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０２０７３ ２月１２日 曇 重 （２３小倉１）第７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

７１１ ラブギャラクシー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３８－ ２１：４６．７ ７．２�

５８ ユウキマリアッチ 牝３鹿 ５４ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４８６－１２１：４７．３３� ７．３�
４６ スペシャルピース 牝３栗 ５４ 丸山 元気�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５２－ ４１：４８．１５ ８．４�
８１３ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７４－ ６１：４８．３１� ３２．９�
３４ マ ギ ー メ イ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４０２－ ４１：４９．０４ １８４．８�
３３ トーホウエルザ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６６－ ２ 〃 アタマ １０２．９	
６１０ シゲルシュカン 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 飯田 明弘 浦河 中村 雅明 ４０８－ ４１：４９．２１� ２５１．７

８１４ ヒラボクウィン 牝３栗 ５４

５１ ▲川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ２１：４９．４１� ３．０�
７１２ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４ 安藤 光彰ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４８８－１０１：４９．５� ２３３．７�
５７ レッドシルフィア 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：４９．９２� ７．５
４５ スズカバンパイア 牝３鹿 ５４

５２ △高倉 稜永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４４２－ ６１：５０．１１� ４５．１�
６９ テイエムオジャンセ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４２２＋ ８１：５０．２� ９４．０�
１１ ヤマノアサカゼ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム ４２２－ ４１：５０．５２ ５３．２�
２２ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４０－ ８１：５２．４大差 ３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７，８５６，３００円 複勝： １４，０９６，２００円 枠連： ５，６１８，３００円

普通馬連： １８，９６２，３００円 馬単： １４，６１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４３６，８００円

３連複： ２９，５２２，５００円 ３連単： ４３，８９２，１００円 計： １４３，９９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２１０円 � ２４０円 � ２３０円 枠 連（５－７） １，５１０円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ７２０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ３４，６５０円

票 数

単勝票数 計 ７８５６３ 的中 � ８６３３（３番人気）
複勝票数 計 １４０９６２ 的中 � １８２８４（３番人気）� １５３４９（５番人気）� １６１４５（４番人気）
枠連票数 計 ５６１８３ 的中 （５－７） ２７４８（９番人気）
普通馬連票数 計 １８９６２３ 的中 �� ５２９８（１２番人気）
馬単票数 計 １４６１０１ 的中 �� １９０５（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４３６８ 的中 �� ２７１２（１１番人気）�� ３３００（１０番人気）�� ２４５１（１６番人気）
３連複票数 計 ２９５２２５ 的中 ��� ３５３１（２１番人気）
３連単票数 計 ４３８９２１ 的中 ��� ９３５（１１９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．４―４２．８―５５．９―１：０８．８―１：２１．３―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．９
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ラブギャラクシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１０着

２００８．３．３０生 牝３黒鹿 母 マイソールラブ 母母 チェリーコウマン ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミススパイダー号は，平成２３年３月１２日まで平地競走に出走できない。

０２０７４ ２月１２日 小雪 重 （２３小倉１）第７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

５７．１
５７．１

稍重

稍重

３４ ケージーヨシツネ 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４４８＋１０ ５９．５ ９．７�
（佐賀）

８１３ プルピットレディ 牝３青鹿５４ 柴原 央明�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４２０＋ ４ 〃 クビ １３．２�
８１４ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ２ ５９．６� １０．６�
２２ トーホウガーデン 牝３鹿 ５４ 山口 勲東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４５６－ ６ ５９．８１� ４６．２�

（佐賀）

７１１ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６
５４ △高倉 稜山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ８ 〃 クビ １４．３�

６９ ナイトフライト 牝３栗 ５４
５３ ☆松山 弘平橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７０－ ６１：００．０１� １２．９	
４５ マウシャーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４３８＋ ２１：００．２１ ５．３

７１２� シゲルテイトク 牡３黒鹿５６ 中舘 英二森中 蕃氏 川村 禎彦 米 Bob Austin &

Dan Buchman B５４６－ ４１：００．３� １．８�
５７ クラウンポインター 牝３黒鹿５４ 小島 太一矢野 悦三氏 菊川 正達 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ８１：００．５１ １５０．８�
３３ クリノミッキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 三輪牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ４２．０
１１ レ オ ミ ヤ ビ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４３８± ０ 〃 ハナ １９７．１�
４６ テイエムヒットンダ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 ４５２－ ６１：００．７１� １２８．０�
５８ カシノカイオウ 牡３栗 ５６ 加藤士津八柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４８０－ ４１：００．９１� ５７９．２�
６１０ ラブデービット 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田牧場 ４０８－１０１：０４．３大差 １２７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，７７５，０００円 複勝： １７，５５２，７００円 枠連： ６，７１５，２００円

普通馬連： ２０，３２０，１００円 馬単： １７，３６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，７０１，８００円

３連複： ２８，２１８，７００円 ３連単： ４８，０９１，６００円 計： １５７，７４３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３３０円 � ４１０円 � ３１０円 枠 連（３－８） ３，０２０円

普通馬連 �� ７，９７０円 馬 単 �� １７，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２００円 �� ８８０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １２，６９０円 ３ 連 単 ��� ９９，９８０円

票 数

単勝票数 計 ９７７５０ 的中 � ７９８４（３番人気）
複勝票数 計 １７５５２７ 的中 � １４５１６（４番人気）� １０８０８（６番人気）� １５８９４（３番人気）
枠連票数 計 ６７１５２ 的中 （３－８） １６４２（９番人気）
普通馬連票数 計 ２０３２０１ 的中 �� １８８２（２３番人気）
馬単票数 計 １７３６８１ 的中 �� ７３８（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７０１８ 的中 �� １０６１（２２番人気）�� ２８０２（９番人気）�� １７７６（１５番人気）
３連複票数 計 ２８２１８７ 的中 ��� １６４２（４０番人気）
３連単票数 計 ４８０９１６ 的中 ��� ３５５（２７５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．３―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．４―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーヨシツネ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１０．７．４ 阪神７着

２００８．４．２１生 牡３鹿 母 ケージーローズ 母母 タニノオトメ ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブデービット号は，平成２３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。
（非抽選馬） ２頭 クリノハルチャンス号・ボウシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回　小倉競馬　第７日



０２０７５ ２月１２日 小雪 稍重 （２３小倉１）第７日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・右）

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

６１２ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５６
５３ ▲水口 優也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４０－ ６１：１０．１ ３５．２�

７１３ ハイライトリール 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４３８± ０１：１０．２� ４．０�
７１５ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 中舘 英二前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ６１：１０．３� ７．８�
３６ ニシノキラボシ 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４０８＋ ４ 〃 クビ １６．８�
２３ インフィニート 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ４１：１０．４� ７．１�
７１４ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５４ 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４７２＋ ２１：１０．５� ９．８	
８１７ タケデンゴールド 牡３栗 ５６ 大野 拓弥武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４３８－１０ 〃 クビ ８５．６

１１ サマービーチ 牝３栗 ５４ 山口 勲仁田脇 彰氏 谷 潔 宮崎 仁田脇 彰 ４６０－ ６１：１０．７１� １２８．５�

（佐賀）

３５ コウユータイセイ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４６４± ０ 〃 クビ ３２．３�
８１８ サクラライジング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５６＋ ４１：１０．８クビ ５．７
８１６ アグネススコール 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４９０＋ ６ 〃 ハナ ７２．１�
１２ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６８－ ８１：１０．９� ４．８�
４８ ハクユウライナー 牡３鹿 ５６ 鮫島 克也伊藤 博文氏 武 宏平 浦河 福岡 広行 ４７４－１４１：１１．０クビ ２２．２�

（佐賀）

２４ カシノエベレスト 牝３青 ５４
５２ △高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２４± ０１：１１．１� ３５．８�

５９ ブ レ ス ユ ー 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４７４＋１０１：１１．３１� １９４．４�
６１１ セイユアドリーム 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ １８０．２�
４７ エーシンフォチュナ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４７０ ―１：１１．４� ６９．４�
５１０ エメラルドウインド 牡３鹿 ５６ 田中 博康吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 河原育成牧場 B４９８ ―１：２３．９大差 ２０６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９，４２０，７００円 複勝： １８，４２３，７００円 枠連： ８，１３９，６００円

普通馬連： ２０，０３０，８００円 馬単： １３，９２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６４１，８００円

３連複： ３１，７２８，２００円 ３連単： ４６，９７３，５００円 計： １５９，２８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � ５５０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ３，８４０円

普通馬連 �� ５，５９０円 馬 単 �� １１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� ２，８７０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １２，６７０円 ３ 連 単 ��� １０８，６８０円

票 数

単勝票数 計 ９４２０７ 的中 � ２１１４（１０番人気）
複勝票数 計 １８４２３７ 的中 � ７０８０（９番人気）� ３５５９６（１番人気）� １９８００（４番人気）
枠連票数 計 ８１３９６ 的中 （６－７） １５６８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ２００３０８ 的中 �� ２６４５（２４番人気）
馬単票数 計 １３９２６７ 的中 �� ９００（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６４１８ 的中 �� １４８３（２４番人気）�� ８７６（３５番人気）�� ４６５５（２番人気）
３連複票数 計 ３１７２８２ 的中 ��� １８４９（４２番人気）
３連単票数 計 ４６９７３５ 的中 ��� ３１９（３４８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１１．８―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４５．６―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 京都１３着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルドウインド号は，平成２３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ルシエルクレール号
（非抽選馬） ３頭 オースミストーン号・トシローズ号・マキハタファントム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

競 走 の 中 止 第４競走 �� ２，０００�サラブレッド系３歳
（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

１１ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 田中 博康 備前島敏子氏 矢作 芳人
１２ フ ァ イ ヤ ー 牡３青鹿５６ 太宰 啓介 深見 富朗氏 本田 優
２３ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �キャロット

ファーム 平田 修
２４ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッド

ファーム 中村 均
３５ ローレルアリエス 牡３黒鹿５５ ☆ 松山 弘平 �ローレルレーシ

ング 坂口 正大
３６ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太 松本 好雄氏 荒川 義之
４７ エーシンミラージュ 牡３鹿 ５４ △ 高倉 稜 �栄進堂 坂口 正則
４８ ミラクルアイヴァー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 臼井義太郎氏 池上 昌弘
５９ イイデジャパン 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 �アールエスエー

カントリ 北出 成人
５１０ インアフラッシュ 牡３青 ５６ 鮫島 克也 �ノースヒルズ 池江 泰郎
６１１ ホリノアラシ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 堀川 義雄氏 菅原 泰夫
６１２ タガノキズナ 牡３栗 ５６ 北村 友一 八木 良司氏 吉田 直弘
７１３ ゴーゴーチャンス 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �ミルファーム 畠山 重則
７１４ エリモロッソ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一 山本三津子氏 鹿戸 明
７１５ ユウターチェイサー 牡３栗 ５３ ▲ 川須 栄彦 北前孔一郎氏 加用 正
８１６ モータウンサウンド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース 松永 昌博
８１７ アクアブルーコナー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 佐野 清氏 西浦 勝一
８１８ フェニックスソード 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 �ターフ・スポート 友道 康夫

※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 セイエイ号



競 走 の 中 止 第５競走 �� １，０００�サラブレッド系４歳以上
（ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円

１１ オリオンザブラック 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行 平本 敏夫氏 松永 康利
２２ テイエムマイヒメ 牝４栗 ５５ 芹沢 純一 竹園 正繼氏 新川 恵
３３ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人 トウショウ産業� 大久保洋吉
３４�ラガーキセキ 牝５青鹿５４ ☆ 松山 弘平 奥村 啓二氏 柴田 政見
４５ タピルージュ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 �下河辺牧場 須貝 尚介
４６ クルンプホルツ 牝６鹿 ５５ 丸山 元気 �サンデーレーシ

ング 栗田 博憲
５７ ノ ア ラ イ ン 牝４栗 ５５ 鮫島 克也 杉元 四男氏 福島 信晴
５８ アームズトウショウ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥 トウショウ産業� 奥平 雅士
６９ アポロパステル 牝４栗 ５５ 丹内 祐次 アポロサラブレッ

ドクラブ 柴崎 勇
６１０ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗 中村 博亮氏 柄崎 孝
７１１ エリモエポナ 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太 山本 敏晴氏 大久保龍志
７１２ リーヴタイム 牝６芦 ５２ ▲ 川須 栄彦 林 進氏 岩元 市三
８１３ ア ル テ ミ ス 牝４栗 ５５ 北村 友一 橋場 勇二氏 清水 出美
８１４�カシノカルミア 牝４栗 ５５ 二本柳 壮 柏木 務氏 二本柳俊一

※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。
（非当選馬） １頭 ケイエスシンアカリ号
（非抽選馬） ３頭 クイーンズガーデン号・ラブエーヤン号・ラブチャーミー号

競 走 の 中 止 第６競走 ��
�� １，７００�サラブレッド系４歳以上

（ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円

１１ メタギャラクシー 牡４鹿 ５４ △ 伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵

１２ カズノタイショウ 牡４栗 ５５ ☆ 松山 弘平 鈴木 可一氏 小笠 倫弘
２３ ディアユウキ 牡４黒鹿５６ 宮崎 北斗 ディアレスト 柄崎 孝
２４ ヤマニンフリスキー 牡４青 ５６ 太宰 啓介 土井 肇氏 野村 彰彦
３５�イノセントリーサム 牡４栗 ５６ 古川 吉洋 平田 修氏 荒川 義之
３６�タ コ 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 小田切有一氏 佐々木晶三
４７�ビービーライナー 牡６黒鹿５７ 上村 洋行 �坂東牧場 境 征勝
４８ プ ロ ポ ー ズ 牝４鹿 ５４ 田中 博康 河村 祥史氏 鹿戸 雄一
５９ ザ バ イ オ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太 バイオ� 藤原 英昭
５１０ マルタシュンプウ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 松浦 太郎氏 鈴木 勝美
６１１�カワキタトップ 牡５芦 ５４ ▲ 川須 栄彦 川島 吉男氏 梅内 忍
６１２ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 荻野 琢真 畑 清介氏 田所 秀孝
７１３ ブレイブフェイス 牡４鹿 ５６ 丸山 元気 吉岡 泰治氏 増本 豊
７１４�モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 西田雄一郎 坂本 肇氏 大江原 哲
８１５ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５６ 勝浦 正樹 西川 賢氏 鈴木 康弘
８１６ リキサンヒーロー 牡４栗 ５６ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テルザトゥルース号・ヤサシイキモチ号
（非抽選馬） １頭 サンワードハーレー号



競 走 の 中 止 第７競走 ��
�� ２，６００�サラブレッド系４歳以上

（芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円

１１ スマートファントム 牡６鹿 ５７ 鮫島 克也 大川 徹氏 宮 徹
１２ マーベラスブレイド �６黒鹿５７ 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明
２３ ダノンインスパイア 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎 �ダノックス 加藤 征弘
２４ メジロジョン 牡４栗 ５６ 黛 弘人 �メジロ牧場 大久保洋吉
３５ トミケンプライム 牡６栗 ５７ 丸山 元気 冨樫 賢二氏 和田 正道
３６ ミヤコトップガン 牡５栗 ５７ 北村 友一 松岡 隆雄氏 増本 豊
４７ メイショウベーネ 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥 松本 和子氏 荒川 義之
４８ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 藤岡 康太 平井 豊光氏 小崎 憲
５９ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５４ ▲ 川須 栄彦 本谷 兼三氏 谷 潔
５１０�サンライズウィル 牡５鹿 ５７ 浜中 俊 松岡 隆雄氏 庄野 靖志
６１１ マイネルネオハート 牡４黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 水野 貴広
６１２ オールターゲット 牡５栗 ５５ △ 高倉 稜 �サンデーレーシ

ング 松元 茂樹
７１３ ディビデンド 牡６栗 ５７ 古川 吉洋 加藤 久枝氏 南井 克巳
７１４�ベイビーローズ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 広尾レース� 小崎 憲
８１５ ウォーボネット 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭
８１６ マイサイドキック 牡６栗 ５７ 太宰 啓介 井堂 孝純氏 岩元 市三

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルタカカゲ号・シャイニングデイ号
（非抽選馬） １頭 テラノパンサー号

競 走 の 中 止 第８競走 �� １，７００�サラブレッド系４歳以上
（ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円

１１ コスモピグマン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッド
ファーム 伊藤 伸一

１２ ウエスタンウェイブ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 西川 賢氏 古賀 史生
２３ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメ

ント 作田 誠二
２４ サダムトウコン 牡４黒鹿５６ 上村 洋行 大西 定氏 川村 禎彦
３５ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮 ちきり組合 郷原 洋行
３６�バンブーキャプテン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥 篠木 俊二氏 佐藤 全弘
４７ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 西田雄一郎 井上 一郎氏 大江原 哲
４８ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一 松本 和子氏 小島 太
５９ シルバービート 牝５芦 ５５ 田辺 裕信 門野 重雄氏 南田美知雄
５１０ ルナーレガシー 牡４栗 ５４ △ 高倉 稜 H.H．シェイク・モ

ハメド 池江 泰寿
６１１ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太 下村 直氏 清水 久詞
６１２ ブラックルーラー 牡６黒鹿５７ 浜中 俊 吉田 照哉氏 石坂 正
７１３ アスタークリス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介 加藤 久枝氏 加藤 敬二
７１４ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 丸山 元気 片山 博志氏 佐藤 吉勝
８１５ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 中舘 英二 平井 裕氏 本郷 一彦
８１６ リュウシンゴールド 牡４鹿 ５３ ▲ 小野寺祐太 桑畑 �信氏 水野 貴広

※アスタークリス号・シルバービート号・リュウシンゴールド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



競 走 の 中 止 第９競走 �� ２，０００�サラブレッド系４歳以上
（芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円

１１ アルマトゥーラ 牡４芦 ５６ 古川 吉洋 コウトミックレー
シング 斎藤 誠

１２ ドナフュージョン 牝６黒鹿５２ ▲ 川須 栄彦 山田 貢一氏 加用 正
２３ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシ

ング 橋口弘次郎
２４ バトルイグアス 牡４黒鹿５６ 勝浦 正樹 宮川 秋信氏 清水 久詞
３５�コーヒーゼリー 牝５鹿 ５５ 黛 弘人 小野 博郷氏 坂本 勝美
３６ セイカカリンバ �６黒鹿５７ 丸山 元気 久米 大氏 相沢 郁
４７ ソールデスタン 牡４鹿 ５６ 宮崎 北斗 �前川企画 河野 通文
４８ マイネルガヴロシュ 牡４青鹿５４ △ 伊藤 工真 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 五十嵐忠男
５９ フェアリーレイ 牝４鹿 ５３ ☆ 松山 弘平 植中 倫子氏 平田 修
５１０ スズカスパーク 牡６芦 ５７ 熊沢 重文 永井 啓弍氏 橋田 満
６１１ アポロストーム 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 アポロサラブレッ

ドクラブ 柴崎 勇
６１２ ロックンロール 牡４黒鹿５６ 野元 昭嘉 薪浦 亨氏 野元 昭
７１３�スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 酒井 学 加藤 春夫氏 村山 明
７１４ トーセンフリージア 牝４鹿 ５４ 田辺 裕信 島川 �哉氏 小桧山 悟
８１５ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５４ 藤岡 康太 �サンデーレーシ

ング 池江 泰郎
８１６ イ オ ス 牝４鹿 ５４ 中舘 英二 吉田 照哉氏 国枝 栄
８１７ ウインディーリング 牝４青鹿５４ 浜中 俊 細谷 典幸氏 鈴木 伸尋

※出走取消馬 トウカイフォスター号（疾病〔感冒〕のため）
※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。
（非当選馬） １頭 トップゾーン号
（非抽選馬） ３頭 セキサンダンスイン号・トキノヤマトボシ号・ヤマニンミュゼット号

競 走 の 中 止 第１０競走 �� １，２００�
も え ぎ

萌 黄 賞
（芝・右）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 ９，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，３００，０００円 １，４００，０００円 ９００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円

１１�カノヤハヤブサ 牡３鹿 ５６ 山口 勲 神田アヤ子氏 九日 俊光
１２�ジュエルリング 牝３鹿 ５４ 鮫島 克也 鳥飼 慶一氏 東 眞市
２３ アンゲネーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ノースヒルズ 和田 正道
２４ マイネルマサムネ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 田島 俊明
３５ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 前田 幸治氏 北出 成人
３６ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 加藤 久枝氏 加藤 敬二
４７ フィジークルーズ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �スピードファーム 和田 正道
４８ コウエイキング 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 西岡 静男氏 川村 禎彦
５９ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 曽我 司氏 岩元 市三
５１０ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦 �協栄 加用 正
６１１ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �メジロ牧場 尾形 充弘
６１２ オースミドライバー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �オースミ 武田 博
７１３ ダイメイジャパン 牝３青 ５４ 嘉藤 貴行 宮本 孝一氏 佐藤 吉勝
７１４ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 志邑 宣彦氏 水野 貴広
７１５ カムイフォレスト 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ローレルレーシ

ング 山内 研二
８１６ エーティーランボー 牡３鹿 ５６ 北村 友一 荒木 徹氏 木原 一良
８１７ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉 ロイヤルパーク 野元 昭
８１８ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５４ 酒井 学 副島 義久氏 田所 秀孝



競 走 の 中 止 第１１競走 ��
�� １，７００�中京スポニチ賞

（ダート・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

中京スポニチ賞（１着）
賞 品

本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円

１１ ビヨンドマックス 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 松岡 隆雄氏 増本 豊
１２ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介 吉田 修氏 服部 利之
２３ パープルスター 牝５鹿 ５５ 高倉 稜 松岡 隆雄氏 崎山 博樹
２４�メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎 �谷岡牧場 境 征勝
３５ ドリームアライブ �５黒鹿５７ 藤岡 康太 前田 晋二氏 池江 泰郎
３６ ローレルレガリス 牡５鹿 ５７ 浜中 俊 �ローレルレーシ

ング 鶴留 明雄
４７ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 中舘 英二 バイオ� 梅田 智之
４８ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信 �栄進堂 久保田貴士
５９ サニーラブカフェ 牝７鹿 ５５ 小島 太一 西川 恭子氏 小島 太
５１０ レオキュート 牝４黒鹿５４ 大野 拓弥 �レオ 平井 雄二
６１１ ディアトウシロウ 牡５栃栗５７ 古川 吉洋 ディアレスト 斎藤 誠
６１２ ニシノミーチャン 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 西山 茂行氏 田所 秀孝
７１３ キンショーダンデー 牡４栗 ５６ 北村 友一 礒野日出夫氏 中村 均
７１４�コスモナダル 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッド

ファーム 池上 昌弘
８１５ マイグローリアス 牡９芦 ５７ 長谷川浩大 五影 慶則氏 西浦 勝一
８１６�エーシンマダムジー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹 �栄進堂 松元 茂樹

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーホウボガード号

競 走 の 中 止 第１２競走 ��
�� １，２００�

こ い し わ ら

小 石 原 特 別
（芝・右）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００円

１１ クレムリンシチー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 清水 出美
１２ ダノンカスガ 牡４青鹿５７ 北村 友一 �ダノックス 音無 秀孝
２３ テラノチェリー �６鹿 ５７ 柴原 央明 寺田 寿男氏 昆 貢
２４�ライブリリュウショ 牡５黒鹿５７ 安藤 光彰 加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄
３５ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 小島 太一 中西 浩一氏 菊川 正達
３６ ダンツミラション 牝４鹿 ５５ 熊沢 重文 山元 哲二氏 谷 潔
４７ ビ ス カ ヤ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊 山内 邦一氏 坂口 正大
４８ メイショウバーモス 牡５青鹿５７ 藤岡 康太 松本 好雄氏 佐山 優
５９ ピカピカテッタ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉 西村新一郎氏 野元 昭
５１０ エフティファラオ �５鹿 ５７ 勝浦 正樹 吉野 英子氏 粕谷 昌央
６１１�メイショウフレアー 牡５青鹿５７ 酒井 学 松本 好雄氏 岡田 稲男
６１２ キュートシルフ 牝５青 ５５ 飯田 祐史 �協和牧場 飯田 明弘
７１３ チェリーソウマ 牡４栗 ５７ 二本柳 壮 チエリー商事� 嶋田 功
７１４ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 丸山 元気 飯村 孝男氏 領家 政蔵
７１５�フレデフォート 牡４鹿 ５６ 古川 吉洋 �キャロット

ファーム 安田 隆行
８１６ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 丹内 祐次 栗坂 崇氏 伊藤 伸一
８１７ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗 阿部雅一郎氏 坂本 勝美
８１８ ロイヤルロード 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 森 保彦氏 池上 昌弘

※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 ソルプリマベラ号・ワシリーサ号



（２３小倉１）第７日 ２月１２日（土曜日） 曇後雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 ３回 出走頭数 ４６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８，６５０，０００円
２，１００，０００円
２，７００，０００円
１５，３７４，０００円
１，１９６，０００円
４５５，４００円

勝馬投票券売得金
２７，０５２，０００円
５０，０７２，６００円
２０，４７３，１００円
５９，３１３，２００円
４５，９０４，９００円
２９，７８０，４００円
８９，４６９，４００円
１３８，９５７，２００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 ４６１，０２２，８００円

総入場人員 （有料入場人員 ）


