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05061 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第1競走 1，000�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
57．1
57．1

稍重
稍重

11 ビーマイラブ 牝3鹿 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490－ 21：00．9 1．3�
34 メイショウメロディ 牝3鹿 54 西田雄一郎松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 浦河日成牧場 438－ 21：01．64 32．2�
33 シキランマン 牝3栗 54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 402＋ 2 〃 クビ 29．3�
610 チェリーボンバ 牝3栗 54

51 ▲水口 優也大谷 高雄氏 領家 政蔵 浦河 辻 牧場 B446± 01：01．7クビ 24．1�
711 イサミノキセキ 牝3鹿 54

51 ▲中井 裕二前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 410－101：01．8� 32．7	
22 ウエスタンカリーナ 牝3黒鹿 54

52 △西村 太一西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 478－ 41：02．12 133．4

814 エ ミ オ ン 牝3青鹿54 松田 大作幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 450± 0 〃 ハナ 19．6�
45 ニシノマオジュー 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 464－ 81：02．31� 78．0�
57 ターフジェニック 牝3鹿 54 古川 吉洋釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 468－ 21：02．4� 94．6
813 メイショウアザミ 牝3栗 54 吉田 隼人松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 三嶋牧場 426＋ 2 〃 ハナ 8．0�
46 ベンテンオリュウ 牝3黒鹿54 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 458－101：03．14 53．1�
69 フ チ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二蛭川 年明氏 谷 潔 浦河 ひるかわ育
成牧場 502－ 61：03．73� 20．9�

712 フクノスーパーベガ 牝3鹿 54 中舘 英二福島 実氏 新開 幸一 えりも エクセルマネジメント 422－101：03．8� 55．4�
58 ロックフォード 牝3鹿 54 上野 翔 Him Rock Racing 松永 康利 日高 タバタファーム 516＋ 4 （競走中止） 17．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，554，300円 複勝： 43，978，100円 枠連： 7，938，100円
馬連： 21，326，000円 馬単： 22，305，500円 ワイド： 14，143，500円
3連複： 35，616，000円 3連単： 73，975，900円 計： 233，837，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 420円 � 340円 枠 連（1－3） 650円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 590円 �� 610円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 15，890円

票 数

単勝票数 計 145543 的中 � 89404（1番人気）
複勝票数 計 439781 的中 � 315822（1番人気）� 9605（8番人気）� 12206（5番人気）
枠連票数 計 79381 的中 （1－3） 9072（3番人気）
馬連票数 計 213260 的中 �� 14433（5番人気）
馬単票数 計 223055 的中 �� 11860（5番人気）
ワイド票数 計 141435 的中 �� 6198（5番人気）�� 5914（7番人気）�� 906（32番人気）
3連複票数 計 356160 的中 ��� 5236（19番人気）
3連単票数 計 739759 的中 ��� 3436（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．9―36．1―48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（1，10，11）（4，9）8（2，3）12（13，14）（5，7）－6 4 ・（1，10）11，4，9（2，3）－（13，12）（5，14）－（6，7）＝8

勝馬の
紹 介

ビーマイラブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2012．11．3 京都6着

2010．3．9生 牝3鹿 母 ゼットフウリン 母母 サーモンタイム 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔競走中止〕 ロックフォード号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 フチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フチ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月24日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エレガントアゲン号・ソウキュウ号・ヒアルロンサン号・メイショウテンニョ号
（非抽選馬） 2頭 デンポウ号・ブロンドバレット号

05062 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第2競走 1，700�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

12 オーシャンパワー 牡5鹿 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 468＋181：46．1 2．4�
816 バサラヴォーグ 牡4芦 56 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 482－ 41：46．31� 8．4�
35 アウゲンイカロス 牡5黒鹿57 鮫島 良太槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 506＋121：46．93� 24．1�
611 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 518＋ 21：47．11� 6．4�
36 タケルハヤテ 牡5鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 464＋ 4 〃 クビ 5．1�
24 スズカルパン 牡4鹿 56

54 △菱田 裕二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 458＋ 21：47．41� 10．8�
612 ニシノキミヨ 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 和生西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 448－ 21：47．82� 351．4	
815 マルティニーク 牡6鹿 57 松田 大作 
社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 クビ 29．4�
23 エーシンデューク 牡4青鹿56 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 484＋ 6 〃 ハナ 40．9
713 ファンタズミック 牡5鹿 57 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：47．9� 26．0�
714 ニライジンク 牡4栗 56 吉田 隼人
フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 504－ 6 〃 クビ 80．5�
11 レッドバビロン 牡4青鹿 56

53 ▲中井 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502＋ 21：48．53� 26．4�
48 メイショウアルザス 牡4鹿 56

53 ▲水口 優也松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 456－ 41：50．09 203．5�
510� ネオザタイタン 牡5芦 57 松山 弘平小林 仁幸氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B544－ 21：51．06 83．8�
47 バトルシュリイマン 牡6鹿 57 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 462－ 41：51．53 53．7�
59 ロ ノ 牡4黒鹿56 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 460－ 41：52．13� 22．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，849，200円 複勝： 24，600，400円 枠連： 7，804，600円
馬連： 24，958，900円 馬単： 17，296，000円 ワイド： 15，201，300円
3連複： 38，264，500円 3連単： 61，433，400円 計： 204，408，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 240円 � 640円 枠 連（1－8） 670円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，050円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 35，650円

票 数

単勝票数 計 148492 的中 � 50186（1番人気）
複勝票数 計 246004 的中 � 64349（1番人気）� 25366（5番人気）� 7207（10番人気）
枠連票数 計 78046 的中 （1－8） 8667（2番人気）
馬連票数 計 249589 的中 �� 16458（4番人気）
馬単票数 計 172960 的中 �� 6621（5番人気）
ワイド票数 計 152013 的中 �� 6689（5番人気）�� 3574（10番人気）�� 768（43番人気）
3連複票数 計 382645 的中 ��� 2916（33番人気）
3連単票数 計 614334 的中 ��� 1272（105番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．2―42．1―54．9―1：07．8―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーシャンパワー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．5．21 京都18着

2008．2．13生 牡5鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 15戦3勝 賞金 32，832，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルシュリイマン号・ロノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月24日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンライズドバイ号
（非抽選馬） 1頭 メジロハクリュウ号

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第3競走 1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

35 インカンデセンス 牝3鹿 54 藤岡 康太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 41：49．3 77．4�

12 ロングボンズ 牝3黒鹿 54
51 ▲中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 416－ 6 〃 クビ 15．6�

59 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438± 01：49．51� 2．0�
816 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 418－141：49．71� 13．9�
11 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 484＋ 41：49．8� 6．4	
48 ナンヨーカノン 牝3青鹿 54

51 ▲水口 優也中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 ハナ 26．3

36 デ ィ オ ネ ー 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 406－121：49．9クビ 15．5�
815 ファンタジーデイ 牝3栗 54 勝浦 正樹安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 454－ 4 〃 ハナ 20．2�
23 リメインサイレント 牝3鹿 54 古川 吉洋 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 10．3
611 セイウンヒマワリ 牝3栗 54 丸田 恭介西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 中脇 満 394－ 61：50．11� 13．3�
510 セントアモーレ 牝3鹿 54 荻野 琢真谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 410－ 4 〃 クビ 260．9�
713 コスモサンチャン 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 422－ 21：50．2� 49．1�
24 ヴァレンティーア 牝3栗 54

52 △菱田 裕二佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 56．0�
714 マーヴェリックス 牝3鹿 54 鮫島 良太市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：50．51� 16．6�
47 ナゲットハント 牝3青鹿54 松田 大作�下河辺牧場 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 422＋ 61：51．24 303．3�
612 クインポルカ 牝3芦 54 中舘 英二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 438－141：52．15 59．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，971，600円 複勝： 27，824，100円 枠連： 9，034，900円
馬連： 28，694，400円 馬単： 22，621，800円 ワイド： 17，499，700円
3連複： 41，559，900円 3連単： 70，647，200円 計： 235，853，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，740円 複 勝 � 1，230円 � 420円 � 120円 枠 連（1－3） 1，520円

馬 連 �� 29，660円 馬 単 �� 63，240円

ワ イ ド �� 5，860円 �� 1，950円 �� 790円

3 連 複 ��� 24，620円 3 連 単 ��� 349，920円

票 数

単勝票数 計 179716 的中 � 1832（14番人気）
複勝票数 計 278241 的中 � 3900（14番人気）� 13254（7番人気）� 98054（1番人気）
枠連票数 計 90349 的中 （1－3） 4396（7番人気）
馬連票数 計 286944 的中 �� 714（69番人気）
馬単票数 計 226218 的中 �� 264（141番人気）
ワイド票数 計 174997 的中 �� 708（61番人気）�� 2190（18番人気）�� 5743（6番人気）
3連複票数 計 415599 的中 ��� 1246（81番人気）
3連単票数 計 706472 的中 ��� 149（923番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．3―49．2―1：01．7―1：13．9―1：25．9―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
11（12，16）（1，5，15）（2，7，8）（3，4，14，9）13，6，10
11，16（1，12）（5，15）2（3，7，9）（10，4，8，14）（6，13）

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

勝馬の
紹 介

インカンデセンス �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Forty Niner デビュー 2013．2．10 小倉5着

2010．5．10生 牝3鹿 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn 2戦1勝 賞金 5，600，000円

05064 2月24日 晴 良 （25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

48 グッドジーン 牡3栗 56
54 △西村 太一�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：09．8 3．6�

611 サマーフェアリー 牝3栗 54 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム 436＋ 41：10．01� 18．7�
35 マヤノラムダ 牡3栗 56 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 480－101：10．1クビ 6．0�
59 ラーストチカ 牝3黒鹿54 鮫島 良太岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 428－16 〃 ハナ 15．0�
816 デイドリーマー 牝3鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 21：10．2� 4．1	
24 レ フ ア 牝3鹿 54 川須 栄彦桑畑 
信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 436± 0 〃 ハナ 7．3�
47 ウォーターシュート 牡3鹿 56 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 396－ 6 〃 ハナ 87．1�
713� ペルセクション 牝3黒鹿54 藤岡 康太門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm 456－ 6 〃 アタマ 23．6
612 ベルゲンクライ 牡3芦 56 松田 大作大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 486＋ 41：10．3� 34．3�
818 パティキュラリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－ 81：10．4� 11．7�
510� ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 中舘 英二前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 452－ 61：10．5� 18．9�

12 ロマンティックガイ 牡3鹿 56 吉田 隼人安倍 光昭氏 高橋 文雅 新ひだか キヨタケ牧場 B478＋ 41：10．71� 43．7�
36 アリオンバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 8 〃 クビ 38．5�
11 トーセンベイビー 牝3青 54

51 ▲菅原 隆一島川 
哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－121：10．8クビ 257．0�

817 メイショウカルマン 牝3鹿 54 荻野 琢真松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 434－ 8 〃 クビ 45．2�
715 フェアリーシチー 牝3芦 54 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 450± 01：11．01� 106．6�
714 キセキノナルシスト 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B500＋ 41：11．1クビ 360．6�

23 タケデンアズマ 牡3栗 56 黛 弘人武市 弘氏 高橋 義博 新ひだか 沖田 哲夫 464± 01：11．95 454．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 14，413，000円 複勝： 25，112，400円 枠連： 9，818，100円
馬連： 27，078，600円 馬単： 18，653，800円 ワイド： 14，966，100円
3連複： 42，106，600円 3連単： 65，803，100円 計： 217，951，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 400円 � 190円 枠 連（4－6） 2，570円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 410円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 26，840円

票 数

単勝票数 計 144130 的中 � 32396（1番人気）
複勝票数 計 251124 的中 � 48682（1番人気）� 12761（7番人気）� 37996（3番人気）
枠連票数 計 98181 的中 （4－6） 2829（12番人気）
馬連票数 計 270786 的中 �� 5641（14番人気）
馬単票数 計 186538 的中 �� 2812（17番人気）
ワイド票数 計 149661 的中 �� 3365（10番人気）�� 9926（2番人気）�� 2453（15番人気）
3連複票数 計 421066 的中 ��� 6095（11番人気）
3連単票数 計 658031 的中 ��� 1810（56番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―11．8―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドジーン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．10 小倉2着

2010．3．8生 牡3栗 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エーシンジョーイ号



05065 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時50分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

44 デインツリー 牡3青鹿 56
53 ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 480 ―1：48．7 2．9�

68 シャイニングタイム 牝3黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416 ―1：48．91� 14．0�

812 トーホウスマート 牡3栗 56 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 476 ― 〃 アタマ 3．3�

710 ナリタアップスター 牡3栗 56 中舘 英二�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 432 ―1：49．0� 101．6�
79 マンノアクトレス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 426 ―1：49．42� 14．4	
811 トレザイール 牡3鹿 56 吉田 隼人幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 折手牧場 500 ―1：49．61� 6．6

11 サダムサロペット 牝3芦 54 川須 栄彦大西 定氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：49．81 13．3�
22 オンワードナルシス 牡3黒鹿56 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474 ―1：50．11� 38．7�
33 マコトラヴィッサン 牝3青鹿54 勝浦 正樹眞壁 宏寧氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 436 ―1：50．31� 51．6
56 リュクスエンブレム 牝3黒鹿54 丸田 恭介田畑 憲士氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398 ―1：50．4� 38．0�
55 フェブサクセス 牡3鹿 56 上村 洋行釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 458 ―1：51．57 10．7�
67 クーファチック 牝3黒鹿54 松田 大作大迫久美子氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 502 ―1：51．6� 14．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，842，300円 複勝： 16，352，600円 枠連： 8，108，000円
馬連： 21，634，100円 馬単： 17，477，500円 ワイド： 10，542，500円
3連複： 28，114，100円 3連単： 52，473，100円 計： 167，544，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 300円 � 140円 枠 連（4－6） 1，310円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 910円 �� 250円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 15，340円

票 数

単勝票数 計 128423 的中 � 35099（1番人気）
複勝票数 計 163526 的中 � 36990（1番人気）� 10224（7番人気）� 35567（2番人気）
枠連票数 計 81080 的中 （4－6） 4570（6番人気）
馬連票数 計 216341 的中 �� 5635（12番人気）
馬単票数 計 174775 的中 �� 2844（18番人気）
ワイド票数 計 105425 的中 �� 2609（12番人気）�� 12565（1番人気）�� 2238（15番人気）
3連複票数 計 281141 的中 ��� 7418（6番人気）
3連単票数 計 524731 的中 ��� 2526（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．3―12．1―12．1―12．1―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．0―48．3―1：00．4―1：12．5―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デインツリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Danehill 初出走

2010．1．20生 牡3青鹿 母 デインスカヤ 母母 Boubskaia 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 リュクスエンブレム号の騎手丸田恭介は，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：1番）

05066 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第6競走 2，400�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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

712 ハワイアンソルト 牡4芦 56 川須 栄彦金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－122：35．8 7．4�

22 トニーポケット 牡4鹿 56 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 476－ 22：36．01� 4．2�

813 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 57 丸山 元気前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 490－ 42：36．1� 10．7�
814 メイショウシャイン 牡6鹿 57

55 △菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 476－162：36．63 12．5�
58 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿 57

54 ▲中井 裕二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B486－ 62：36．81 7．7�
610 ビコークラウン 牡4栗 56 佐久間寛志	レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 476－ 2 〃 クビ 380．3

46 タイソンバローズ 牡5栗 57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486＋ 42：37．22� 3．0�
45 センティラシオン 牝5芦 55 西田雄一郎中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 476－ 8 〃 クビ 185．1�
57 ダテノスイミー 牡6栗 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 446－102：37．3クビ 8．6
69 キョウエイプラウド 牡5鹿 57 丸田 恭介田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 506－ 8 〃 アタマ 31．0�
711 ミ チ ャ エ ル 牡4鹿 56 荻野 琢真クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム 452－ 2 〃 クビ 83．0�
34 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

54 ▲横山 和生ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476－ 22：37．4� 29．9�
11 � ダノンクルソラ �5鹿 57 吉田 隼人�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474± 02：37．5クビ 34．1�
33 クラウディーハート 牝4鹿 54

52 △西村 太一 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 464± 02：38．67 68．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，304，700円 複勝： 19，638，300円 枠連： 8，237，200円
馬連： 22，546，300円 馬単： 16，541，300円 ワイド： 12，198，600円
3連複： 34，751，800円 3連単： 60，189，400円 計： 186，407，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 200円 � 340円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，130円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 24，560円

票 数

単勝票数 計 123047 的中 � 13104（3番人気）
複勝票数 計 196383 的中 � 16980（5番人気）� 30657（2番人気）� 14046（6番人気）
枠連票数 計 82372 的中 （2－7） 4351（7番人気）
馬連票数 計 225463 的中 �� 13079（5番人気）
馬単票数 計 165413 的中 �� 4090（11番人気）
ワイド票数 計 121986 的中 �� 3992（8番人気）�� 2599（14番人気）�� 4300（7番人気）
3連複票数 計 347518 的中 ��� 6015（15番人気）
3連単票数 計 601894 的中 ��� 1809（74番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．8―12．8―12．9―13．9―14．4―13．5―12．3―12．4―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．9―37．7―50．5―1：03．4―1：17．3―1：31．7―1：45．2―1：57．5―2：09．9―2：22．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハワイアンソルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2011．11．13 京都7着

2009．2．10生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 9戦2勝 賞金 12，400，000円



05067 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

11 マイネクイーン 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 浦河 富田牧場 458＋ 21：48．7 14．8�

35 モスカートローザ 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：48．91� 21．2�
34 インパクトゲーム 牝5黒鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 ハナ 7．9�
611 セ シ リ ア 牝4栗 54 藤岡 康太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 440－ 61：49．0クビ 8．2�
815 シャドウライフ 牝4黒鹿 54

51 ▲中井 裕二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 5．2	
46 ロゼシャンパーニュ 牝4黒鹿54 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 404－14 〃 クビ 47．5

47 ワタシマッテルワ 牝4鹿 54 川須 栄彦�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 438＋ 41：49．1� 3．2�
23 ディープスノー 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真日下部勝德氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 B464± 0 〃 ハナ 118．2�
22 コスモオアシス 牝4鹿 54 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 416－ 61：49．2� 115．7
814 マイネアルナイル 牝4青鹿54 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 21：49．41� 7．3�
59 ラミアプリマベーラ 牝4栗 54 伊藤 工真岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 440＋14 〃 クビ 43．6�
610 ハギノトラスト 牝7栃栗 55

53 △菱田 裕二安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 448－10 〃 アタマ 15．5�
713 ヴィーヴァブーケ 牝7青鹿55 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド 418± 01：49．61� 23．7�
712 グルーヴィクイーン 牝5栗 55 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 400－ 61：49．7� 67．8�
58 アンリミテッドピサ 牝5鹿 55 松山 弘平市川 義美氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－12 〃 ハナ 13．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，418，600円 複勝： 25，608，500円 枠連： 11，604，000円
馬連： 28，227，700円 馬単： 19，001，900円 ワイド： 16，394，800円
3連複： 44，865，800円 3連単： 75，347，500円 計： 237，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 440円 � 550円 � 270円 枠 連（1－3） 4，110円

馬 連 �� 13，420円 馬 単 �� 29，780円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 1，810円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 25，180円 3 連 単 ��� 221，540円

票 数

単勝票数 計 164186 的中 � 8781（7番人気）
複勝票数 計 256085 的中 � 14942（6番人気）� 11385（10番人気）� 28634（4番人気）
枠連票数 計 116040 的中 （1－3） 2087（18番人気）
馬連票数 計 282277 的中 �� 1553（46番人気）
馬単票数 計 190019 的中 �� 471（100番人気）
ワイド票数 計 163948 的中 �� 1052（44番人気）�� 2243（26番人気）�� 2792（18番人気）
3連複票数 計 448658 的中 ��� 1315（89番人気）
3連単票数 計 753475 的中 ��� 251（700番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―49．7―1：02．0―1：14．4―1：26．0―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．3
1
3
・（1，11）（4，10）8（3，6）7（2，9，13）5，14（15，12）
1，11（4，6，10）8（3，2）7（5，9，14）（15，13）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネクイーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．8．29 札幌2着

2008．2．16生 牝5鹿 母 ファストルック 母母 Loping Along 21戦2勝 賞金 31，858，000円

05068 2月24日 晴 良 （25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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 キ ー パ ッ プ 牝4鹿 55
52 ▲中井 裕二辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：08．7 26．0�
24 バラードソング 牝5鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 3．1�
12 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55

53 △菱田 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478－ 41：08．8クビ 6．7�
714 ディザイラブル 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 414＋ 2 〃 クビ 33．6�
11 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 古川 吉洋村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 494－121：09．01 10．5�
715 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 478－ 4 〃 クビ 48．1	
23 � イッセキニチョウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 462＋ 6 〃 アタマ 46．0

36 � ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲横山 和生湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 430－ 4 〃 同着 416．6�
47 レヴァンタール �4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 432－ 6 〃 ハナ 8．0�
48 ケイツーノース 牝6栗 55 丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 500－ 61：09．1クビ 7．0
818 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55

53 △西村 太一澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 466－ 41：09．41� 28．3�
611� ダ ー ク ラ ム 牡5黒鹿57 柴山 雄一�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 賀張三浦牧場 484± 01：09．61� 212．4�
817 ケープジャスミン 牝4芦 55 川須 栄彦�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 432－ 61：09．7� 120．9�
612 マイネサヴァラン 牝4青鹿55 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：09．8� 19．9�
510 コスモルミナス 牡4栗 57 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 468－ 6 〃 クビ 36．5�
59 カレンシェリーメイ 牝4鹿 55 丸山 元気鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 400－ 6 〃 ハナ 5．9�
35 カシノラピス 牝4栗 55

52 ▲菅原 隆一柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 434＋ 61：10．01� 282．3�
713 ダイキチチョウナン 牡5鹿 57 中舘 英二西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B486＋ 41：10．74 103．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，440，200円 複勝： 27，038，300円 枠連： 12，542，800円
馬連： 31，689，700円 馬単： 21，492，800円 ワイド： 16，709，600円
3連複： 48，313，600円 3連単： 89，209，300円 計： 263，436，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 750円 � 160円 � 230円 枠 連（2－8） 2，700円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 19，470円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 3，710円 �� 380円

3 連 複 ��� 13，390円 3 連 単 ��� 136，600円

票 数

単勝票数 計 164402 的中 � 4990（8番人気）
複勝票数 計 270383 的中 � 7045（12番人気）� 56948（1番人気）� 31490（3番人気）
枠連票数 計 125428 的中 （2－8） 3430（11番人気）
馬連票数 計 316897 的中 �� 3293（25番人気）
馬単票数 計 214928 的中 �� 815（59番人気）
ワイド票数 計 167096 的中 �� 1811（25番人気）�� 1027（42番人気）�� 12483（1番人気）
3連複票数 計 483136 的中 ��� 2664（38番人気）
3連単票数 計 892093 的中 ��� 482（385番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．4―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ー パ ッ プ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．22 京都4着

2009．1．14生 牝4鹿 母 サ ル ー ル 母母 シャルウォーカミーズ 9戦2勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 キーパップ号の騎手中井裕二は，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：6番・8番）
※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 オンワードナスキー号・カシノアクセル号



05069 2月24日 晴 良 （25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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

12 ヴァンヘルシング 牡4青鹿 56
54 △菱田 裕二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 442－ 61：46．7 2．9�

713 イースターパレード �4栗 56 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 492－ 2 〃 クビ 8．8�
714 プレミアクラウン 牡4鹿 56 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 B510－ 21：46．91� 4．4�
23 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 508－ 61：47．0� 87．6�
611 モンサンミーティア 牡4鹿 56 宮崎 北斗山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 474＋ 21：47．42� 22．1�
816	 フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 吉田 隼人藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 476－ 6 〃 ハナ 17．8	
47 	 エーシンバサラ 牡5青鹿57 上村 洋行�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 566± 0 〃 ハナ 16．3

612 タガノナパヴァレー �4黒鹿56 鮫島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 01：47．5
 51．1�
24 	 サダルメリク 牡6鹿 57 古川 吉洋前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess 480－ 21：47．71� 13．4�
35 � メイショウマルクル 牡5栗 57

54 ▲横山 和生松本 和子氏 増本 豊 日高 日西牧場 496－ 21：47．8クビ 140．2
36 ハクユウサンサン 牡5鹿 57

54 ▲水口 優也 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 494± 01：48．01 71．8�
48 カバリノランパンテ 牡4栗 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 B462－12 〃 クビ 106．3�
510 リンクルリッジ 牡5黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 478－ 21：48．1クビ 142．5�
11 	 エ ク チ ュ ア 牡4鹿 56 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock 452＋ 21：48．41
 5．3�
59 コスモユウチャン 牡4鹿 56 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 470± 01：48．5� 32．5�
815� エーシンクーフラン 牡4青 56

53 ▲中井 裕二�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 468－ 6 〃 アタマ 21．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，396，300円 複勝： 32，027，700円 枠連： 17，307，700円
馬連： 38，352，200円 馬単： 25，304，600円 ワイド： 20，769，900円
3連複： 55，567，000円 3連単： 102，531，800円 計： 313，257，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 190円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 520円 �� 280円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 213963 的中 � 58902（1番人気）
複勝票数 計 320277 的中 � 74463（1番人気）� 35177（4番人気）� 41455（3番人気）
枠連票数 計 173077 的中 （1－7） 44942（1番人気）
馬連票数 計 383522 的中 �� 22887（3番人気）
馬単票数 計 253046 的中 �� 9636（4番人気）
ワイド票数 計 207699 的中 �� 9405（3番人気）�� 20691（2番人気）�� 7339（6番人気）
3連複票数 計 555670 的中 ��� 18044（4番人気）
3連単票数 計1025318 的中 ��� 7703（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．6―55．3―1：08．0―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヴァンヘルシング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．9．11 阪神5着

2009．4．13生 牡4青鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー 13戦2勝 賞金 20，600，000円

05070 2月24日 晴 良 （25小倉1）第6日 第10競走 ��2，000�
か ら と

唐 戸 特 別
発走14時50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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

44 ラブイズブーシェ 牡4黒鹿56 中舘 英二小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 454－ 41：59．1 4．1�
811 テーオーレジェンド 牡4栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 498－ 6 〃 クビ 9．9�
66 ミッキーマスカット 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 532＋ 81：59．31� 2．5�
11 ベンジャミン 牡5青鹿57 松田 大作福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 508－ 81：59．4� 6．7�
33 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 丸田 恭介�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 470－ 41：59．5クビ 29．8�
55 エクセレントブルー 牝5鹿 55 吉田 隼人 	ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 466＋ 2 〃 ハナ 24．7

22 トウカイクオーレ 牡4鹿 56 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B454－ 21：59．6� 15．4�
78 	 スリーヴェローチェ 牡4鹿 56 鮫島 良太永井商事	 武 宏平 新ひだか 武 牧場 456－ 41：59．7クビ 98．4�
810 マイネキャスリーン 牝4黒鹿54 丸山 元気 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 22：00．23 31．3
67 ディーエスライダー 牡4黒鹿56 柴山 雄一秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 8 〃 クビ 36．0�
79 ルミナスレッド 牝4鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 82：00．3クビ 6．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，974，400円 複勝： 33，552，900円 枠連： 11，978，800円
馬連： 45，409，600円 馬単： 34，069，300円 ワイド： 21，976，600円
3連複： 61，637，400円 3連単： 139，971，400円 計： 371，570，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 280円 � 120円 枠 連（4－8） 1，750円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 900円 �� 200円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 229744 的中 � 44456（2番人気）
複勝票数 計 335529 的中 � 61733（2番人気）� 22031（6番人気）� 97603（1番人気）
枠連票数 計 119788 的中 （4－8） 5058（7番人気）
馬連票数 計 454096 的中 �� 13239（10番人気）
馬単票数 計 340693 的中 �� 7647（12番人気）
ワイド票数 計 219766 的中 �� 5070（12番人気）�� 35199（1番人気）�� 9630（6番人気）
3連複票数 計 616374 的中 ��� 25742（5番人気）
3連単票数 計1399714 的中 ��� 7253（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．7―48．4―1：00．6―1：12．6―1：24．3―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．8
1
3
11，3（2，4）6，1，9，5（8，7）－10・（11，3）（2，4）（1，9，6）－（5，7）－（8，10）

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

勝馬の
紹 介

ラブイズブーシェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．10．8 京都5着

2009．3．24生 牡4黒鹿 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン 10戦2勝 賞金 30，908，000円
〔制裁〕 テーオーレジェンド号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



05071 2月24日 晴 良 （25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 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

57 アロマティコ 牝4栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 470＋121：46．9 2．6�
44 ナムラオウドウ 牡5黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 466－ 8 〃 クビ 9．2�
45 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 57 勝浦 正樹�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 454± 01：47．11� 5．8�
711� エドノヤマト 牡6青 57 柴山 雄一遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム 474－12 〃 クビ 56．3�
56 シーキングフェイム 牝6鹿 55 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 478± 0 〃 アタマ 15．8	
11 テーオーケンジャ 牡6栗 57 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 506－101：47．2クビ 40．5

813 マイネルエルフ 牡7鹿 57 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 61：47．3� 65．1�
812 デンコウジュピター 牡5鹿 57 川須 栄彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 518＋ 2 〃 アタマ 9．3�
710 チュウワプリンス 牡7黒鹿57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋10 〃 クビ 99．7
69 ダ ノ ン ミ ル 	5栗 57 鮫島 良太�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 21：47．4クビ 5．5�
22 � スカイリュウホー 牡9鹿 57 藤岡 康太小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 464－ 2 〃 クビ 92．0�
68 メイショウゾウセン 牡5黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 458－ 8 〃 アタマ 18．0�
33 オメガホームラン 牡4芦 56 丸山 元気原 
子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458± 01：47．5クビ 9．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，922，000円 複勝： 50，407，800円 枠連： 28，697，100円
馬連： 128，761，400円 馬単： 77，719，700円 ワイド： 44，359，900円
3連複： 185，106，300円 3連単： 371，578，200円 計： 922，552，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 240円 � 190円 枠 連（4－5） 520円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 630円 �� 360円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 359220 的中 � 111376（1番人気）
複勝票数 計 504078 的中 � 120241（1番人気）� 45672（5番人気）� 67031（3番人気）
枠連票数 計 286971 的中 （4－5） 41205（2番人気）
馬連票数 計1287614 的中 �� 68849（4番人気）
馬単票数 計 777197 的中 �� 26064（5番人気）
ワイド票数 計 443599 的中 �� 17037（6番人気）�� 32756（2番人気）�� 12766（11番人気）
3連複票数 計1851063 的中 ��� 50834（6番人気）
3連単票数 計3715782 的中 ��� 25484（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．1―49．2―1：01．0―1：12．7―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アロマティコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．23 京都3着

2009．5．17生 牝4栗 母 ナ ス カ 母母 アンデスレディー 11戦4勝 賞金 79，320，000円

05072 2月24日 晴 良 （25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，24．2．25以降25．2．17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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 � マヤノリュウジン 牡6栗 57．5 丸田 恭介田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 534＋101：07．9 12．6�
817 ビットスターダム 牡5芦 55 柴山 雄一馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468－ 2 〃 クビ 29．5�
11 ストロングロビン 牡7鹿 54 宮崎 北斗村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 478＋ 21：08．0� 31．7�
12 ナムラハヤテ 牡4黒鹿55 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 466± 01：08．1クビ 3．6�
611 アグネスハビット 牡4黒鹿54 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 20．5�
714 メイショウハガクレ 牡4鹿 55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 464－ 21：08．2クビ 52．8�
35 タマモコントラバス 牡6黒鹿56 菱田 裕二タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 468＋ 21：08．3� 13．5

48 タマニューホープ 牡7鹿 55 中舘 英二玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476－ 2 〃 ハナ 17．3�
713 キタサンエピソード 牡4栗 56 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 496＋ 4 〃 ハナ 5．9
715� パイライトパワー 牝4鹿 52 横山 和生西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 446± 01：08．4� 43．6�
510 イントゥザストーム 牝4鹿 52 中井 裕二金子真人ホール

ディングス	 村山 明 日高 日高大洋牧場 406± 0 〃 クビ 51．6�
59 グレナディーン 牝6黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 ハナ 4．5�
36 フ ィ リ ラ 牝4栗 52 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：08．5� 11．1�
818 ピエナアプローズ 牝4黒鹿53 荻野 琢真本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 41：08．81� 34．5�
612 ニコールバローズ 牝4黒鹿52 丸山 元気猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 442－ 2 〃 クビ 17．0�
23 シセイハヤテ 牡8鹿 54 古川 吉洋猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 474＋121：09．11� 196．1�
816 ビップヴィットリオ 牡4黒鹿53 黛 弘人鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 21：09．31� 233．4�
24 トーセンムンク 牝4鹿 52 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 81：10．04 60．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，037，500円 複勝： 54，266，100円 枠連： 26，937，400円
馬連： 91，487，800円 馬単： 51，785，900円 ワイド： 40，145，400円
3連複： 140，469，000円 3連単： 256，529，000円 計： 693，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 460円 � 930円 � 710円 枠 連（4－8） 3，180円

馬 連 �� 13，680円 馬 単 �� 22，850円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 6，240円 �� 11，360円

3 連 複 ��� 131，390円 3 連 単 ��� 643，950円

票 数

単勝票数 計 320375 的中 � 20037（5番人気）
複勝票数 計 542661 的中 � 33100（6番人気）� 14780（11番人気）� 19955（10番人気）
枠連票数 計 269374 的中 （4－8） 6258（18番人気）
馬連票数 計 914878 的中 �� 4938（49番人気）
馬単票数 計 517859 的中 �� 1673（82番人気）
ワイド票数 計 401454 的中 �� 2626（47番人気）�� 1582（68番人気）�� 864（94番人気）
3連複票数 計1404690 的中 ��� 789（323番人気）
3連単票数 計2565290 的中 ��� 294（1640番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マヤノリュウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

2007．3．22生 牡6栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 8戦3勝 賞金 50，515，000円
初出走 JRA

〔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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモアクセス号・タニマサホーク号

３レース目



（25小倉1）第6日 2月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 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 手 当

174，940，000円
5，920，000円
1，610，000円
15，950，000円
63，184，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
232，124，100円
380，407，200円
160，008，700円
510，166，700円
344，270，100円
244，907，900円
756，372，000円
1，419，689，300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 4，047，946，000円

総入場人員 9，516名 （有料入場人員 8，667名）
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