０６６１４ 的中 ��� ２４４５８（４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．５―１８．２―３０．０―４３．４―５５．８―１：０７．９―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

メイショウトンボ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００５．１２．１８ 中京６着

２００３．５．１４生 牡４鹿 母 ブラッシングロマン 母母 ワンスウエド １５戦２勝 賞金 １６，０９０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０５７ ２月３日 晴 良 （１９小倉１）第５日 第９競走 １，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．５
１：０６．５

良

良

８１８
�
�
� ナンゴクライデン 牡７黒鹿５７ O．ペリエ 渡 義光氏 鮫島 一歩 様似 林 時春 ４５４－ ６１：０９．０ ８．７�

（仏）

２３ � メイショウバル 牡５鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４８６－ ２１：０９．２１� ８．１�
８１６ メイショウヨウザン 牡５鹿 ５７ 竹之下智昭松本 好雄氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ５１０－ ２ 〃 アタマ ２３．５�
３６ �� オレンジシンジュ 牝４鹿

５５
５２ ▲田中 克典冨沢 敦子氏 田所 清広 静内 佐竹 学 ４４２－ ６ 〃 クビ １２５．８�

６１２ フローラルパレス 牝５栗 ５５ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 白老ファーム B４３４－ ２１：０９．３クビ ４．６�
１１ � トッケンショウブ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆鮫島 良太小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５１０＋ ６ 〃 アタマ ７．４�
６１１

�
�
� ボトムフィッシャー 牡６青鹿 ５７

５５ △大野 拓弥平井 卓志氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：０９．４� １６．２	
２４ � テイエムカイブツ 牡５栃栗５７ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４６４＋２０１：０９．８２� １０８．７

１２ トウカイボナンザ 牡７黒鹿５７ 藤岡 佑介内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ４５．３�
３５ フラワーレインボー 牝５鹿 ５５ A．スボリッチ 志賀加代子氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３４－ ４ 〃 クビ ２８．０�

（独）

８１７ ボ ム シ ェ ル 牝４栃栗５５ C．ルメール �ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４５４－１０ 〃 同着 ３．２

（仏）

７１４ シルクコンプリート �８鹿 ５７ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 新冠 中本牧場 B４４４－１２１：０９．９� １６８．５�
７１５ シゲルダイノウカイ 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 沖田 繁 ４７２－１２１：１０．０� １０３．７�
５１０� ブリスクウェザー 牝４鹿 ５５

５２ ▲上野 翔名古屋友豊� 木原 一良 白老 白老ファーム ４８２－ ２１：１０．１� ２２９．９�
７１３� フラワーパス 牝４黒鹿５５ 芹沢 純一ジョイ・レースホース� 上原 博之 静内 白老ファーム ４４２－ ２１：１０．３１� ３６．８�
４８ �� バンダムハリアー 牡５栗 ５７ 梶 晃啓山科 統氏 国枝 栄 浦河 丸幸小林牧場 B５３０＋２０１：１０．４� ２１．０�
５９ ウエスタンランラン 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎西川 賢氏 二本柳俊一 静内 北西牧場 ３９８－ ２１：１０．９３ ３９．２�
４７ � ビーチフェスタ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋２６１：１１．０� １８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１６２，７００円 複勝： １８，３６８，４００円 枠連： ２０，８１１，０００円

普通馬連： ５６，７６０，４００円 馬単： ４１，３３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４８７，９００円

３連複： ７１，３８２，６００円 ３連単： １８４，３９３，９００円 計： ４２６，７０１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２５０円 � ３００円 � ７２０円 枠 連（２－８） ８００円

普通馬連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ５，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ３，５３０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� ２７，２２０円 ３ 連 単 ��� １５１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １６１６２７ 的中 � １４８０７（５番人気）
複勝票数 計 １８３６８４ 的中 � ２２２７０（３番人気）� １６８５２（５番人気）� ５８２７（９番人気）
枠連票数 計 ２０８１１０ 的中 （２－８） １９３９４（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６７６０４ 的中 �� １５６１３（８番人気）
馬単票数 計 ４１３３４５ 的中 �� ５５０７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４８７９ 的中 �� ４２３０（１０番人気）�� １１９７（４４番人気）�� １４２９（３５番人気）
３連複票数 計 ７１３８２６ 的中 ��� １９３６（８９番人気）
３連単票数 計１８４３９３９ 的中 ��� ９００（４４１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１１．６―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．２―４４．８―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
�
ナンゴクライデン �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 アローエクスプレス

２０００．３．２３生 牡７黒鹿 母 アローシヤルダン 母母 ヤマトシヤルダン １９戦１勝 賞金 １７，３８１，０００円
初出走 JRA

〔３走成績による出走制限〕 シルクコンプリート号・ウエスタンランラン号は，平成１９年３月３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。



０２０５８ ２月３日 晴 良 （１９小倉１）第５日 第１０競走 ��２，０００�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走１４時５５分 （芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７１１ サクラオリオン 牡５黒鹿５７ A．スボリッチ�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７２± ０２：００．６ ３．２�
（独）

４５ レットバトラー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５１６＋１０２：００．８１� ３．０�
７１０� マルイチクエスト 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 マークリ牧場 ５０６－ ８２：００．９クビ ９．８�
４４ � ダンツサクラ 牝６鹿 ５５ 小牧 太山元 哲二氏 谷 潔 静内 マークリ牧場 ４４８＋ ４２：０１．１１� ３１．４�
１１ � デンコウミサイル 牡４栗 ５６ 橋本 美純田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０４＋１４２：０１．６３ ５２．８�
６８ � ノープロブレム 牡４栗 ５６ 野元 昭嘉上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４７２－ ８２：０１．８１� ８．１	
２２ � ミ コ コ ロ 牝６鹿 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４３２－ ２ 〃 アタマ ６１．７

８１２	 ロードエキスパート 
４黒鹿５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４５０－ ４２：０２．０１� ２０．７�
５７ アンテヴォルテ 牝４鹿 ５４ 高田 潤 �キャロットファーム 松田 博資 白老 ノーザンファーム ４１０－ ２２：０２．１� ３５．１�
３３ アグネスヘルメス 牡５鹿 ５７ 幸 英明渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ５００＋ ８２：０２．４１� ２４．４
８１３� スプラッシュ 牡８鹿 ５７ 二本柳 壮江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋１４２：０２．８２� ２２６．８�
５６ エ テ ル ノ 
４芦 ５６ 中舘 英二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２ 〃 クビ ５．４�
６９ �� ビンテージカフェ 牡５鹿 ５７ 小島 太一西川 恭子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム ４９４－ ６２：０３．４３� １１７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５８８，４００円 複勝： ２１，６１０，８００円 枠連： １８，１１８，８００円

普通馬連： ６５，０７６，６００円 馬単： ４８，７４２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９３，６００円

３連複： ６４，４３９，９００円 ３連単： １８２，６９７，７００円 計： ４３７，８６８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（４－７） ４１０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５２０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ５，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８５８８４ 的中 � ４６４５６（２番人気）
複勝票数 計 ２１６１０８ 的中 � ５０３３３（１番人気）� ４７９３６（２番人気）� １９３２３（５番人気）
枠連票数 計 １８１１８８ 的中 （４－７） ３２８５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５０７６６ 的中 �� ９２６３９（１番人気）
馬単票数 計 ４８７４２２ 的中 �� ３０４０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９３６ 的中 �� ２２２０３（１番人気）�� ８２６１（６番人気）�� ７７１０（７番人気）
３連複票数 計 ６４４３９９ 的中 ��� ３３６８６（２番人気）
３連単票数 計１８２６９７７ 的中 ��� ２３３４３（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３５．７―４８．１―１：００．２―１：１２．１―１：２４．２―１：３６．２―１：４８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラオリオン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．３．１９ 阪神１３着

２００２．３．１生 牡５黒鹿 母 サクラセクレテーム 母母 Secrettame ９戦２勝 賞金 ３１，３３２，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スプラッシュ号・ビンテージカフェ号は，平成１９年３月３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。



０２０５９ ２月３日 晴 良 （１９小倉１）第５日 第１１競走 ��１，８００�第４１回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走１５時３０分 （芝・右）

４歳以上，１８．２．４以降１９．１．２８まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．１
１：４４．１

良

良

２４ アサカディフィート �９黒鹿５７．５ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２４－ ２１：４６．８ ２２．８�

３５ � エイシンドーバー 牡５栗 ５６ 蛯名 正義平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-
ana Farm ４５８－ ６１：４７．０１� ３．１�

４８ � マヤノライジン 牡６鹿 ５６ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４８２＋１０１：４７．１� １０．１�
１１ � ナスノストローク 牡６栗 ５３ 菊沢 隆徳�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５２０＋ ２１：４７．２� ２１．７�
３６ フォルテベリーニ 牡５栗 ５４ 中舘 英二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：４７．３クビ １６．３�
４７ 	 テイエムプリキュア 牝４黒鹿５１ 芹沢 純一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ３ 〃 アタマ ８５．２	
６１１ マルカシェンク 牡４黒鹿５６ 福永 祐一河長産業
 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：４７．４クビ ２．８�
１２ � グロリアスウィーク 牡４鹿 ５５ A．スボリッチ 
グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：４７．５� １９．０�

（独）

５９ マチカネオーラ 牡５黒鹿５６ C．ルメール 細川 益男氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ １４．３
（仏）

８１６	 マイネルハーティー 牡５青鹿５４ 赤木高太郎 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９４＋ ４１：４７．６クビ １０７．４�

７１３�	 ツルマルヨカニセ 牡７栗 ５６ 鮫島 良太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 白老 白老ファーム ４９０－ ６１：４７．８１
 ３５．１�
２３ 	 スズノマーチ 牡７栗 ５５ 塚田 祥雄小紫 芳夫氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４＋１０ 〃 クビ ２６．２�
７１４ タガノデンジャラス 牡５鹿 ５６ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４５４－ ４１：４８．２２� ６５．９�
５１０	 ワンモアチャッター 牡７黒鹿５７ O．ペリエ 松井 一三氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ４５４－ ８ 〃 クビ １７．５�

（仏）

８１５� マヤノグレイシー 牡８栗 ５５ 幸 英明田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４８４＋ ４１：４９．１５ １９．４�

（１５頭）
６１２ ペールギュント 牡５黒鹿５６ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８２，１５０，２００円 複勝： １１８，８８７，１００円 枠連： ９４，１９７，４００円

普通馬連： ５９０，９８９，４００円 馬単： ３１５，５２８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２８，３２２，５００円

３連複： ５４９，７２１，５００円 ３連単： １，１８７，６４２，１００円 計： ３，０６７，４３８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２８０円 複 勝 � ４７０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（２－３） １，３６０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ８，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ３，０３０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ６８，９５０円

票 数

単勝票数 差引計 ８２１５０２（返還計 ２１４） 的中 � ２８４５１（１０番人気）
複勝票数 差引計１１８８８７１（返還計 ３５１） 的中 � ５０８５３（８番人気）� ３１０３２２（１番人気）� ９５６７９（３番人気）
枠連票数 差引計 ９４１９７４（返還計 ９７） 的中 （２－３） ５１３９３（６番人気）
普通馬連票数 差引計５９０９８９４（返還計 ４４７３） 的中 �� １５１０５５（１１番人気）
馬単票数 差引計３１５５２８３（返還計 ２０８１） 的中 �� ２７２２７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１２８３２２５（返還計 １０１５） 的中 �� ３２９０５（９番人気）�� ９８９９（３６番人気）�� ５３３０５（２番人気）
３連複票数 差引計５４９７２１５（返還計 ７８２６） 的中 ��� ４９０１４（１９番人気）
３連単票数 差引計１１８７６４２１（返還計 １３１４８） 的中 ��� １２７１３（２１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．７―１１．９―１１．５―１１．９―１２．３―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．５―４７．４―５８．９―１：１０．８―１：２３．１―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アサカディフィート �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 Alydar デビュー ２００１．６．９ 中京１着

１９９８．３．２６生 �９黒鹿 母 スプリームクィーン 母母 Knightly Belle ５８戦９勝 賞金 ３８９，６７５，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔出走取消〕 ペールギュント号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） ６頭 アドマイヤカンナ号・アマノブレイブリー号・カネトシツヨシオー号・グランドサファイヤ号・サウスポール号・

マヤノシャドー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０２０６０ ２月３日 晴 良 （１９小倉１）第５日 第１２競走 １，２００�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走１６時０５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，５００，０００円 ５，８００，０００円 ３，６００，０００円 ２，２００，０００円 １，４５０，０００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

６１２ チャームダイヤ 牝５栗 ５５ O．ペリエ タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４４８－ ６１：０８．９ ４．５�
（仏）

３６ � マンテンハット 牝５鹿 ５５ 菊地 昇吾小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４３２－ ２１：０９．１１ １３．４�
５９ � ブライティアミラ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４６－ ６１：０９．３１� １２．６�
５１０ ラ ブ ハ ー ト 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳増田 陽一氏 中村 均 新冠 細川農場 ４４６＋ ２１：０９．４� ５．７�
８１６� ヘイローフジ 牝４栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６６－ ２１：０９．６１� １１．７�
１２ � メイプルロード 牝７栗 ５５ 西田雄一郎�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４７８＋ ２１：０９．７クビ ７１．６	
８１８ タイクローサ 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一�名鯛興業 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４９８＋ ６ 〃 クビ ４２．９

３５ � アイラブマキシマム 牝５栗 ５５ 鈴来 直人保谷フミ子氏 奥平 真治 新冠 守矢牧場 ４７６± ０１：０９．８クビ １４４．９�
１１ スリーキュート 牝６鹿 ５５ 武 英智永井商事� 武 宏平 静内 岡野牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ４０．９�
４７ プライムアクトレス 牝５鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４３２－１０１：０９．９クビ ５．１

（仏）

２４ �� クイーンアイリス 牝６鹿 ５５ 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム B４６６－１０ 〃 クビ ３３．８�
７１５ フミノサチヒメ 牝４栗 ５５ 上村 洋行谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４３２－ ４１：１０．１１ ３３．０�
８１７� セトモモチャン 牝５栃栗５５ 福永 祐一難波 経雄氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ２７．２�
２３ �� オプティマルマザー 牝４栗 ５５ 塚田 祥雄�びらとり牧場 伊藤 雄二 平取 びらとり牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ４．７�
７１４�� クリノスペシャル 牝４青鹿５５ 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋１６１：１０．２クビ ５９．６�
６１１� ローズギャラリー 牝６鹿 ５５ 田中 博康吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ２１０．３�
４８ � イエスオアノー 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥松岡 隆雄氏 崎山 博樹 静内 福岡 清 ４４４－ ２１：１０．６２� ７３．７�
７１３

�
�
� キタサンメッセージ 牝５青鹿５５ 小島 太一�大野商事 須貝 彦三 静内 出羽牧場 ４３６＋ ４１：１０．７� ９８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７６２，４００円 複勝： ３２，１２０，２００円 枠連： ３２，５５０，５００円

普通馬連： １１３，７１５，３００円 馬単： ７４，９３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５７８，０００円

３連複： １２３，５７５，５００円 ３連単： ２９４，６３２，７００円 計： ７２６，８６７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２３０円 � ３７０円 � ３８０円 枠 連（３－６） ２，５７０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� １，４００円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� １２，６９０円 ３ 連 単 ��� ６４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２４７６２４ 的中 � ４４２７５（１番人気）
複勝票数 計 ３２１２０２ 的中 � ４２１７２（３番人気）� ２１８０１（６番人気）� ２０９５９（７番人気）
枠連票数 計 ３２５５０５ 的中 （３－６） ９３７２（１３番人気）
普通馬連票数 計１１３７１５３ 的中 �� ２４３５３（１６番人気）
馬単票数 計 ７４９３２６ 的中 �� １２２４０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５７８０ 的中 �� ５６７４（１５番人気）�� ５４１３（１７番人気）�� ３９４８（２０番人気）
３連複票数 計１２３５７５５ 的中 ��� ７１９１（３２番人気）
３連単票数 計２９４６３２７ 的中 ��� ３３８１（１６３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１１．３―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．１―３３．１―４４．４―５６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームダイヤ �
�
父 ヘ ネ シ ー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００４．１１．２１ 京都３着

２００２．５．１６生 牝５栗 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド １６戦３勝 賞金 ５２，６６０，０００円
〔制裁〕 ヘイローフジ号の騎手飯田祐史は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クインフューチャー号・チェリーフォレスト号・ツルミトゥインクル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１９小倉１）第５日 ２月３日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３６，０００，０００円
３，３６０，０００円
１２，５３０，０００円
５００，０００円
２，０６０，０００円
２４，５１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，０５６，５００円
４，８３１，０００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
２３９，９２７，２００円
２９７，０８１，０００円
２６１，０２５，０００円
１，０９０，４２２，６００円
７６２，１５５，７００円
２８０，９８４，３００円
１，２２５，９７２，２００円
１，８４９，３６６，４００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 ６，００６，９３４，４００円

総入場人員 １３，５７９名 （有料入場人員 １２，６６３名）




