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05085 3月2日 晴 重 （26小倉1）第8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

814 ハクユウカンベエ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 478＋12 58．2 3．3�
813 スマートエビデンス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 506－ 4 58．62� 7．3�
57 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 西村 太一川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 518＋ 2 59．45 75．1�
69 キ ー コ ー ド 牝3青 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 420－10 〃 クビ 70．3�
22 サビーナクレスタ �3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 470± 0 59．72 2．6�

46 クリノホテイソン 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 2 59．8� 211．1	

711 サウンドグランデ 牡3栗 56 勝浦 正樹増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 492－ 4 59．9� 7．5

45 プ ラ ス ワ ン 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 450± 01：00．11� 233．9�
11 イエローストーン 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁�Basic 田島 俊明 浦河 斉藤英牧場 470－101：00．31� 6．8�
712 メイショウトッピー 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 近藤牧場 454± 01：00．4� 38．6
610 マツリダノブ 牡3鹿 56 古川 吉洋髙橋 文枝氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 428 ―1：00．93 25．2�
33 キ ラ リ ル イ 牝3鹿 54 �島 良太神田 通博氏 境 直行 鹿児島 神田 通博 446－ 81：01．11 131．3�
58 ベルモントビーナス 牝3青鹿54 黛 弘人 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 426－ 21：01．31� 36．1�
34 コ ン ド コ ソ 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 462－141：01．61� 205．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，442，500円 複勝： 21，300，800円 枠連： 8，187，000円
馬連： 28，036，500円 馬単： 21，273，100円 ワイド： 13，478，000円
3連複： 43，547，100円 3連単： 71，842，400円 計： 221，107，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 220円 � 1，490円 枠 連（8－8） 940円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，990円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 27，760円 3 連 単 ��� 93，020円

票 数

単勝票数 計 134425 的中 � 32915（2番人気）
複勝票数 計 213008 的中 � 45725（2番人気）� 26682（4番人気）� 2653（10番人気）
枠連票数 計 81870 的中 （8－8） 6475（5番人気）
馬連票数 計 280365 的中 �� 21469（6番人気）
馬単票数 計 212731 的中 �� 8781（6番人気）
ワイド票数 計 134780 的中 �� 8488（6番人気）�� 786（30番人気）�� 681（34番人気）
3連複票数 計 435471 的中 ��� 1158（60番人気）
3連単票数 計 718424 的中 ��� 570（231番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．1―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクユウカンベエ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー 2013．11．10 京都3着

2011．4．12生 牡3鹿 母 ロイヤルキャリー 母母 コクトビューティー 3戦1勝 賞金 8，450，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 イロリ号・エースワン号・ゴッドマザー号・ディアキンカク号・プロミシングアイズ号・マイネルスコープ号・

ワイエムテイラー号

05086 3月2日 晴 重 （26小倉1）第8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

48 トレノカチドキ 牡3栗 56
53 ▲松若 風馬廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 456± 01：46．8 5．5�

816 ナガラフライト 牝3黒鹿54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 458＋ 21：47．01� 108．9�
35 オールドバルディー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：47．1� 2．2�
714 ルミラークル 牡3青鹿56 勝浦 正樹�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 14．3�
24 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 450－ 61：47．31� 165．1�
612 インスタイル 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：47．62 5．8	
23 ブランドアオモリ 牡3鹿 56 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 482－101：47．7クビ 15．8

510 ローゼロッセ 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二近藤 克麿氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 8．7�
47 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 498＋141：47．91� 17．1�
713 ゼンノブローアップ 牡3青鹿56 松田 大作大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 460－ 41：48．0� 45．7
59 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 藤懸 貴志林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 488－ 21：48．21� 92．8�
815 ローエンイェーガー 牡3鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 506－ 41：48．41� 58．9�
12 セイントパール 牝3栗 54 田中 博康河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 486± 01：48．61 23．2�
11 トーホウレオポルド 牡3青鹿56 中舘 英二東豊物産� 武藤 善則 日高 竹島 幸治 B448± 01：48．81� 97．0�
36 ホ ッ ト ス ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 B426－141：49．01� 298．5�
611 リッシンサムライ 牡3芦 56 伊藤 工真小原 該一氏 作田 誠二 鹿児島 釘田 義美 470＋341：51．0大差 152．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，189，000円 複勝： 23，777，200円 枠連： 7，544，400円
馬連： 24，333，900円 馬単： 19，082，300円 ワイド： 14，627，200円
3連複： 37，164，300円 3連単： 59，116，400円 計： 200，834，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 1，860円 � 130円 枠 連（4－8） 7，520円

馬 連 �� 31，130円 馬 単 �� 46，790円

ワ イ ド �� 8，080円 �� 340円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 16，700円 3 連 単 ��� 152，550円

票 数

単勝票数 計 151890 的中 � 22086（2番人気）
複勝票数 計 237772 的中 � 25698（4番人気）� 2081（13番人気）� 75662（1番人気）
枠連票数 計 75444 的中 （4－8） 741（25番人気）
馬連票数 計 243339 的中 �� 577（56番人気）
馬単票数 計 190823 的中 �� 301（87番人気）
ワイド票数 計 146272 的中 �� 407（58番人気）�� 12296（2番人気）�� 1219（33番人気）
3連複票数 計 371643 的中 ��� 1643（50番人気）
3連単票数 計 591164 的中 ��� 286（406番人気）

ハロンタイム 6．7―11．0―12．2―13．6―12．2―13．0―12．8―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．9―43．5―55．7―1：08．7―1：21．5―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

トレノカチドキ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．2．2 京都8着

2011．3．10生 牡3栗 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ブランドアオモリ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ヤマカツサユリ号

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月2日 晴 良 （26小倉1）第8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

510 ビアンコカンドーレ 牝3芦 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 01：10．4 7．8�
36 タガノウォーリア 牡3栗 56 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 438－ 21：10．5� 2．5�
47 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 460－ 61：10．71� 7．2�
11 レッドレイチェル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 4．9�
611 キョウエイダルク 牝3鹿 54 中舘 英二田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 松浦牧場 420－ 61：10．8� 22．4�
24 ハクユウドルフィン 牡3青鹿56 北村 友一 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 440＋ 21：11．01� 75．9	
612 ハンサムオウジ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 452－ 21：11．1� 7．2

23 カシノリーベ 牝3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム B498－141：11．31� 76．9�
35 アームストロング �3鹿 56 荻野 琢真前原 敏行氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 444＋ 41：11．51 106．3�
12 ムーントラベラー 牝3鹿 54

53 ☆菱田 裕二吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 440－ 61：11．82 27．7
818 コンゴウサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 428＋ 81：11．9� 54．3�
714 コスモリリパット 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 454＋ 41：12．0� 208．8�
715 タマモパンテオン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B478＋ 41：12．1� 220．7�
48 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 吉田 隼人大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 B450－121：12．41� 195．2�
816 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 518＋ 41：12．72 16．0�
59 サ ル タ ー レ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼山口 敦広氏 田中 章博 日高 門別牧場 426－ 21：13．02 195．2�
817 マルシゲサクラ 牝3鹿 54 �島 良太坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 408－22 〃 アタマ 513．9�
713 カシノケトル 牝3黒鹿54 西田雄一郎柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 水丸牧場 444－10 （競走中止） 35．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 13，695，300円 複勝： 24，283，300円 枠連： 7，232，400円
馬連： 24，661，000円 馬単： 16，447，500円 ワイド： 13，498，400円
3連複： 37，962，400円 3連単： 58，451，300円 計： 196，231，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 � 140円 � 240円 枠 連（3－5） 1，070円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 440円 �� 850円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 136953 的中 � 13837（5番人気）
複勝票数 計 242833 的中 � 27747（4番人気）� 59724（1番人気）� 22953（5番人気）
枠連票数 計 72324 的中 （3－5） 5031（3番人気）
馬連票数 計 246610 的中 �� 17062（4番人気）
馬単票数 計 164475 的中 �� 4659（8番人気）
ワイド票数 計 134984 的中 �� 7897（4番人気）�� 3678（9番人気）�� 8312（3番人気）
3連複票数 計 379624 的中 ��� 13556（5番人気）
3連単票数 計 584513 的中 ��� 3022（31番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．1―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビアンコカンドーレ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．9 京都2着

2011．2．1生 牝3芦 母 フサイチミニヨン 母母 バレークイーン 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 カシノケトル号は，競走中に疾病〔右寛骨々折〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
〔制裁〕 ヨッテウタッテ号の騎手松若風馬は，3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：9番）

ヨッテウタッテ号の騎手松若風馬は，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：2番）

05088 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

612 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 458± 02：01．5 10．4�
714 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484± 02：01．6� 2．2�
11 ローレルトルネード 牡3栗 56 田中 健 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 484± 02：02．55 4．5�
23 ブ ラ ウ 牡3栗 56 吉田 隼人若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 448－ 62：02．6� 32．3�
817 モウイイデショウ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 462＋ 2 〃 同着 20．4	
12 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二セゾンレースホース� 中村 均 大樹 大樹ファーム 436± 02：02．81 32．6

24 ヤマニンルポ 牡3鹿 56 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 484－ 22：03．01� 26．9�
48 ヒラボクマキシム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�平田牧場 杉浦 宏昭 浦河 大柳ファーム 424－14 〃 クビ 176．1�
816 マイネルオプタ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 日高 オリオンファーム 462－ 22：03．1� 28．5
47 ア タ リ ク ジ 牡3鹿 56 杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 462－ 42：03．52� 10．4�
35 ウィナーウェイ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 470－ 22：03．71� 11．9�
818 サトノバイタル 牡3栗 56 柴山 雄一里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 504＋ 22：04．02 93．3�
713 クリノベンザイテン 牝3栗 54 中舘 英二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 418－ 62：05．38 298．6�
36 テイエムスカイオー 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 川越ファーム 504＋ 22：05．51� 14．5�
611 セイカシャルマン 牡3鹿 56 伊藤 工真久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 450－ 22：05．6� 268．5�
59 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿56 西田雄一郎副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 496－ 62：06．13 56．2�
510 スマイルユニバンス 牝3黒鹿54 藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－162：09．5大差 335．5�
715 ウインゼーヴィント 牡3黒鹿56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 平取 スガタ牧場 496＋ 22：10．24 348．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，305，800円 複勝： 28，731，900円 枠連： 10，629，600円
馬連： 29，330，100円 馬単： 21，726，900円 ワイド： 18，461，400円
3連複： 43，839，100円 3連単： 69，749，000円 計： 242，773，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 220円 � 130円 � 140円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 390円 �� 700円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 203058 的中 � 15394（4番人気）
複勝票数 計 287319 的中 � 25893（3番人気）� 76351（1番人気）� 59022（2番人気）
枠連票数 計 106296 的中 （6－7） 8496（3番人気）
馬連票数 計 293301 的中 �� 18771（3番人気）
馬単票数 計 217269 的中 �� 5320（7番人気）
ワイド票数 計 184614 的中 �� 11111（2番人気）�� 5499（6番人気）�� 29538（1番人気）
3連複票数 計 438391 的中 ��� 20724（2番人気）
3連単票数 計 697490 的中 ��� 3759（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．7―48．7―1：01．4―1：13．9―1：26．0―1：38．0―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5
1
3

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

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

フ ァ シ ー ノ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．13 京都2着

2011．2．21生 牡3鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルユニバンス号・ウインゼーヴィント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月2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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エアマチュール号・キングデジタル号・ジャマスルナ号・スキャットソング号・トーホウメビウス号・

マスソングウインド号



05089 3月2日 曇 重 （26小倉1）第8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 � ロケットダッシュ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest
Farms LLC 478－ 8 57．4 1．5�

33 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 418－ 6 57．82� 6．2�
45 パワフルラリマー 牝5栗 55 中舘 英二友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 486＋ 2 58．11� 29．2�
69 アスキットキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 430－10 〃 クビ 191．6�
46 タイセイクインス 牝5青鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 476－ 4 58．31	 35．8�
610�
 ム ニ ン 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 434－ 2 58．83 31．3	

58 サウンドアドバイス 牝4栗 55 勝浦 正樹加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 4 58．9クビ 29．3

22 ルーシーブライド 牝4黒鹿 55

52 ▲松若 風馬�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 454± 0 59．0� 18．2�
814� クルージンミジー 牝5芦 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 吉田 直弘 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

492－10 〃 クビ 22．0�
813 ドリームボンバー 牡6鹿 57

56 ☆菱田 裕二セゾンレースホース 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B482－ 2 59．1� 23．9�
11 
 エルクイーン 牝4黒鹿55 藤懸 貴志土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 472± 0 59．31 135．0�
711� リリコレッジェーロ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake
Iida DVM 514－ 2 〃 ハナ 10．0�

712 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿57 中谷 雄太西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 504＋ 2 59．4� 36．4�
57 ラヴネヴァーダイズ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 424－ 6 59．71� 71．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，737，600円 複勝： 49，383，400円 枠連： 11，981，500円
馬連： 34，859，800円 馬単： 31，076，300円 ワイド： 22，353，400円
3連複： 56，434，300円 3連単： 114，446，800円 計： 341，273，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 420円 枠 連（3－3） 250円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 170円 �� 570円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 207376 的中 � 111242（1番人気）
複勝票数 計 493834 的中 � 289998（1番人気）� 58754（2番人気）� 11905（11番人気）
枠連票数 計 119815 的中 （3－3） 35635（1番人気）
馬連票数 計 348598 的中 �� 90337（1番人気）
馬単票数 計 310763 的中 �� 57987（1番人気）
ワイド票数 計 223534 的中 �� 46628（1番人気）�� 8190（5番人気）�� 3955（15番人気）
3連複票数 計 564343 的中 ��� 28009（1番人気）
3連単票数 計1144468 的中 ��� 26100（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．2―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロケットダッシュ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．3．10 阪神5着

2010．4．23生 牡4鹿 母 Unfinished Dream 母母 T. V. Countess 9戦2勝 賞金 18，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウオハツ号

05090 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8日 第6競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 438± 01：10．0 4．1�
36 ドリームマークス 牡4鹿 57 北村 友一セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 472＋ 81：10．21� 5．8�
611 スーパーアース 牝4黒鹿55 花田 大昂岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 462－ 2 〃 アタマ 86．2�
59 タガノレオーネ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474－ 61：10．3クビ 37．5�

12 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 482－ 41：10．4� 23．6�
48 トミケンフィアブル 牡4栗 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 484－ 81：10．5� 51．5	
612 トップルビー 牝6黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二
宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 454± 01：10．6� 13．0�
11 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 430± 0 〃 クビ 205．0�
24 ピエナアプローズ 牝5黒鹿55 松田 大作本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 B476± 0 〃 アタマ 3．6
818 エアカリナン 牝5鹿 55 伊藤 工真 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム B468± 01：10．7クビ 13．9�
714 クラウンカイザー 牡5黒鹿57 柴山 雄一�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 496± 0 〃 クビ 14．3�
47 ハイキートーン 牝4栗 55 勝浦 正樹
下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 440± 01：10．9� 14．5�
715 エーシンフルマーク �5栗 57 高倉 稜�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 498＋ 61：11．21� 175．9�
35 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 458－ 4 〃 ハナ 42．4�
817 ヨ ア ケ 牡6黒鹿57 西田雄一郎 
高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B504＋ 2 〃 クビ 82．9�
510 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 藤岡 康太山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 540＋12 〃 ハナ 82．4�
816 トウカイメリー 牝5青鹿 55

52 ▲城戸 義政内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 432－121：11．3クビ 17．7�
713 アラカメジョウ 牝5鹿 55 丹内 祐次
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 458－ 21：12．25 15．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，451，100円 複勝： 30，472，100円 枠連： 13，515，100円
馬連： 32，899，000円 馬単： 19，750，700円 ワイド： 19，723，700円
3連複： 57，449，900円 3連単： 82，351，800円 計： 273，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 260円 � 1，600円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 530円 �� 6，800円 �� 9，810円

3 連 複 ��� 38，550円 3 連 単 ��� 135，360円

票 数

単勝票数 計 174511 的中 � 33673（2番人気）
複勝票数 計 304721 的中 � 77185（1番人気）� 29926（3番人気）� 3466（14番人気）
枠連票数 計 135151 的中 （2－3） 16222（2番人気）
馬連票数 計 328990 的中 �� 21345（2番人気）
馬単票数 計 197507 的中 �� 7761（3番人気）
ワイド票数 計 197237 的中 �� 10074（2番人気）�� 681（63番人気）�� 470（74番人気）
3連複票数 計 574499 的中 ��� 1100（122番人気）
3連単票数 計 823518 的中 ��� 449（455番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイヴァーゲ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．19生 牡4鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 10戦2勝 賞金 21，500，000円



05091 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8日 第7競走 2，000�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，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

811 イルミナティ 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 480－ 62：02．3 17．5�
67 スマートルピナス 牝4鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 452＋ 62：02．93� 5．7�
55 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 0 〃 ハナ 14．3�
11 ボロンベルラルーン 牝4鹿 55 勝浦 正樹�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 82：03．11� 23．8�
79 ヴィルジニア 牝4鹿 55 北村 友一�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 428－ 62：03．31� 1．6	
44 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 55 柴山 雄一 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 496± 02：03．4� 9．0

810 ファンアットコート 牝4鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 22：03．82� 107．2�
33 コスモサリー 牝4黒鹿55 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 436－ 42：04．01� 79．5�
78 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 436± 02：04．21� 81．8
22 メイショウグレア 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410＋ 42：04．41� 11．1�
66 ク ラ ベ ス 牝6黒鹿55 田中 博康下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 470－142：05．25 50．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，416，500円 複勝： 62，166，800円 枠連： 6，766，500円
馬連： 28，394，400円 馬単： 28，157，500円 ワイド： 16，062，600円
3連複： 41，039，000円 3連単： 111，782，700円 計： 316，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 830円 � 310円 � 500円 枠 連（6－8） 3，770円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，950円 �� 730円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 87，300円

票 数

単勝票数 計 224165 的中 � 10139（6番人気）
複勝票数 計 621668 的中 � 18138（6番人気）� 60130（2番人気）� 32574（5番人気）
枠連票数 計 67665 的中 （6－8） 1326（10番人気）
馬連票数 計 283944 的中 �� 5031（15番人気）
馬単票数 計 281575 的中 �� 2107（29番人気）
ワイド票数 計 160626 的中 �� 3915（12番人気）�� 1965（19番人気）�� 5615（8番人気）
3連複票数 計 410390 的中 ��� 3019（32番人気）
3連単票数 計1117827 的中 ��� 945（212番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―13．0―12．9―12．8―12．5―11．8―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．1―49．1―1：02．0―1：14．8―1：27．3―1：39．1―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イルミナティ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．20生 牝4鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 10戦2勝 賞金 16，826，000円

05092 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8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

36 アルベルトバローズ 牡5鹿 57
56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 502＋ 21：10．0 4．0�

23 ドラゴンサクラ 牝4青鹿 55
54 ☆中井 裕二大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422＋ 41：10．1� 18．7�
817 デンコウスカイ 牝4鹿 55 �島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476－ 2 〃 アタマ 75．0�
510 プリンセスムーン 牝4栗 55 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 480－ 6 〃 クビ 2．7�
24 メイショウセトウチ �6鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 438－12 〃 ハナ 44．8�
713 サチノリーダース 牡4青鹿57 藤懸 貴志佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 452－ 41：10．31� 5．7�
47 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 高倉 稜岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 488＋ 21：10．51� 29．9	
59 � ドントタッチミー 牡4鹿 57 藤岡 佑介山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 452＋ 4 〃 クビ 36．2

35 アルファメール 牡4栗 57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 新ひだか カントリー牧場 490－101：10．6� 29．0�
11 � ニュアージゲラン 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 456± 01：10．7	 19．8�
816 リッカスウィープ �7鹿 57 松田 大作立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 468－ 61：10．9	 112．2
612 トーアディアマンテ 牝5鹿 55 北村 友一高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 432＋ 41：11．11� 153．5�
12 アグネスアンジュ 牝6栗 55 杉原 誠人渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 468－ 4 〃 ハナ 95．9�
611 モーニングムーン 牝4栗 55 西村 太一�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 452－ 2 〃 ハナ 30．1�
715 ジェネクラージュ 牡4栗 57 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 448－ 2 〃 アタマ 13．1�
818 アポロダイヤモンド 牝4鹿 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 446＋ 21：11．31� 32．2�
714 アカノジュウロク 牝4鹿 55 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452－ 21：12．47 52．8�
48 トーホウジュリア 牝5鹿 55 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 448－ 61：13．03� 26．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，543，000円 複勝： 30，825，400円 枠連： 12，124，000円
馬連： 34，685，400円 馬単： 22，217，600円 ワイド： 19，782，300円
3連複： 59，272，300円 3連単： 89，600，200円 計： 287，050，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 480円 � 1，300円 枠 連（2－3） 1，930円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 930円 �� 4，110円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 45，240円 3 連 単 ��� 153，780円

票 数

単勝票数 計 185430 的中 � 36741（2番人気）
複勝票数 計 308254 的中 � 56386（2番人気）� 15471（5番人気）� 5075（14番人気）
枠連票数 計 121240 的中 （2－3） 4646（7番人気）
馬連票数 計 346854 的中 �� 10997（6番人気）
馬単票数 計 222176 的中 �� 4125（9番人気）
ワイド票数 計 197823 的中 �� 5478（7番人気）�� 1162（44番人気）�� 674（64番人気）
3連複票数 計 592723 的中 ��� 967（129番人気）
3連単票数 計 896002 的中 ��� 430（405番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―11．8―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルトバローズ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．8．28 小倉3着

2009．4．1生 牡5鹿 母 ダムドコンパニー 母母 Paper Princess 29戦3勝 賞金 42，871，000円
〔制裁〕 アルベルトバローズ号の騎手菱田裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4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。
（非当選馬） 1頭 ユキノラムセス号



05093 3月2日 曇 重 （26小倉1）第8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 オ レ ア リ ア 牡4黒鹿 57
56 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500± 01：44．4 4．1�

711 マンハッタンコード 牡5鹿 57 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486－ 61：44．61� 2．5�
812 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482－ 21：44．7� 6．4�
710 ホッコーマグマ 牡4鹿 57 藤岡 康太矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 492－ 41：45．01� 18．3�
69 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506± 01：45．21� 55．1	
45 スペキュレイター 牡4鹿 57 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 492＋ 4 〃 クビ 11．0

33 ナリタタイフーン 牡5鹿 57 丹内 祐次�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 512－ 41：45．41� 13．1�
56 マイネルドメニカ 牡5栗 57

56 ☆中井 裕二 �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 490± 01：46．03� 48．5�

813 キョウエイショウリ 牡6黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B472± 01：46．21� 42．2
44 ラ ラ ガ ニ エ 牡4栗 57 荻野 琢真フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 12．5�
22 サウスパシフィック 牡5鹿 57 田中 博康 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 512＋ 2 〃 クビ 39．1�
68 ヴェンセール 牡4鹿 57 中舘 英二桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 468± 01：47．810 16．0�
57 � ピンクダイヤモンド 牝4鹿 55 勝浦 正樹吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 384＋ 61：48．01� 140．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，229，000円 複勝： 29，913，600円 枠連： 11，163，000円
馬連： 36，530，100円 馬単： 26，821，000円 ワイド： 19，045，800円
3連複： 54，875，200円 3連単： 108，227，200円 計： 304，804，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（1－7） 430円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 490円 �� 270円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 182290 的中 � 35439（2番人気）
複勝票数 計 299136 的中 � 54594（2番人気）� 79923（1番人気）� 38534（3番人気）
枠連票数 計 111630 的中 （1－7） 19304（1番人気）
馬連票数 計 365301 的中 �� 59835（1番人気）
馬単票数 計 268210 的中 �� 19353（2番人気）
ワイド票数 計 190458 的中 �� 22528（1番人気）�� 8377（4番人気）�� 18389（2番人気）
3連複票数 計 548752 的中 ��� 52494（1番人気）
3連単票数 計1082272 的中 ��� 19660（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．3―30．6―43．6―56．2―1：08．0―1：20．0―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ レ ア リ ア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．2．16 京都1着

2010．2．7生 牡4黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 8戦2勝 賞金 15，100，000円

05094 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8日 第10競走 ��1，800�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走14時50分（番組第11競走を順序変更） （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，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：44．1

良
良

66 テーオーケンジャ 牡7栗 57 北村 友一小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 500－121：48．1 30．2�
88 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 吉田 隼人�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－121：48．31� 2．5�
89 トーホウストロング 牡6黒鹿57 �島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 494＋ 6 〃 アタマ 23．9�
55 デウスウルト �6黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454－ 21：48．51	 4．0�
33 フィロパトール 牝5鹿 55 菱田 裕二高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466± 01：48．71� 5．1�
77 スマートリバティー 牡6鹿 57 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 456＋ 21：48．8クビ 17．1	
11 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿57 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 0 〃 クビ 9．0

44 ドリームトレイン 牡5黒鹿57 藤岡 佑介前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 510＋121：49．11
 10．3�
22 ヴィクトリースター 牡6鹿 57 松田 大作 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 466－ 61：49．41
 16．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，927，100円 複勝： 39，736，100円 枠連： 9，377，100円
馬連： 48，291，600円 馬単： 35，186，900円 ワイド： 22，538，400円
3連複： 65，084，500円 3連単： 151，166，100円 計： 397，307，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 610円 � 140円 � 660円 枠 連（6－8） 3，070円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，850円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 18，730円 3 連 単 ��� 156，250円

票 数

単勝票数 計 259271 的中 � 6774（9番人気）
複勝票数 計 397361 的中 � 13296（8番人気）� 113973（1番人気）� 12047（9番人気）
枠連票数 計 93771 的中 （6－8） 2256（14番人気）
馬連票数 計 482916 的中 �� 7076（20番人気）
馬単票数 計 351869 的中 �� 2236（44番人気）
ワイド票数 計 225384 的中 �� 3897（21番人気）�� 1904（34番人気）�� 5290（16番人気）
3連複票数 計 650845 的中 ��� 2565（60番人気）
3連単票数 計1511661 的中 ��� 714（389番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．4―48．3―1：00．1―1：12．0―1：24．0―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーケンジャ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2009．9．27 阪神1着

2007．3．19生 牡7栗 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン 31戦5勝 賞金 67，361，000円
［他本会外：1戦0勝］



05095 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8日 第11競走 ��1，200�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走15時25分（番組第12競走を順序変更） （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．2．23以降26．2．24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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 53 中谷 雄太石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 B496＋ 41：09．0 38．6�
47 ユキノラムセス 牡7栗 51 西村 太一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 484－10 〃 アタマ 33．0�
48 アドマイヤクーガー 牡6栗 54 北村 友一近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：09．31� 7．3�
611 バクシンテイオー 牡5鹿 55 藤岡 佑介林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－ 41：09．51� 7．9�
24 カシノランナウェイ �4栗 55 柴山 雄一柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 482－ 41：09．6� 16．0�
36 ブルジュオン 牝4黒鹿52 吉田 隼人�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 2 〃 ハナ 29．9	
510 メイショウアキシノ 牝5鹿 51 城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 440－ 21：09．81� 40．9

713 サンマルクイーン 牝5栗 53 藤岡 康太相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 454± 0 〃 ハナ 7．9�
612 マイネサヴァラン 牝5青鹿53 丹内 祐次 �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 458－ 21：09．9� 46．9�
12 ブルーピアス 牝5栗 52 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 466－ 21：10．0クビ 4．6
23 カシノエルフ 牡5栗 52 藤懸 貴志柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 500＋121：10．1� 47．9�
59 タガノハピネス 牝4鹿 53 高倉 稜八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 21：10．2� 34．2�
815 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿56 黛 弘人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 474－ 81：10．41� 12．9�
714	 ユールフェスト 牝5青鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 須貝 尚介 豪 Mr G Harvey B466＋ 2 〃 アタマ 7．6�
35 アグネスキズナ 牡4栗 54 松田 大作渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494± 0 〃 クビ 21．4�
817 モーニングコール 牝4鹿 52 古川 吉洋飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 432－ 61：10．93 17．9�
816 クリノタカラチャン 牝4黒鹿53 中舘 英二栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 396－ 41：11．85 10．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，612，300円 複勝： 54，531，000円 枠連： 42，480，100円
馬連： 142，488，900円 馬単： 73，719，400円 ワイド： 53，257，700円
3連複： 225，465，600円 3連単： 378，824，900円 計： 1，005，379，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，860円 複 勝 � 1，420円 � 750円 � 310円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 63，970円 馬 単 �� 110，580円

ワ イ ド �� 13，130円 �� 5，210円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 155，080円 3 連 単 ��� 1，331，300円

票 数

単勝票数 計 346123 的中 � 7072（14番人気）
複勝票数 計 545310 的中 � 9151（17番人気）� 18431（11番人気）� 54134（5番人気）
枠連票数 計 424801 的中 （1－4） 21375（8番人気）
馬連票数 計1424889 的中 �� 1644（122番人気）
馬単票数 計 737194 的中 �� 492（239番人気）
ワイド票数 計 532577 的中 �� 988（122番人気）�� 2513（70番人気）�� 4706（36番人気）
3連複票数 計2254656 的中 ��� 1073（430番人気）
3連単票数 計3788249 的中 ��� 210（2946番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（1，2）－（7，16）（13，17）（14，15）（6，12）（11，9）－（3，5）（4，10）8 4 1－2，7－（6，13，16）（17，15）（12，14）（11，9）（3，5，10）（4，8）

勝馬の
紹 介

ジ ャ ベ リ ン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．1．29 京都5着

2008．4．20生 牡6栗 母 エ デ ン 母母 アップマイスリーヴ 23戦3勝 賞金 46，948，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ユキノラムセス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05096 3月2日 曇 良 （26小倉1）第8日 第12競走 ��2，600�
よ ぶ こ

呼 子 特 別
発走16時00分（番組第10競走を順序変更） （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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

22 � カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B502± 02：42．3 17．9�
11 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 42：42．4� 4．2�
35 レッドクラーケン 牡4鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 8．5�
46 ルミナスレッド 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 492－ 42：42．5� 5．0�
610� レイトライザー 牡4黒鹿56 藤懸 貴志中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 456－ 22：42．6クビ 14．0�
814 マイネルハートレー 牡5青鹿57 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 42：43．13 69．6	
712 ジューヴルエール 牡4黒鹿56 藤岡 佑介有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472± 02：43．2� 3．5

23 � リッカシェクル 	5鹿 57 松田 大作立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 406－ 2 〃 クビ 137．2�
611 コスモハヤブサ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 456－ 22：43．3� 13．9
58 グランスエルテ 牡4栗 56 勝浦 正樹 �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 472＋ 42：43．61� 14．7�
713 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 西田雄一郎猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 8 〃 ハナ 38．6�
34 トーホウビッグガン 牡4黒鹿56 吉田 隼人東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 486－ 2 〃 クビ 67．2�
47 サンマルホーム 牡4栗 56 田中 健相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440± 02：43．7� 64．7�
815 マキハタテノール 牡5鹿 57 中谷 雄太�槇本牧場 吉村 圭司 日高 槇本牧場 498± 02：44．87 22．2�
59 ワイドワンダー 牡4鹿 56 
島 良太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 B494＋ 42：45．54 42．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，066，200円 複勝： 50，985，200円 枠連： 21，087，800円
馬連： 93，409，700円 馬単： 40，813，000円 ワイド： 37，269，000円
3連複： 111，949，100円 3連単： 188，366，100円 計： 574，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 390円 � 180円 � 250円 枠 連（1－2） 2，580円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，790円 �� 700円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 81，680円

票 数

単勝票数 計 310662 的中 � 13733（8番人気）
複勝票数 計 509852 的中 � 29475（8番人気）� 90656（1番人気）� 53467（4番人気）
枠連票数 計 210878 的中 （1－2） 6037（11番人気）
馬連票数 計 934097 的中 �� 20500（15番人気）
馬単票数 計 408130 的中 �� 3927（31番人気）
ワイド票数 計 372690 的中 �� 8770（12番人気）�� 4962（22番人気）�� 13676（5番人気）
3連複票数 計1119491 的中 ��� 9678（26番人気）
3連単票数 計1883661 的中 ��� 1702（258番人気）

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

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�
12．7―24．2―36．4―48．8―1：01．2―1：14．1―1：27．4―1：40．1―1：52．8―2：05．1―2：17．4―2：29．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カンタベリーナイト �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ハンティングホーク

2009．4．19生 牡5鹿 母 トミノラブラドール 母母 ジョリフィーユ 43戦2勝 賞金 32，808，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ジューヴルエール号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

３レース目



（26小倉1）第8日 3月2日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

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

173，510，000円
5，660，000円
1，370，000円
15，820，000円
65，248，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
251，615，400円
446，106，800円
162，088，500円
557，920，400円
356，272，200円
270，097，900円
834，082，800円
1，483，924，900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 4，362，108，900円

総入場人員 10，096名 （有料入場人員 9，139名）



平成26年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，464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

1，370，850，000円
4，160，000円
46，420，000円
13，910，000円
124，680，000円
511，296，250円
38，319，000円
14，054，400円

勝馬投票券売得金
2，185，285，400円
3，896，661，600円
1，398，622，300円
5，054，695，400円
3，056，374，000円
2，441，690，300円
7，489，089，000円
12，886，405，800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 38，408，823，800円

総入場延人員 69，780名 （有料入場延人員 62，928名）
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