
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

05073 3月2日 曇 稍重 （25小倉1）第7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）

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

712 エリモフェザー 牝3栗 54 松田 大作山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 412± 0 58．6 11．0�
45 マ ン リ ー 牡3鹿 56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 504－ 4 58．92 15．7�
33 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 486＋ 2 59．0� 2．1�
22 ミラクルルーマー 牡3芦 56 川須 栄彦阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 522＋ 4 59．1� 10．2�
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 434－ 4 59．41� 48．7�
11 バクシンパワー �3鹿 56

53 ▲城戸 義政	宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 458± 0 59．5� 22．0

46 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 390－12 59．6� 49．1�
610 リッシンロケット 牡3芦 56 吉田 隼人小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 450－ 8 〃 ハナ 19．0�
814 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56 勝浦 正樹大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 528＋ 4 59．7� 3．0
57 カシノオーブ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 446± 01：00．12� 371．0�
813 ブイキャスター 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍�駒秀 福島 信晴 新ひだか 桜井牧場 458＋ 61：00．41� 140．7�
69 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 468－ 61：00．82� 132．0�
58 ケージーイチバン 牡3黒鹿56 古川 吉洋川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 470＋ 81：01．01� 67．9�
711 カシノグリップ 牡3鹿 56 菅原 隆一柏木 務氏 田所 秀孝 日高 門別牧場 436＋121：02．59 443．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，226，800円 複勝： 28，679，600円 枠連： 6，491，700円
馬連： 23，436，500円 馬単： 18，392，900円 ワイド： 14，090，100円
3連複： 39，429，300円 3連単： 65，778，300円 計： 209，525，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 180円 � 290円 � 110円 枠 連（4－7） 4，100円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 320円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 34，980円

票 数

単勝票数 計 132268 的中 � 9545（4番人気）
複勝票数 計 286796 的中 � 36551（3番人気）� 17231（5番人気）� 106850（1番人気）
枠連票数 計 64917 的中 （4－7） 1171（13番人気）
馬連票数 計 234365 的中 �� 3100（17番人気）
馬単票数 計 183929 的中 �� 1203（32番人気）
ワイド票数 計 140901 的中 �� 2268（16番人気）�� 12072（2番人気）�� 6550（4番人気）
3連複票数 計 394293 的中 ��� 8840（8番人気）
3連単票数 計 657783 的中 ��� 1388（107番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモフェザー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．7．29 札幌9着

2010．3．13生 牝3栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 8戦1勝 賞金 10，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アスターキング号・マスアルコバン号・メイショウゲンナイ号

05074 3月2日 曇 稍重 （25小倉1）第7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）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

11 � コーリングオブラブ 牝6栗 55
53 △菱田 裕二飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：44．8 10．7�

816 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 488－101：45．01� 4．6�
35 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲横山 和生橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 454＋ 21：45．32 6．2�
36 ブルーメリディアン 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 450＋ 2 〃 クビ 9．7�
23 パリーナチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 452＋ 81：45．61� 14．7	
714 チキウミサキ 牝4青鹿55 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 438－101：45．7� 161．9

59 フ ジ チ ャ ン 牝5鹿 55 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 482± 01：45．8� 8．5�
48 ゴールドジェーン 牝5鹿 55 高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 450－ 21：45．9� 22．8�
713 コーラルグリッタ 牝4黒鹿 55

53 △中井 裕二�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 462－ 21：46．0クビ 11．0
612� ク リ ッ ク 牝4青 55 鮫島 良太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 富川田中牧場 496± 01：46．42� 70．6�
47 カルテブランシェ 牝6鹿 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 472＋ 41：46．61� 222．4�
12 � レインボーデイズ 牝5栗 55 大野 拓弥�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 434－ 41：46．8� 111．4�
24 ツ バ キ 牝4鹿 55 丹内 祐次白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 476＋ 61：47．01� 221．9�
510 ツィンクルブーケ 牝5芦 55 松田 大作吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 27．7�
611� オーファメイ 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 51：48．06 3．6�
815� ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：48．74 80．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，007，000円 複勝： 22，166，200円 枠連： 7，215，800円
馬連： 21，404，300円 馬単： 15，133，400円 ワイド： 12，114，700円
3連複： 33，359，700円 3連単： 48，533，200円 計： 170，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 290円 � 230円 � 200円 枠 連（1－8） 2，290円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 960円 �� 730円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 26，460円

票 数

単勝票数 計 110070 的中 � 8174（6番人気）
複勝票数 計 221662 的中 � 18312（5番人気）� 26815（3番人気）� 31477（2番人気）
枠連票数 計 72158 的中 （1－8） 2332（11番人気）
馬連票数 計 214043 的中 �� 6358（11番人気）
馬単票数 計 151334 的中 �� 2052（22番人気）
ワイド票数 計 121147 的中 �� 2990（13番人気）�� 4043（7番人気）�� 7004（1番人気）
3連複票数 計 333597 的中 ��� 6404（3番人気）
3連単票数 計 485332 的中 ��� 1354（51番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．6―12．7―12．7―12．5―12．9―12．2―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．5―42．2―54．9―1：07．4―1：20．3―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コーリングオブラブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2007．3．20生 牝6栗 母 フ ロ ー レ ス 母母 シジェームサン 27戦1勝 賞金 20，220，000円
初出走 JRA

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月2日 曇 良 （25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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B434－ 41：09．5 3．3�
612 レーリュッケン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B440± 01：09．71� 56．4�
818 サダムコーテイ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：09．91� 2．5�
47 ティアップベリー 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 豊浦 飯原牧場 498＋ 41：10．11� 8．4�
713 エーシンジョーイ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 438± 0 〃 同着 8．7	
24 ラブジョーイ 牝3青鹿54 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新冠 中地 義次 426± 01：10．2クビ 119．4

611 ワイドキング 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 B468－ 61：10．51� 12．2�
510 イムディーナ 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 422－14 〃 クビ 18．4�
48 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 466± 0 〃 ハナ 41．9
714 トウケイプラチナ 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448± 01：10．71� 227．9�

715 クラウンシュバルツ 牡3栗 56 北村 友一矢野 悦三氏 大根田裕之 青森 一山育成牧場 456＋ 2 〃 クビ 19．7�
35 アワサンシャイン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生吉田 和子氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 430－ 81：10．91� 76．6�
23 ガッテンテン 牝3黒鹿54 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 438－ 21：11．21� 34．6�
12 ムジョウノカゼ 牝3栗 54 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム 434－101：11．3� 116．9�
11 シゴトガコイビト 牝3栗 54 古川 吉洋高山 直樹氏 日吉 正和 日高 日西牧場 380－ 61：11．4� 221．4�
816 コスモカワギリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 494－121：11．5� 145．2�
36 フロントタック 牝3芦 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 406 ―1：11．71� 78．9�
817 キ ー ナ ー 牝3鹿 54 鮫島 良太田中 春美氏 畠山 吉宏 青森 田中 一夫 410＋ 41：12．44 430．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 13，763，000円 複勝： 21，027，200円 枠連： 8，371，800円
馬連： 22，603，700円 馬単： 18，044，300円 ワイド： 13，171，900円
3連複： 33，955，500円 3連単： 52，474，200円 計： 183，411，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 1，120円 � 140円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 14，700円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 240円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 65，530円

票 数

単勝票数 計 137630 的中 � 33807（2番人気）
複勝票数 計 210272 的中 � 62646（1番人気）� 2677（12番人気）� 45726（2番人気）
枠連票数 計 83718 的中 （5－6） 7163（4番人気）
馬連票数 計 226037 的中 �� 2145（22番人気）
馬単票数 計 180443 的中 �� 906（43番人気）
ワイド票数 計 131719 的中 �� 1297（23番人気）�� 17137（1番人気）�� 1080（27番人気）
3連複票数 計 339555 的中 ��� 2634（28番人気）
3連単票数 計 524742 的中 ��� 591（177番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．1―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．2―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノワルツ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．4 小倉6着

2010．4．22生 牝3黒鹿 母 マキノワルツ 母母 シ ノ ク ロ ス 14戦1勝 賞金 14，850，000円
〔制裁〕 ワイドキング号の騎手城戸義政は，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：17番）

ラブジョーイ号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ポロタン号
（非抽選馬） 2頭 アグランディール号・ヴァイスドール号

05076 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

714 ラスカルスピード 牡3鹿 56 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458－ 62：01．3 5．0�
612 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 丸田 恭介土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 466－ 22：01．4� 2．6�
59 グランプリナイト 牡3黒鹿56 大野 拓弥�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 480－ 4 〃 ハナ 6．2�
12 メイショウバッカス 牡3鹿 56 中舘 英二松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 460－ 82：01．82� 4．5�
36 コスモサリー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 62：02．11� 36．9	
817 ヴェイパーコーン 牡3栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B514－ 42：02．31� 10．8

715 ウインデスティニー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426± 02：02．4クビ 31．4�
510 スノーストーム 牡3栗 56 高倉 稜 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：02．61� 44．3�
48 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 北村 友一 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 506± 02：02．7� 144．6

713 ナリタエックス 牡3栗 56 竹之下智昭�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 450－ 42：02．8� 79．0�
11 グランスエルテ 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 22：03．01� 34．3�

818 カシノソラーレ 牝3栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 460－ 22：03．21� 375．5�
816 キ チ 牡3栗 56 大庭 和弥飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 454－ 42：03．41 224．4�
23 ナガラセンプー 牡3栃栗56 田中 健長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター 432－12 〃 ハナ 53．9�
611 イ ク ラ ン 牡3栗 56 上野 翔�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 452－ 62：03．5� 287．2�
24 ヒシサファイヤ 牝3黒鹿54 水口 優也阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 466－ 62：03．6� 514．9�
35 ニシノアイボウ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 482＋ 22：03．7� 32．3�
47 クリノマナスル 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 日吉 正和 日高 日西牧場 434＋ 4 〃 クビ 365．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，485，000円 複勝： 23，119，200円 枠連： 8，348，500円
馬連： 22，812，900円 馬単： 18，987，100円 ワイド： 13，360，800円
3連複： 34，686，300円 3連単： 55，789，200円 計： 192，589，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 150円 � 180円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 300円 �� 540円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 154850 的中 � 24410（3番人気）
複勝票数 計 231192 的中 � 30736（4番人気）� 49635（1番人気）� 31836（3番人気）
枠連票数 計 83485 的中 （6－7） 8630（1番人気）
馬連票数 計 228129 的中 �� 20331（2番人気）
馬単票数 計 189871 的中 �� 7344（5番人気）
ワイド票数 計 133608 的中 �� 11737（1番人気）�� 5638（6番人気）�� 11435（2番人気）
3連複票数 計 346863 的中 ��� 19236（2番人気）
3連単票数 計 557892 的中 ��� 5835（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．2―47．7―1：00．5―1：13．1―1：25．6―1：37．8―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3

・（2，13，17）－（3，12，16）14（5，6）18（4，9，7）15（1，11）8，10・（2，13，17）（12，14）（6，18）（3，9，16，7）（5，15）（4，11）1，10，8
2
4

・（2，13，17）－12（3，14）（6，16）5（9，18）7（4，15）（1，11）（8，10）・（2，13，17）（12，14）6，9，18，7（16，15）（3，10）（5，11）（8，4，1）
勝馬の
紹 介

ラスカルスピード �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．10 京都4着

2010．5．13生 牡3鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 ニシノアイボウ号の騎手横山和生は，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：4番・1番）
※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） 4頭 カシノサトラップ号・キングデザイヤー号・シアワセノホシ号・ブリリアンシー号



05077 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11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
1：06．5
1：06．5

良
良

12 キャメロンロード 牝3鹿 54 高倉 稜森 保彦氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 452＋ 21：10．1 10．3�
36 アンスタンフィール 牝3鹿 54 松田 大作吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476－ 2 〃 クビ 3．7�
715 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 北村 友一�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 410＋ 21：10．31 5．4�
11 チェリッシュハート 牝3鹿 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 428－ 21：10．51 286．9�
23 キュールエアリス 牝3青鹿54 吉田 隼人岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 444－ 6 〃 クビ 3．7�
48 ファインスカイ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 460＋ 4 〃 アタマ 7．9	
818 ショウナンパレット 牝3黒鹿54 大野 拓弥
湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 452－ 61：10．71� 19．4�
714 リージェンシー 牝3鹿 54 鮫島 良太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 6 〃 クビ 18．1�
35 ブイダッシュ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政小林 久義氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 372－101：10．8� 98．2
816 ヴィラデステ 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 456± 01：11．01� 56．2�
24 ハーツコンセンサス 牝3青鹿54 川須 栄彦 
サンデーレーシング 石坂 正 新冠 追分ファーム 454＋ 8 〃 クビ 44．9�
59 クリノアルプス 牝3栗 54 伊藤 工真栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 422＋ 8 〃 ハナ 328．1�
611 セ イ ク ラ ベ 牝3青鹿54 宮崎 北斗江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 438－ 41：11．1クビ 289．7�
817 ハ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 丸田 恭介花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－18 〃 アタマ 54．7�
612 ペプチドパール 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 448－ 21：11．31� 327．2�
510 ダンツバーゴ 牝3黒鹿54 中舘 英二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 21：11．51� 97．4�
47 ヤマニンペルル 牝3芦 54

52 △中井 裕二土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 420－ 21：11．6� 9．0�
713 ブラックイモン 牝3青鹿54 水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 430 ―1：12．23� 267．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，363，300円 複勝： 28，555，400円 枠連： 10，596，900円
馬連： 26，313，000円 馬単： 19，587，400円 ワイド： 15，545，800円
3連複： 39，712，000円 3連単： 63，448，700円 計： 219，122，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 220円 � 130円 � 170円 枠 連（1－3） 2，010円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 600円 �� 980円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 18，690円

票 数

単勝票数 計 153633 的中 � 11820（6番人気）
複勝票数 計 285554 的中 � 27874（4番人気）� 77138（1番人気）� 41334（3番人気）
枠連票数 計 105969 的中 （1－3） 3891（10番人気）
馬連票数 計 263130 的中 �� 10578（6番人気）
馬単票数 計 195874 的中 �� 3291（16番人気）
ワイド票数 計 155458 的中 �� 6305（5番人気）�� 3671（12番人気）�� 11660（2番人気）
3連複票数 計 397120 的中 ��� 10792（6番人気）
3連単票数 計 634487 的中 ��� 2506（45番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 2（3，10）（1，15）8（4，17，18）6（7，14）16（5，9）－12，11－13 4 2（3，10）（1，15）（8，18）（6，17，14）（4，16）（7，9）（5，12）11－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャメロンロード �
�
父 デュランダル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2012．12．2 阪神11着

2010．3．25生 牝3鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
※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 ソウキュウ号・テイエムライオネス号
（非抽選馬） 1頭 スイートサンバ号

05078 3月2日 曇 稍重 （25小倉1）第7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

814 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 57 川須 栄彦前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 482－ 82：32．4 8．4�
815 ハシルヨミテテ 牡6鹿 57 大野 拓弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム 528± 02：32．61 25．1�
11 � テーオーダンシング �6鹿 57 高倉 稜小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 524－ 42：32．81� 9．1�
610 シンボリカンヌ 牡6鹿 57 北村 友一シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 506－ 62：33．01� 53．7�
22 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 480± 02：33．1� 9．6�
46 タツグレート 牡4栗 56 丸田 恭介鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 454－ 8 〃 クビ 4．7�
47 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 470－ 62：33．2� 4．9	
59 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 478＋ 82：33．3� 27．1

611 ラインレグルス 牡5鹿 57 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 494－ 22：33．51� 4．9�
712 ウ ィ ロ ー 牡4黒鹿56 鮫島 良太 H.H．シェイク・ハムダン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－14 〃 アタマ 35．4�
35 コスモマイギフト 牡4黒鹿56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 492－ 62：33．71 7．6�
34 カバリノランパンテ 牡4栗 56 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 460－ 22：33．8� 155．7�
58 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿 57

55 △中井 裕二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B486± 02：33．9� 43．6�
713 ワンダーバライル 牡6芦 57 水口 優也山本 信行氏 小原伊佐美 浦河 小柳牧場 494± 02：34．11� 123．4�
23 スリープレシャス 牡5青 57 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466－ 22：35．27 96．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，682，400円 複勝： 23，314，900円 枠連： 9，989，900円
馬連： 23，455，400円 馬単： 16，835，200円 ワイド： 13，721，200円
3連複： 36，835，000円 3連単： 54，352，800円 計： 191，186，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 320円 � 700円 � 290円 枠 連（8－8） 8，070円

馬 連 �� 8，370円 馬 単 �� 15，080円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，240円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 21，050円 3 連 単 ��� 151，370円

票 数

単勝票数 計 126824 的中 � 12011（5番人気）
複勝票数 計 233149 的中 � 20043（7番人気）� 7850（9番人気）� 22858（5番人気）
枠連票数 計 99899 的中 （8－8） 914（25番人気）
馬連票数 計 234554 的中 �� 2070（29番人気）
馬単票数 計 168352 的中 �� 824（54番人気）
ワイド票数 計 137212 的中 �� 1470（27番人気）�� 2784（15番人気）�� 1120（33番人気）
3連複票数 計 368350 的中 ��� 1292（70番人気）
3連単票数 計 543528 的中 ��� 265（477番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．3―12．5―12．7―13．7―13．9―12．9―12．3―12．8―12．8―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�
12．9―24．1―36．4―48．9―1：01．6―1：15．3―1：29．2―1：42．1―1：54．4―2：07．2―2：20．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ イ ロ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．11 福島1着

2008．4．20生 牡5栗 母 ヘヴンリーロマンス 母母 ファーストアクト 17戦2勝 賞金 19，440，000円
［他本会外：1戦0勝］



05079 3月2日 曇 稍重 （25小倉1）第7日 第7競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・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
57．1
57．1

稍重
稍重

34 � イエスマイダーリン 牝6鹿 55 二本柳 壮浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 518－ 4 59．2 146．0�
22 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472± 0 〃 クビ 4．0�
69 オ ー パ ル ス 牡5芦 57 大野 拓弥広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 502－ 2 59．41� 14．2�
58 コウヨウゼウス 牡4芦 57 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 488＋10 59．5� 49．5�
11 � ハナズフレイム 牡4栗 57 大下 智M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 前川 勇 472± 0 59．71� 72．8�
33 タイセイマグナム 牡5栗 57

55 △中井 裕二田中 成奉氏 浜田多実雄 新冠 松本 信行 B532± 0 〃 ハナ 2．3	
57 メイショウオハツ 牝4黒鹿 55

53 △菱田 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 484－ 2 59．91� 9．3

45 サクラブライト 牝5黒鹿55 黛 弘人�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 432－ 41：00．21� 10．7�
46 イイデカントリ 牝4青鹿 55

52 ▲原田 敬伍 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 454－ 81：00．3� 9．2�
814 キンシツーストン 牡4鹿 57 北村 友一若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 492＋101：00．4クビ 44．1
711 ハクユウリリー 牝4栗 55 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 426－ 41：00．72 11．9�
610 シゲルコウギョク 牡4鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 472＋ 51：01．02 371．6�
712 トーセンスタッフ 牝5黒鹿55 伊藤 工真島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 454－ 41：01．42� 32．3�
813 ク ロ ト 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 460＋ 41：01．61� 68．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，841，200円 複勝： 21，925，800円 枠連： 8，780，400円
馬連： 24，222，200円 馬単： 20，261，100円 ワイド： 13，341，000円
3連複： 36，780，500円 3連単： 63，337，400円 計： 204，489，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，600円 複 勝 � 2，580円 � 160円 � 320円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 22，320円 馬 単 �� 52，840円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 11，780円 �� 760円

3 連 複 ��� 70，330円 3 連 単 ��� 577，080円

票 数

単勝票数 計 158412 的中 � 855（13番人気）
複勝票数 計 219258 的中 � 1606（13番人気）� 52406（2番人気）� 16761（4番人気）
枠連票数 計 87804 的中 （2－3） 13197（1番人気）
馬連票数 計 242222 的中 �� 801（44番人気）
馬単票数 計 202611 的中 �� 283（97番人気）
ワイド票数 計 133410 的中 �� 631（41番人気）�� 269（61番人気）�� 4589（10番人気）
3連複票数 計 367805 的中 ��� 386（125番人気）
3連単票数 計 633374 的中 ��� 81（847番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―35．0―47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．1
3 ・（5，11，12）13（2，3）（7，8）（6，9）－（4，14）1－10 4 5，11（2，3，12，8）（6，13）（9，7，4）1－14－10

勝馬の
紹 介

�イエスマイダーリン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danzig

2007．5．25生 牝6鹿 母 スポーティングラダー 母母 Lydara 20戦1勝 賞金 11，280，000円
初出走 JRA

05080 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 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
1：57．2
1：56．1

良
良

815 リングネブラ 牝4黒鹿55 丸田 恭介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：00．9 5．3�
48 シュピッツェ 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466－102：01．0� 5．5�
36 ヴィーヴァブーケ 牝7青鹿 55

53 △中井 裕二芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド 408－102：01．1� 23．0�
24 ソロデビュー 牝4黒鹿55 西村 太一�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 492± 02：01．31� 41．3�
23 サイレントクロップ 牝4青鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B514＋ 2 〃 クビ 2．9	
47 アルアマーナ 牝4鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 424－ 8 〃 ハナ 9．4

714 ウ ア ジ ェ ト 牝5黒鹿 55

53 △菱田 裕二岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 492＋ 62：01．4� 5．9�
612 ラミアプリマベーラ 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 436－ 42：01．5� 37．6�
510 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 西田雄一郎兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 430－ 8 〃 クビ 32．0
59 ニシノキミヨ 牝5黒鹿 55

52 ▲原田 和真西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 446－ 22：01．6� 89．6�
12 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 高倉 稜�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B468－ 62：01．81� 59．3�
816 フローリストライフ 牝6鹿 55 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 70．9�
11 マイネエミリー 牝4鹿 55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 404± 02：01．9クビ 12．3�
611 スマイルヴィジット 牝4栗 55

52 ▲横山 和生ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 B430－ 62：02．32� 169．1�
35 � エリザベートアスク 牝5栗 55 松田 大作廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480－ 22：03．36 239．2�
713 クラウディーハート 牝4鹿 55 北村 友一 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 460－ 42：13．2大差 218．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，870，200円 複勝： 23，207，400円 枠連： 9，460，400円
馬連： 25，567，200円 馬単： 18，914，700円 ワイド： 13，764，600円
3連複： 38，425，300円 3連単： 63，527，300円 計： 207，737，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 200円 � 500円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，620円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 42，590円

票 数

単勝票数 計 148702 的中 � 22432（2番人気）
複勝票数 計 232074 的中 � 33690（3番人気）� 35675（2番人気）� 9797（7番人気）
枠連票数 計 94604 的中 （4－8） 8442（3番人気）
馬連票数 計 255672 的中 �� 12640（5番人気）
馬単票数 計 189147 的中 �� 3903（12番人気）
ワイド票数 計 137646 的中 �� 6363（5番人気）�� 2022（18番人気）�� 2213（16番人気）
3連複票数 計 384253 的中 ��� 3159（27番人気）
3連単票数 計 635273 的中 ��� 1101（119番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．8―12．5―12．7―12．7―12．4―12．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．7―47．2―59．9―1：12．6―1：25．0―1：37．2―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
3，5（1，14）（4，8）－（2，9）（7，6，11）12（15，16）10＝13
3（5，14）8（1，6，16）9（4，15，10）7（12，2）－11＝13

2
4

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

勝馬の
紹 介

リングネブラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Marquetry デビュー 2012．2．12 東京7着

2009．5．22生 牝4黒鹿 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 9戦2勝 賞金 16，990，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウディーハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月2日まで平地

競走に出走できない。



05081 3月2日 曇 稍重 （25小倉1）第7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，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

48 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 川須 栄彦田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 502＋ 21：45．8 3．7�
24 � タマモエスプレッソ 牡5黒鹿 57

54 ▲城戸 義政タマモ� 小原伊佐美 新ひだか フジワラフアーム 508－181：45．9� 85．9�
11 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 450－ 2 〃 クビ 3．1�
713 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 516－111：46．0� 215．6�
816 ジョナパランセ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 500－16 〃 ハナ 121．9�
714� リバータイキ 牡4栗 57 中舘 英二河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 494＋ 4 〃 ハナ 20．3	
35 ビービーアックス 牡5鹿 57

55 △中井 裕二
坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B492－ 21：46．1クビ 13．4�
47 メイショウヤギュウ 牡4栗 57 鮫島 良太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462± 0 〃 アタマ 20．7�
23 ブラックイレブン 牡6黒鹿 57

55 △菱田 裕二吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 450－ 61：46．31� 13．3
12 チャームドライフ 牡6黒鹿57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 474＋ 81：46．4� 137．0�
611 コスモイフリート 牡6栗 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 508± 0 〃 クビ 5．7�
815 シュガーシャック 牡4栗 57 松田 大作吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 510－ 21：46．5クビ 8．4�
612 キングモンブラン 牡4鹿 57 北村 友一沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 436＋ 81：46．6� 60．0�
59 テイエムワカタカ 牡4栗 57

54 ▲原田 敬伍竹園 正繼氏 木原 一良 日高 テイエム牧場日高支場 476－ 21：47．02� 59．1�
510 リプレイスインディ �4鹿 57 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 B486＋ 21：47．1� 53．2�
36 モンサンミーティア 牡4鹿 57 宮崎 北斗山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 468－ 6 （競走中止） 33．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，783，900円 複勝： 32，856，100円 枠連： 11，319，600円
馬連： 35，031，900円 馬単： 24，718，100円 ワイド： 20，047，600円
3連複： 51，825，300円 3連単： 92，348，700円 計： 290，931，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 1，620円 � 190円 枠 連（2－4） 2，100円

馬 連 �� 13，870円 馬 単 �� 20，030円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 400円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 22，660円 3 連 単 ��� 152，820円

票 数

単勝票数 計 227839 的中 � 49832（2番人気）
複勝票数 計 328561 的中 � 69161（1番人気）� 3612（12番人気）� 51252（3番人気）
枠連票数 計 113196 的中 （2－4） 3995（10番人気）
馬連票数 計 350319 的中 �� 1865（39番人気）
馬単票数 計 247181 的中 �� 911（62番人気）
ワイド票数 計 200476 的中 �� 1046（43番人気）�� 14319（2番人気）�� 772（52番人気）
3連複票数 計 518253 的中 ��� 1688（69番人気）
3連単票数 計 923487 的中 ��� 446（423番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．5―42．5―55．6―1：08．2―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
・（4，10）16，14（3，5，15）（2，11）（6，12）（7，9，13）1－8
4（10，14）（16，5，15，13）8（3，11，12）1（2，6）9，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウアクティブ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．10．8 京都3着

2009．5．13生 牡4鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー 19戦2勝 賞金 31，260，000円
〔競走中止〕 モンサンミーティア号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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 プラッキーエリーナ号・ホワイトジュエル号

05082 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第10競走 ��1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

58 � シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 川須 栄彦藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 490－ 21：48．9 2．7�
610 カシノスターライト 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 502－ 21：49．32� 18．2�
46 ホッコーゼニト 牡4鹿 57 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 454＋ 2 〃 クビ 46．8�
22 ヴィオラーネ 牝4青鹿55 大野 拓弥平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450－ 21：49．4クビ 3．9�
814 ダイシンハンター 牡4鹿 57 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 4 〃 ハナ 11．3�
34 マツリダジャパン �6青 57 宮崎 北斗髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 クビ 7．9�
713 マイティースコール 牡5栗 57 鮫島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：49．5クビ 12．7	
35 ピースフルアース 牡5鹿 57 中舘 英二 
社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 14．9�
59 ビコーミハイル 牡4鹿 57 佐久間寛志
レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 488± 01：49．6	 190．7�
47 � デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－17 〃 クビ 75．3
11 マイネルコランダム 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 21：49．81
 16．9�
23 ガ ン セ 牝4鹿 55 吉田 隼人西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 490± 0 〃 アタマ 18．3�
611� サトノエンデバー 牡4黒鹿56 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

474－ 21：49．9クビ 22．4�
815 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 黛 弘人鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 518＋101：50．43 177．4�
712 ブ イ コ ナ ン 牡6鹿 57 原田 敬伍藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 500＋141：50．61
 145．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，228，500円 複勝： 32，832，100円 枠連： 13，896，400円
馬連： 44，581，900円 馬単： 30，391，700円 ワイド： 21，319，000円
3連複： 63，560，100円 3連単： 112，871，800円 計： 339，681，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 420円 � 870円 枠 連（5－6） 1，340円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，180円 �� 7，520円

3 連 複 ��� 31，590円 3 連 単 ��� 116，020円

票 数

単勝票数 計 202285 的中 � 61058（1番人気）
複勝票数 計 328321 的中 � 68944（2番人気）� 18377（6番人気）� 7974（11番人気）
枠連票数 計 138964 的中 （5－6） 7660（4番人気）
馬連票数 計 445819 的中 �� 13894（7番人気）
馬単票数 計 303917 的中 �� 6684（9番人気）
ワイド票数 計 213190 的中 �� 8307（4番人気）�� 2366（26番人気）�� 667（57番人気）
3連複票数 計 635601 的中 ��� 1485（98番人気）
3連単票数 計1128718 的中 ��� 718（391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．5―1：02．4―1：14．7―1：26．3―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シベリアンスパーブ �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 With Approval

2009．2．1生 牡4鹿 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex 10戦1勝 賞金 16，485，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ビコーミハイル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



05083 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第11競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
2：38．1
2：37．3

良
良

47 マッキーバッハ 牡8鹿 57 松田 大作薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 480－ 62：38．8 27．0�
12 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 456± 02：39．43� 18．6�
24 メイショウスクラム 牡7鹿 57 中井 裕二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 494± 0 〃 アタマ 20．0�
510 アクアブルーフライ 牡6栗 57 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 502－ 62：39．5� 4．7�
36 スーサングレート 牡5栗 57 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B512－ 4 〃 ハナ 39．3�
815 アドマイヤネアルコ 牡5芦 57 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486＋ 62：39．71� 6．7	
59 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 504＋ 6 〃 ハナ 32．4

816 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 6 〃 クビ 18．7�
23 エクセルサス 牡6栃栗57 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 518± 02：39．8� 4．4
612	 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 水口 優也久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 466± 02：40．11� 20．6�
48 スズカゲイル 牡8鹿 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 416－ 8 〃 アタマ 206．3�
11 	 カンタベリーナイト 牡4鹿 56 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 494－ 42：40．31� 6．7�
35 ドリームマジシャン 牡6青鹿57 菱田 裕二セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 42：41．15 42．3�
611	 ケージーカチボシ 牡7鹿 57 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B548－ 42：41．52� 152．2�
714 サイドアタック 牡5栗 57 高倉 稜杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 468－ 6 〃 クビ 17．8�
713 ロードランパート 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480＋102：41．71� 7．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，093，700円 複勝： 44，829，300円 枠連： 30，831，800円
馬連： 104，605，800円 馬単： 57，694，000円 ワイド： 39，698，700円
3連複： 147，003，400円 3連単： 253，214，600円 計： 703，971，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 700円 � 570円 � 690円 枠 連（1－4） 5，620円

馬 連 �� 26，070円 馬 単 �� 54，520円

ワ イ ド �� 6，630円 �� 4，340円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 113，960円 3 連 単 ��� 857，220円

票 数

単勝票数 計 260937 的中 � 7630（11番人気）
複勝票数 計 448293 的中 � 16701（10番人気）� 21158（7番人気）� 16963（9番人気）
枠連票数 計 308318 的中 （1－4） 4051（23番人気）
馬連票数 計1046058 的中 �� 2962（68番人気）
馬単票数 計 576940 的中 �� 781（140番人気）
ワイド票数 計 396987 的中 �� 1467（74番人気）�� 2254（53番人気）�� 2570（50番人気）
3連複票数 計1470034 的中 ��� 952（261番人気）
3連単票数 計2532146 的中 ��� 218（1615番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．0―12．4―12．6―13．1―12．8―12．0―12．2―12．0―12．1―12．1

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�
12．6―23．5―35．5―47．5―59．9―1：12．5―1：25．6―1：38．4―1：50．4―2：02．6―2：14．6―2：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．4―3F36．2
1
�
6＝15，14，5，16，3（7，11）13－（4，8）9（2，12）10－1
6，15，14（5，3，10）（7，16）（4，1）（2，9，13，11）（8，12）

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

勝馬の
紹 介

マッキーバッハ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2008．1．19 京都1着

2005．3．29生 牡8鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション 46戦4勝 賞金 77，613，000円

05084 3月2日 曇 良 （25小倉1）第7日 第12競走 ��1，200�
や つ し ろ

八 代 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 テイエムタイホー 牡4栗 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 474－ 41：08．6 17．0�
12 アグネスマチュア 牡4鹿 57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484－ 21：08．7� 5．2�
510 スピードルーラー 牡4鹿 57 西田雄一郎嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 508－ 21：09．01� 34．1�
47 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 474－ 41：09．1� 28．1�
612 サウスビクトル 牡4黒鹿57 丸田 恭介南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 61：09．2� 3．2�
11 ダイキチチョウナン 牡5鹿 57 黛 弘人西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B484－ 2 〃 クビ 205．2�
816 ユキノアイオロス �5鹿 57 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：09．3� 11．5	
713 ナムラシンシン 牝4栗 55 宮崎 北斗奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 436－ 21：09．4� 262．9

818	 ユールフェスト 牝4青鹿54 中井 裕二 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey 454＋ 4 〃 ハナ 22．0�
59 ゴーゲッター 牡6鹿 57 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 528－16 〃 クビ 10．1
24 ラブグランデー 牝6鹿 55 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 474－ 21：09．5� 8．2�
48 
 ボールドマックス 牡4栗 57 北村 友一増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 450－ 6 〃 クビ 192．0�
611	 タツフラッシュ 牡5鹿 57 高倉 稜鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock 484± 01：09．71� 7．7�
715 ダブルスパーク 牝4芦 55 川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 448－ 61：09．8クビ 26．0�
36 フェブムービング 牡6鹿 57 中舘 英二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 490－ 4 〃 クビ 35．4�
714 ノボプレシャス 牝4栗 55 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 472－ 61：09．9� 99．0�
817 オリーブジュエル 牝4青鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 442－141：10．11� 21．6�
35 
 キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 464＋ 2 〃 ハナ 104．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，913，800円 複勝： 48，671，700円 枠連： 24，922，500円
馬連： 70，845，200円 馬単： 40，670，800円 ワイド： 35，237，800円
3連複： 105，171，600円 3連単： 177，953，900円 計： 530，387，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 620円 � 220円 � 730円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 9，340円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 5，070円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 43，830円 3 連 単 ��� 252，560円

票 数

単勝票数 計 269138 的中 � 12477（7番人気）
複勝票数 計 486717 的中 � 18800（7番人気）� 71065（2番人気）� 15640（8番人気）
枠連票数 計 249225 的中 （1－2） 15638（4番人気）
馬連票数 計 708452 的中 �� 13999（13番人気）
馬単票数 計 406708 的中 �� 3217（33番人気）
ワイド票数 計 352378 的中 �� 5642（15番人気）�� 1688（58番人気）�� 2843（34番人気）
3連複票数 計1051716 的中 ��� 1771（134番人気）
3連単票数 計1779539 的中 ��� 520（754番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．7―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムタイホー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 Lord At War デビュー 2011．7．2 京都4着

2009．4．29生 牡4栗 母 マンダリンママ 母母 Stani River 15戦2勝 賞金 19，882，000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 ミスネバー号



（25小倉1）第7日 3月2日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 194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 手 当

159，690，000円
2，080，000円
5，960，000円
1，950，000円
14，540，000円
65，441，500円
5，044，000円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
208，258，800円
351，184，900円
150，225，700円
444，880，000円
299，630，700円
225，413，200円
660，744，000円
1，103，630，100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 3，443，967，400円

総入場人員 6，708名 （有料入場人員 6，012名）
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