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05073 3月1日 曇 重 （26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）

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 リバーコンサート 牝3栗 54 北村 友一河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 414－ 6 58．7 7．0�
34 ルスナイプリンセス 牝3鹿 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 4 58．8� 9．7�
814 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 462± 0 58．9クビ 5．9�
57 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 450＋ 4 59．11� 2．9�
22 アワーズヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 438± 0 〃 ハナ 12．4�

58 レモンティー 牝3黒鹿54 森 一馬中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444± 0 59．31� 3．7	
712 ボンセジュール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 394－14 59．61� 13．5�

45 チタノティアラ 牝3栗 54 丹内 祐次中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 420－ 6 59．81� 153．3�
711 オーミハンコック 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 398－22 〃 ハナ 255．6
69 デルマフジコ 牝3栗 54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 472－ 41：00．01� 49．3�
610 ヒミノマンサク 牝3栗 54 丸山 元気佐々木八郎氏 川村 禎彦 日高 若林 武雄 440± 01：00．1� 67．9�
46 タマモムーンライト 牝3栗 54 古川 吉洋タマモ
 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 466－121：00．31� 52．8�
813 バイオレットパワー 牝3栗 54 柴山 雄一中野 銀十氏 境 直行 別海 野付ライディ

ングファーム 434＋161：00．93� 204．4�
33 ナムラグルーヴ 牝3栗 54 �島 良太奈村 信重氏 浜田多実雄 浦河 鵜木 唯義 386－121：01．64 153．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，900，800円 複勝： 23，400，400円 枠連： 6，824，500円
馬連： 21，488，300円 馬単： 16，200，400円 ワイド： 11，852，500円
3連複： 35，292，500円 3連単： 57，590，200円 計： 184，549，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 270円 � 210円 枠 連（1－3） 3，340円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，830円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 820円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 40，290円

票 数

単勝票数 計 119008 的中 � 13561（4番人気）
複勝票数 計 234004 的中 � 26362（4番人気）� 22268（5番人気）� 30845（3番人気）
枠連票数 計 68245 的中 （1－3） 1509（11番人気）
馬連票数 計 214883 的中 �� 4554（14番人気）
馬単票数 計 162004 的中 �� 1751（28番人気）
ワイド票数 計 118525 的中 �� 2532（14番人気）�� 3585（11番人気）�� 4360（9番人気）
3連複票数 計 352925 的中 ��� 4268（22番人気）
3連単票数 計 575902 的中 ��� 1055（128番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．8―34．4―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバーコンサート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2014．1．18 京都7着

2011．4．3生 牝3栗 母 チ ェ レ ス タ 母母 ウィーンコンサート 2戦1勝 賞金 5，000，000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 ガーネットアイ号・キョウワメロディー号・ブルーウィステリア号

05074 3月1日 曇 重 （26小倉1）第7日 第2競走 ��1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

24 タガノヴィグラス 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 558－ 81：45．5 7．6�

11 メレアグロス 牡3鹿 56 �島 克也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 508－ 21：45．6� 7．4�

（佐賀）

35 ウイングリッター 牡3鹿 56 川須 栄彦�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 486－ 21：45．7� 11．3�
23 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484－ 81：45．8クビ 27．5�
48 ショウナンガッチャ 牡3栗 56 D．バルジュー 国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 468－ 21：45．9� 3．8�

（伊）

815 ダンシングバトー 牝3芦 54 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B454－ 21：46．32� 18．5	
36 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 6 〃 アタマ 3．0

510 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 446± 01：46．51� 15．4�
714 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 470－101：46．6クビ 125．2�
47 スカイノフーサン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－14 〃 クビ 14．5
612 グラサンギャル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 450＋ 4 〃 ハナ 38．8�
611 ジョックロック 牡3鹿 56 丸田 恭介�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 450－ 21：47．23� 40．8�
816 オールビーファイン 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 村上 雅規 476＋121：47．52 102．2�
713 ディアベビードール 牝3鹿 54 古川 吉洋ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 444－141：48．56 150．1�
59 カルネアデス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 452－ 41：49．03 128．6�
12 ファーマキャリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中西 功氏 加藤 敬二 新冠 新冠橋本牧場 420－ 81：50．06 233．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，869，100円 複勝： 24，252，000円 枠連： 8，440，400円
馬連： 21，882，000円 馬単： 15，982，500円 ワイド： 13，428，700円
3連複： 35，418，400円 3連単： 51，440，800円 計： 183，713，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 330円 � 270円 � 510円 枠 連（1－2） 2，780円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，120円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 15，180円 3 連 単 ��� 82，350円

票 数

単勝票数 計 128691 的中 � 13454（4番人気）
複勝票数 計 242520 的中 � 19718（4番人気）� 26269（3番人気）� 11570（7番人気）
枠連票数 計 84404 的中 （1－2） 2244（12番人気）
馬連票数 計 218820 的中 �� 7166（8番人気）
馬単票数 計 159825 的中 �� 2163（20番人気）
ワイド票数 計 134287 的中 �� 3467（11番人気）�� 1531（26番人気）�� 1963（21番人気）
3連複票数 計 354184 的中 ��� 1723（54番人気）
3連単票数 計 514408 的中 ��� 461（278番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．3―43．0―55．5―1：07．6―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
4，15（1，16）8，10（5，14）（3，9）13－（12，6）11（2，7）・（4，15）（1，8，16）－10，5（3，14）（12，9）6－（7，11）13＝2

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

勝馬の
紹 介

タガノヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．10．20 京都6着

2011．4．6生 牡3鹿 母 タガノレイヤード 母母 タガノファビュラス 4戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オーバートゥループ号・ナムラハリー号・ファインシュシュ号
（非抽選馬） 2頭 キネオグランデ号・メイショウヴェスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月1日 曇 良 （26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

11 ドナエテルニテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 432－ 21：09．1 9．0�
816 カレンステイシー 牝3栗 54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466－ 41：09．31� 1．6�
715 グッドウェーブ 牡3栗 56 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 440－ 61：09．61� 12．7�
35 タマモテンカラット 牝3栗 54 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 476± 01：10．02� 6．6�
12 エンジェルキック 牝3鹿 54 丸山 元気森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 476－ 41：10．21� 11．8�
36 プルメリアアスク 牝3栗 54 秋山真一郎廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 416－ 6 〃 クビ 181．8	
612 マコトヴィガラス 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 502＋ 41：10．41� 272．5

24 クリノツネチャン 牝3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 川島 良一 424－10 〃 アタマ 43．8�
817 ウィステリアカット 牝3鹿 54 太宰 啓介大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 458± 0 〃 クビ 44．8�
59 ミスズモンブラン 牡3栗 56

55 ☆菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 472－101：10．61 68．1
48 コウユーユメノホシ 牡3鹿 56 山口 勲加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 田上 勝雄 466－ 51：10．81� 187．0�

（佐賀）

713 デクラレーション 牡3栗 56 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 470＋261：10．9� 20．5�

23 トウカイアイドル 牝3栗 54
51 ▲長岡 禎仁内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 428＋ 41：11．0クビ 189．9�

510 ムスタングキング 牡3鹿 56 西村 太一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 464＋ 61：11．1� 162．8�
714 ルイアイザック 牡3鹿 56 丹内 祐次保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 438± 01：11．2� 331．2�
47 コウエイロンド 	3栗 56 田中 健伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 462－12 〃 アタマ 72．7�
818 ジョージバジー 牡3黒鹿56 花田 大昂北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 428＋ 2 〃 クビ 479．9�
611 タガノシュナイダー 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 2 〃 ハナ 31．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，590，500円 複勝： 42，399，100円 枠連： 9，125，300円
馬連： 24，428，900円 馬単： 20，199，400円 ワイド： 14，440，300円
3連複： 37，783，700円 3連単： 65，444，300円 計： 229，411，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 110円 � 240円 枠 連（1－8） 350円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 270円 �� 830円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 155905 的中 � 13799（3番人気）
複勝票数 計 423991 的中 � 34945（3番人気）� 238083（1番人気）� 23920（5番人気）
枠連票数 計 91253 的中 （1－8） 19695（1番人気）
馬連票数 計 244289 的中 �� 35591（1番人気）
馬単票数 計 201994 的中 �� 8660（5番人気）
ワイド票数 計 144403 的中 �� 14881（2番人気）�� 3731（9番人気）�� 11134（3番人気）
3連複票数 計 377837 的中 ��� 21312（2番人気）
3連単票数 計 654443 的中 ��� 5508（14番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―11．8―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．1―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．8
3 1，15（5，16）6（2，10）（4，11）（3，14，17）12（7，9）（8，13）－18 4 ・（1，15）（5，16）（6，10）2（4，11，17）（3，14，12）（7，9）13，8－18

勝馬の
紹 介

ドナエテルニテ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．1．18 京都5着

2011．4．25生 牝3鹿 母 モアマイガール 母母 フォーフリーダムス 3戦1勝 賞金 7，600，000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） 1頭 ゲラーデ号
（非抽選馬） 2頭 シャインプレイン号・バリングバー号
※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。

05076 3月1日 曇 良 （26小倉1）第7日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．1
1：44．1

良
良

59 シベリアンタイガー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 478－ 21：48．7 53．0�
12 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466－ 21：49．01� 4．4�
611 サンドラバローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 406－ 2 〃 クビ 58．4�
713 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 422± 01：49．31� 7．3�
24 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 	島 克也�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：49．61� 19．3�
（佐賀）

23 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 466＋101：49．7
 25．7	
11 ディアブラックブル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 446－ 21：49．8
 207．6

36 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496－ 81：50．01� 2．5�
48 マルーンドロップ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：50．21� 5．9�
815 ナムラキッス 牝3黒鹿54 古川 吉洋奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 458± 0 〃 クビ 35．4
47 ロードスパーク 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 61：50．3クビ 96．2�
612 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：50．4
 51．7�
510 タガノトッピー 牡3黒鹿56 秋山真一郎八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 21：51．25 13．7�
35 ラッシュボンバー 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 466＋121：51．73 238．9�
714 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 466－ 61：52．55 18．8�
816 ホワイトレーヌ 牝3黒鹿54 太宰 啓介古賀 和夫氏 和田 正道 安平 ノーザンファーム 426－ 61：52．6� 432．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，278，400円 複勝： 29，205，400円 枠連： 8，404，700円
馬連： 24，842，000円 馬単： 17，525，500円 ワイド： 15，251，600円
3連複： 40，029，800円 3連単： 58，479，000円 計： 212，016，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，300円 複 勝 � 890円 � 210円 � 1，760円 枠 連（1－5） 3，470円

馬 連 �� 10，870円 馬 単 �� 28，560円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 22，050円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 194，360円 3 連 単 ��� 938，210円

票 数

単勝票数 計 182784 的中 � 2718（11番人気）
複勝票数 計 292054 的中 � 7682（10番人気）� 47998（3番人気）� 3698（12番人気）
枠連票数 計 84047 的中 （1－5） 1789（13番人気）
馬連票数 計 248420 的中 �� 1688（30番人気）
馬単票数 計 175255 的中 �� 453（69番人気）
ワイド票数 計 152516 的中 �� 1340（30番人気）�� 168（83番人気）�� 933（34番人気）
3連複票数 計 400298 的中 ��� 152（230番人気）
3連単票数 計 584790 的中 ��� 46（1213番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．4―12．8―11．9―12．2―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．8―48．2―1：01．0―1：12．9―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シベリアンタイガー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．1．19 中山6着

2011．5．29生 牡3鹿 母 ク ロ ネ コ 母母 フサイチグレース 2戦1勝 賞金 5，000，000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 サザンキング号・ランドロワ号
※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。



05077 3月1日 曇 重 （26小倉1）第7日 第5競走 ��1，000�サラブレッド系4歳以上
発走12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 メイショウノーベル 牡5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 500－12 57．9 2．3�
58 サイズミックレディ 牝6鹿 55

52 ▲岩崎 翼細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502± 0 58．0� 7．0�
57 ヒカリユニキャスト 牡4黒鹿57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 542－ 6 58．1� 14．4�
33 サマーハピネス 牝5鹿 55 丸田 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 492－ 4 58．2� 17．8�
69 リッシンロケット 牡4芦 57 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 460－ 8 58．3クビ 11．2�
11 アジャストメント 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁山田 貞蔵氏 山内 研二 日高 広中 稔 494± 0 58．62 193．6	
22 キャプテンサクラ 牝5栗 55 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 480－ 2 〃 クビ 4．8

45 ホットサマーデイ 牝6鹿 55 北村 友一藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466± 0 58．8� 58．4�
46 ヒヅグータス 牝5鹿 55 田中 博康�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 472＋ 6 〃 クビ 83．3�
813 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 494± 0 58．9クビ 7．0
711 エ ゾ ム サ シ 牡5青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 462－ 2 〃 ハナ 43．3�
610 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 黛 弘人トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 446－ 4 59．0� 29．1�
814� コーリンヴァレロ 牡6鹿 57 西田雄一郎伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 506－ 6 〃 クビ 233．8�
712 ウォーターサウンド 牡7栗 57 D．バルジュー 山岡 良一氏 	島 一歩 新ひだか 千代田牧場 472－14 59．74 136．3�

（伊）

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，129，900円 複勝： 31，366，300円 枠連： 9，770，600円
馬連： 28，269，000円 馬単： 21，214，600円 ワイド： 18，045，700円
3連複： 44，841，900円 3連単： 74，220，000円 計： 246，858，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 300円 枠 連（3－5） 530円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 330円 �� 650円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 8，300円

票 数

単勝票数 計 191299 的中 � 67840（1番人気）
複勝票数 計 313663 的中 � 99010（1番人気）� 38960（3番人気）� 20068（6番人気）
枠連票数 計 97706 的中 （3－5） 13628（2番人気）
馬連票数 計 282690 的中 �� 30345（3番人気）
馬単票数 計 212146 的中 �� 12750（3番人気）
ワイド票数 計 180457 的中 �� 15207（3番人気）�� 6652（6番人気）�� 4212（13番人気）
3連複票数 計 448419 的中 ��� 12783（5番人気）
3連単票数 計 742200 的中 ��� 6607（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．7―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．5
3 ・（2，7）（3，8）4，10（5，13）1（11，12）（9，14）－6 4 ・（2，7）（3，8）4，5（1，10，13）（9，11）（14，12）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウノーベル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．5．26 京都1着

2009．3．31生 牡5栗 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 7戦2勝 賞金 17，400，000円
〔制裁〕 メイショウノーベル号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

05078 3月1日 曇 良 （26小倉1）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12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
1：44．1
1：44．1

良
良

59 ケイティープライド 牡4鹿 57 D．バルジュー �G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482－ 41：48．2 3．2�
（伊）

610 サトノプレステージ 牡4鹿 57 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 510＋22 〃 ハナ 13．4�
611 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438－ 21：48．41� 6．6�
11 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 494± 0 〃 クビ 27．5�
23 ヤマニンアルゴシー 牡4栗 57 丸田 恭介土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 468＋ 61：48．5クビ 9．6	
712	 レッドキングダム 牡5鹿 57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 12．8

46 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57

56 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 488± 01：48．6� 45．5�

34 アニマトゥール 牝4黒鹿 55
54 ☆菱田 裕二 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 442－ 21：48．7� 12．6�

35 ダノンドリーム 牡5青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 アタマ 4．0
814	 ノアミラクル 牡4鹿 57 西田雄一郎佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 464＋ 21：48．91 33．8�
58 ディアデラバンデラ 
5黒鹿57 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－101：49．0� 10．7�
47 エクセレントブルー 牝6鹿 55 山口 勲 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 458－ 61：49．53 182．5�

（佐賀）

815 フローズンムーン 牝4鹿 55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－101：49．6� 166．2�

22 トウカイクオーレ 
5鹿 57 勝浦 正樹内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B444－ 61：49．92 77．9�
（14頭）

713 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 川須 栄彦西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，579，100円 複勝： 30，397，300円 枠連： 11，220，000円
馬連： 26，415，000円 馬単： 18，069，000円 ワイド： 16，587，000円
3連複： 41，198，800円 3連単： 63，456，500円 計： 222，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 470円 � 220円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 550円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 23，220円

票 数

単勝票数 差引計 155791（返還計 32） 的中 � 39455（1番人気）
複勝票数 差引計 303973（返還計 56） 的中 � 54901（2番人気）� 13788（8番人気）� 37682（3番人気）
枠連票数 差引計 112200（返還計 2 ） 的中 （5－6） 12607（2番人気）
馬連票数 差引計 264150（返還計 128） 的中 �� 7624（12番人気）
馬単票数 差引計 180690（返還計 30） 的中 �� 3014（15番人気）
ワイド票数 差引計 165870（返還計 100） 的中 �� 3160（15番人気）�� 7892（3番人気）�� 2459（21番人気）
3連複票数 差引計 411988（返還計 347） 的中 ��� 6648（13番人気）
3連単票数 差引計 634565（返還計 646） 的中 ��� 2017（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―48．7―1：00．5―1：12．4―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイティープライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 阪神1着

2010．3．19生 牡4鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 10戦2勝 賞金 23，550，000円
〔出走取消〕 キリシマトリオ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ディアデラバンデラ号の騎手吉田隼人は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05079 3月1日 曇 重 （26小倉1）第7日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

710 スターライラック 牝5鹿 55 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 470± 01：44．5 8．3�
711 オ ツ ウ 牝4鹿 55 森 一馬大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B468－ 61：45．13� 2．4�
33 ブルーメリディアン 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 448＋ 41：45．2� 9．2�
69 マルシアーノ 牝4青鹿55 丸山 元気吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 21：45．3クビ 2．3�
56 ゴールデンファレノ 牝4栗 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 414－101：45．62 45．9�
11 � ロクイチスマイル 牝5芦 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 490± 0 〃 クビ 42．2	
57 メテオレイン 牝5鹿 55 勝浦 正樹亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 458－161：45．81 20．3

68 デルマハンニャ 牝4鹿 55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 434＋ 21：46．12 42．4�
45 テイエムナデシコ 牝4黒鹿55 太宰 啓介竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 61：46．2クビ 78．4�
44 � メイショウオウヒ 牝6黒鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 458－101：46．3� 38．2
812 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B476＋ 1 〃 クビ 214．0�
813 カ ミ ー リ ア 牝4鹿 55 古川 吉洋名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 472＋ 41：46．51 68．4�
22 � コトノクリチャン 牝5栗 55 藤懸 貴志栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 駿河牧場 446－ 81：48．7大差 454．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，635，700円 複勝： 28，512，700円 枠連： 7，749，600円
馬連： 25，246，700円 馬単： 20，986，500円 ワイド： 16，234，600円
3連複： 40，223，900円 3連単： 86，564，800円 計： 241，154，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 120円 � 200円 枠 連（7－7） 950円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 440円 �� 840円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 156357 的中 � 14876（3番人気）
複勝票数 計 285127 的中 � 32009（3番人気）� 88275（1番人気）� 30863（4番人気）
枠連票数 計 77496 的中 （7－7） 6047（4番人気）
馬連票数 計 252467 的中 �� 15470（4番人気）
馬単票数 計 209865 的中 �� 5105（8番人気）
ワイド票数 計 162346 的中 �� 9544（4番人気）�� 4500（8番人気）�� 9665（2番人気）
3連複票数 計 402239 的中 ��� 10378（8番人気）
3連単票数 計 865648 的中 ��� 3413（45番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．7―29．8―42．4―55．0―1：07．2―1：19．5―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターライラック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．2．18 東京8着

2009．3．7生 牝5鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 13戦2勝 賞金 22，320，000円

05080 3月1日 小雨 良 （26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）

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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 トーセンツリー 牡4芦 57 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 474＋ 42：00．8 3．4�

55 マイネルスパーブ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 476－ 22：00．9� 7．0�

11 � クリノサンタクルス 牡4鹿 57 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 474－ 22：01．11� 22．7�
68 ディーエスライダー 牡5黒鹿57 柴山 雄一秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 488－ 22：01．2クビ 15．0�
811 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B486± 02：01．41� 18．8	

（伊）

67 ブライテストソード 	5栗 57 西田雄一郎 
社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474＋ 4 〃 クビ 66．2�

812 シゲルジョウム 牡6鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 496－ 8 〃 アタマ 30．8�
56 � メイショウテッサイ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 486＋ 2 〃 アタマ 8．2
33 アドマイヤライン 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446－ 62：01．61� 3．6�
44 アーセナルゴール 牡6鹿 57 
島 克也渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494－ 22：01．7クビ 66．0�

（佐賀）

79 � リッカタキシード 牡7黒鹿57 藤岡 康太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 458＋ 22：01．8� 104．7�
710 ボーイフレンド 牡5栗 57 山口 勲北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 6 〃 クビ 5．4�

（佐賀）

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，715，900円 複勝： 25，842，000円 枠連： 8，885，400円
馬連： 24，899，600円 馬単： 18，744，100円 ワイド： 13，429，800円
3連複： 36，416，300円 3連単： 64，409，800円 計： 207，342，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 190円 � 510円 枠 連（2－5） 680円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，470円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 30，890円

票 数

単勝票数 計 147159 的中 � 34885（1番人気）
複勝票数 計 258420 的中 � 50467（1番人気）� 39283（3番人気）� 10138（8番人気）
枠連票数 計 88854 的中 （2－5） 9655（3番人気）
馬連票数 計 248996 的中 �� 16837（3番人気）
馬単票数 計 187441 的中 �� 6776（5番人気）
ワイド票数 計 134298 的中 �� 7893（3番人気）�� 2174（19番人気）�� 1636（24番人気）
3連複票数 計 364163 的中 ��� 3489（26番人気）
3連単票数 計 644098 的中 ��� 1539（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．3―49．3―1：01．4―1：13．0―1：24．6―1：36．5―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．2
1
3

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

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

トーセンツリー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2012．12．2 中山2着

2010．2．15生 牡4芦 母 トーセンビレッタ 母母 フェザーマイハット 12戦2勝 賞金 22，220，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05081 3月1日 曇 重 （26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

11 デンコウリキ 牡4黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 498－ 41：44．9 8．3�
611 セトノプロミス 牡4鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 494－ 81：45．32� 65．4�
47 ステージジャンプ 牡4鹿 57 森 一馬小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－161：45．4� 94．1�
816 マジカルツアー 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 クビ 2．0�
59 オーバーヘッド 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 510＋221：45．82� 142．7�
36 ウェーブオーキッド �4青 57 荻野 琢真万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：45．9クビ 11．0�
12 ブリスコーラ 牡5鹿 57

54 ▲城戸 義政山口 正行氏 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 512－20 〃 クビ 15．0	
24 � ライズアゲイン 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－161：46．0� 70．1�
23 スリープレシャス 牡6青 57 D．バルジュー 永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468± 01：46．21	 10．8�

（伊）

815 セ ヴ ェ ル ス 牡5鹿 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 516＋161：46．41	 61．9
612 シルクエルドール �5栗 57 丸山 元気有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510＋ 21：46．5� 4．7�
713 メイショウビリーヴ �5黒鹿57 川須 栄彦松本 和子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 440＋ 2 〃 クビ 70．9�
48 ハンドインハンド 牡6青鹿57 太宰 啓介
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 524＋ 81：46．6クビ 75．0�
714 ホッコーゼニト 牡5鹿 57 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 468－ 2 〃 クビ 23．8�
35 � ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 高倉 稜山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460－101：47．13 176．3�
510 マ グ ネ イ ト 牡4栗 57 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 490＋ 61：48．05 36．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，057，500円 複勝： 37，568，800円 枠連： 11，801，100円
馬連： 40，300，400円 馬単： 27，052，500円 ワイド： 20，558，000円
3連複： 53，217，300円 3連単： 100，881，000円 計： 314，436，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 360円 � 1，680円 � 1，860円 枠 連（1－6） 1，550円

馬 連 �� 29，130円 馬 単 �� 41，000円

ワ イ ド �� 7，360円 �� 7，460円 �� 19，990円

3 連 複 ��� 239，480円 3 連 単 ��� 1，731，400円

票 数

単勝票数 計 230575 的中 � 21928（3番人気）
複勝票数 計 375688 的中 � 31458（4番人気）� 5504（11番人気）� 4959（13番人気）
枠連票数 計 118011 的中 （1－6） 5620（6番人気）
馬連票数 計 403004 的中 �� 1021（52番人気）
馬単票数 計 270525 的中 �� 487（78番人気）
ワイド票数 計 205580 的中 �� 689（55番人気）�� 680（56番人気）�� 252（99番人気）
3連複票数 計 532173 的中 ��� 164（294番人気）
3連単票数 計1008810 的中 ��� 43（1766番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．0―44．2―56．9―1：08．4―1：20．6―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．5
1
3
・（7，11，16）（6，2，3，10）15（9，13）14，5（12，1）（8，4）
1，11（7，16，3）2（6，15，4）－（9，13，14）10（5，8，12）

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

勝馬の
紹 介

デンコウリキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．4 京都5着

2010．5．1生 牡4黒鹿 母 デンコウレジーナ 母母 ストームシェルター 10戦2勝 賞金 17，500，000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。

05082 3月1日 曇 良 （26小倉1）第7日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 テーオーソルジャー 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：09．1 17．0�
714 ラインスピリット 牡3黒鹿56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 422－ 6 〃 クビ 7．2�
12 フェブノヘア 牝3栗 54 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432± 01：09．2クビ 16．7�
715 カシノヒカル 牡3鹿 56 柴山 雄一柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 452－ 21：09．51� 21．5�
612 マイネパシオーネ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 81：09．81� 9．0�
24 クールジョジョ 牝3黒鹿54 高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 426± 0 〃 アタマ 71．2	
48 サフランスカイ 牡3鹿 56 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 456－ 2 〃 クビ 24．8

35 クラウンルシフェル 牡3栗 56 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 480＋ 21：09．9� 4．2�
816 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B492－ 2 〃 クビ 178．3�
47 アラタマシャトル 牡3鹿 56 田中 博康荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 482＋121：10．0クビ 15．5
36 ダンツブロード 牡3黒鹿56 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 442＋141：10．1� 3．3�
510 カシノレント 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 490＋ 3 〃 クビ 121．0�
817 カ メ ッ ト 牡3栗 56 菱田 裕二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 456＋ 21：10．2クビ 10．1�
23 	 フリオグレイスー 牝3鹿 54 
島 克也�新生ファーム 東 眞市 日高 新生ファーム 446－ 21：10．3� 191．4�

（佐賀） （佐賀）

59 ディープミタカ 牡3栗 56 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466－ 4 〃 アタマ 25．7�
713 シシャモオージ 牡3黒鹿56 森 一馬大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460－ 2 〃 ハナ 50．8�
611	 ミスタージャック 牡3栗 56 山口 勲廣松 金次氏 東 眞市 浦河 馬道 隆 500－ 81：10．61� 193．0�

（佐賀） （佐賀）

818 ヴ ォ ラ ー タ 牝3栗 54 中井 裕二藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416＋ 81：11．23� 231．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，457，000円 複勝： 39，032，600円 枠連： 19，304，400円
馬連： 53，043，400円 馬単： 31，311，800円 ワイド： 26，808，700円
3連複： 80，856，300円 3連単： 128，888，400円 計： 402，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 600円 � 250円 � 420円 枠 連（1－7） 2，200円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 17，820円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，670円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 27，810円 3 連 単 ��� 201，100円

票 数

単勝票数 計 234570 的中 � 10936（8番人気）
複勝票数 計 390326 的中 � 15701（9番人気）� 47713（3番人気）� 23486（6番人気）
枠連票数 計 193044 的中 （1－7） 6494（10番人気）
馬連票数 計 530434 的中 �� 4570（35番人気）
馬単票数 計 313118 的中 �� 1297（77番人気）
ワイド票数 計 268087 的中 �� 2488（39番人気）�� 2460（40番人気）�� 3639（25番人気）
3連複票数 計 808563 的中 ��� 2146（98番人気）
3連単票数 計1288884 的中 ��� 473（690番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーソルジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．12．21 阪神5着

2011．3．28生 牡3栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー 4戦2勝 賞金 16，106，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アポロデイライト号・キンシノキセキ号・クリノイザナミ号・テイエムチュラッコ号・デンコウウノ号・

トウシンムサシ号・プライマリーコード号・フルールシチー号
※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。



05083 3月1日 曇 良 （26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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

35 モ ビ ー ル 牡6鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 472＋ 22：38．7 8．7�
713 トルークマクト 牡4鹿 56 柴山 雄一�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454－ 42：39．23 25．7�
46 プランスペスカ 牡4鹿 56 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 458－ 4 〃 クビ 14．6�
815 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462－102：39．3クビ 7．1�
58 リングネブラ 牝5黒鹿55 秋山真一郎吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 35．4�
23 アイファーファルコ 牡5栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 438－ 22：39．4� 67．7	
47 ニシノボレロ 牡5青鹿57 丸田 恭介西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 488＋ 82：39．5クビ 19．8

22 	 メイショウリョウマ 牡6黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 42：39．71
 13．5�
610 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 484－14 〃 ハナ 12．4�
59 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 二本柳 壮 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－ 42：39．8クビ 5．6
11 スノーストーム 牡4栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：39．9� 9．3�
34 サトノイクシード 牡4鹿 56 �島 克也里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 4 〃 クビ 45．2�

（佐賀）

611 ソールデスタン 牡7鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 82：40．1� 32．5�
712 ユキノサムライ 牡5栗 57 古川 吉洋村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 470＋102：40．2� 14．1�
814 タガノレイヨネ 牡5栗 57 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 42：42．0大差 4．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，511，700円 複勝： 56，076，100円 枠連： 33，703，900円
馬連： 113，096，100円 馬単： 57，496，900円 ワイド： 45，531，000円
3連複： 175，138，400円 3連単： 267，437，500円 計： 777，991，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 710円 � 380円 枠 連（3－7） 4，010円

馬 連 �� 13，710円 馬 単 �� 25，220円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 1，750円 �� 5，040円

3 連 複 ��� 46，990円 3 連 単 ��� 277，600円

票 数

単勝票数 計 295117 的中 � 26920（4番人気）
複勝票数 計 560761 的中 � 56642（4番人気）� 18778（11番人気）� 39029（6番人気）
枠連票数 計 337039 的中 （3－7） 6213（20番人気）
馬連票数 計1130961 的中 �� 6092（56番人気）
馬単票数 計 574969 的中 �� 1683（105番人気）
ワイド票数 計 455310 的中 �� 3173（55番人気）�� 6535（23番人気）�� 2200（70番人気）
3連複票数 計1751384 的中 ��� 2751（177番人気）
3連単票数 計2674375 的中 ��� 711（998番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．0―12．0―12．7―12．8―13．0―11．9―11．6―12．1―12．3―12．3

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―24．0―36．0―48．0―1：00．0―1：12．7―1：25．5―1：38．5―1：50．4―2：02．0―2：14．1―2：26．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モ ビ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2010．12．25 中山11着

2008．3．8生 牡6鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 24戦3勝 賞金 48，272，000円
〔制裁〕 サトノイクシード号の騎手�島克也は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

05084 3月1日 曇 良 （26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 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ラインロバート 牡5青鹿57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：08．5 76．9�
817 アグネスハビット 牡5黒鹿57 菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468－ 21：08．6� 2．8�
818	 エーシンサファイア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 500－ 2 〃 クビ 4．5�
23 
 ミッキーマンデー 牡4栗 57 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 478± 0 〃 ハナ 3．9�
59 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436－ 41：08．7クビ 40．1�
36 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 434－ 2 〃 クビ 43．7	
714
 リネンヴィヴィッド 牡5鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 512＋ 61：08．8クビ 14．0

612 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 21：09．01� 13．2�
611
 ミキノティータイム 牝4栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 464± 0 〃 クビ 19．9�
48 	
 ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 472－ 81：09．21 49．5
510 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 山口 勲小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B514＋ 61：09．41� 167．7�

（佐賀）

715 カシノラピス 牝5栗 55 丹内 祐次柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 424－ 4 〃 クビ 63．7�
816
 グランデクロコ 牡5鹿 57 高倉 稜 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 村下農場 482－ 21：09．71� 85．5�
713
 エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 482＋ 2 〃 ハナ 19．1�
35 
 フォレストピア 牡5鹿 57 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 456＋ 81：09．8� 257．5�
12 
 トミケンブリランテ 牡4黒鹿57 杉原 誠人冨樫 賢二氏 高橋 文雅 えりも エクセルマネジメント 504＋ 61：10．22� 118．9�
11 イ キ 4栗 57 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：10．3� 34．0�
47 
 サンマルビューティ 牝4黒鹿55 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 420－311：10．62 73．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，907，900円 複勝： 46，431，600円 枠連： 25，641，500円
馬連： 80，411，200円 馬単： 38，031，000円 ワイド： 34，674，300円
3連複： 104，067，700円 3連単： 176，796，600円 計： 531，961，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，690円 複 勝 � 1，330円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 24，280円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 4，420円 �� 230円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 124，740円

票 数

単勝票数 計 259079 的中 � 2658（14番人気）
複勝票数 計 464316 的中 � 5742（13番人気）� 117580（1番人気）� 80127（2番人気）
枠連票数 計 256415 的中 （2－8） 45484（1番人気）
馬連票数 計 804112 的中 �� 6813（27番人気）
馬単票数 計 380310 的中 �� 1156（73番人気）
ワイド票数 計 346743 的中 �� 2245（38番人気）�� 1666（43番人気）�� 48679（1番人気）
3連複票数 計1040677 的中 ��� 6865（37番人気）
3連単票数 計1767966 的中 ��� 1046（326番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―44．8―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインロバート �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2011．10．30 東京5着

2009．2．14生 牡5青鹿 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 21戦2勝 賞金 20，068，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 リネンヴィヴィッド号の騎手西田雄一郎は，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：16番）
※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。
（非抽選馬） 1頭 ミスネバー号
※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。



（26小倉1）第7日 3月1日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 184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

159，790，000円
2，080，000円
5，660，000円
1，900，000円
14，530，000円
63，630，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
225，633，500円
414，484，300円
160，871，400円
484，322，600円
302，814，200円
246，842，200円
724，485，000円
1，195，608，900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 3，755，062，100円

総入場人員 6，329名 （有料入場人員 5，606名）
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