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05025 2月20日 雨 不良 （28小倉1）第3日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

36 ビレッジゴールド 牡3栗 56 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 470＋ 41：46．2 11．2�

48 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480－10 〃 ハナ 3．4�

35 サンライズウィズ 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 486－ 81：46．52 22．8�

713 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 442－ 41：47．24 232．1�

11 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56 吉田 隼人泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 466－ 61：48．15 21．1�
12 リ ル ー ジ ュ 牡3鹿 56 松若 風馬江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 454＋ 41：48．41� 6．3�
23 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 21：48．61� 3．5	
611 リーガルオフィス 牡3鹿 56 黛 弘人山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 464± 01：48．7� 8．9

24 タイムシャワー 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450－101：48．9� 172．3�
59 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 500＋14 〃 クビ 30．3�
612 タマモワッショイ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也タマモ 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 462＋ 8 〃 ハナ 169．3�
510 ライトフォーミー 牡3鹿 56 中谷 雄太�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 490± 01：49．32� 48．6�
714 シャスールニング 牡3栗 56

54 △伴 啓太キャピタルクラブ 加藤 和宏 平取 有限会社中
田牧場 B432± 0 〃 ハナ 108．2�

815 キョウエイパワー 牡3鹿 56 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：49．93� 45．3�
816 マ グ レ ブ 牡3鹿 56

54 △�島 克駿 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド B470± 01：52．1大差 8．2�

47 メインアクト 牡3鹿 56 丸山 元気Basic 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 492－ 42：00．6大差 227．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，231，200円 複勝： 22，468，800円 枠連： 7，962，800円
馬連： 29，180，100円 馬単： 15，684，300円 ワイド： 19，967，800円
3連複： 45，626，000円 3連単： 55，354，500円 計： 209，475，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 380円 � 170円 � 560円 枠 連（3－4） 1，630円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，110円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 14，530円 3 連 単 ��� 107，880円

票 数

単勝票数 計 132312 的中 � 9438（6番人気）
複勝票数 計 224688 的中 � 13946（6番人気）� 44976（2番人気）� 8687（8番人気）
枠連票数 計 79628 的中 （3－4） 3778（7番人気）
馬連票数 計 291801 的中 �� 10136（9番人気）
馬単票数 計 156843 的中 �� 2146（23番人気）
ワイド票数 計 199678 的中 �� 7459（5番人気）�� 1577（32番人気）�� 5087（12番人気）
3連複票数 計 456260 的中 ��� 2355（42番人気）
3連単票数 計 553545 的中 ��� 372（285番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．0―12．8―12．1―12．3―12．9―13．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．2―43．0―55．1―1：07．4―1：20．3―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ビレッジゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京10着

2013．3．17生 牡3栗 母 クリスタルストーン 母母 リキセレナード 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マグレブ号・メインアクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月20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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ランドハイパワー号

05026 2月20日 雨 不良 （28小倉1）第3日 第2競走 ��
��1，000�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，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

11 � フライングニンバス 牝4鹿 55
53 △	島 克駿橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 504± 0 58．3 1．9�
22 ア ン ミ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋ 8 58．83 16．5�
45 � セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 松若 風馬難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

530－ 6 58．9クビ 4．8�
57 リバーコンサート 牝5栗 55

53 △加藤 祥太河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 436－ 2 59．32
 23．6�
711 ロードメビウス 牡5鹿 57 D．バルジュー �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 514＋12 〃 クビ 24．2�

（伊）

58 � トリアンドルス 牝4栗 55 吉田 隼人ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 470＋ 2 59．4クビ 106．1	
813�� ツインプラネット �6鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

518＋10 59．5 8．6

46 マインドブロウ 牡4栗 57 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 B502＋ 4 59．6クビ 110．5�
610 レモンイエロー 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 80．4�
33 � スカイアクセス �7鹿 57 西村 太一和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 538＋ 4 59．7
 33．7�
34 ヤマニンアタシャン 牝5鹿 55 丸田 恭介土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 422± 0 59．8
 12．3�
712 クラシックマーク 牝5栗 55

54 ☆小崎 綾也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452＋ 8 〃 クビ 57．8�
69 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 502＋ 21：00．33 13．1�
814� シゲルハマオリサイ 牡4栗 57 高倉 稜森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 宮内牧場 454－ 21：00．93
 41．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，376，700円 複勝： 29，648，500円 枠連： 7，929，700円
馬連： 31，070，800円 馬単： 18，888，300円 ワイド： 20，682，900円
3連複： 48，604，900円 3連単： 58，091，200円 計： 232，293，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 330円 �� 230円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 173767 的中 � 72816（1番人気）
複勝票数 計 296485 的中 � 107511（1番人気）� 20439（5番人気）� 42728（2番人気）
枠連票数 計 79297 的中 （1－2） 7178（3番人気）
馬連票数 計 310708 的中 �� 24930（2番人気）
馬単票数 計 188883 的中 �� 10243（3番人気）
ワイド票数 計 206829 的中 �� 15891（2番人気）�� 26383（1番人気）�� 4481（12番人気）
3連複票数 計 486049 的中 ��� 20528（4番人気）
3連単票数 計 580912 的中 ��� 7274（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．5―34．0―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フライングニンバス �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Valid Expectations デビュー 2015．1．17 京都9着

2012．3．7生 牝4鹿 母 Ryan’s Inheritance 母母 Fordyce 8戦2勝 賞金 19，500，000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。
（非当選馬） 2頭 カシノトラダマシイ号・カラッカゼ号
（非抽選馬） 5頭 ウインネオルーラー号・ウーマン号・エーシンサミット号・デルマオソマツ号・ミラクルアイドル号
※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。

第１回 小倉競馬 第３日



05027 2月20日 雨 重 （28小倉1）第3日 第3競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 バトルグランドリイ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 452－ 81：10．3 3．9�
36 レアドロップ 牝3芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 448－ 41：10．61� 5．5�
12 ホワイトパンドラ 牝3芦 54 幸 英明北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 434＋16 〃 クビ 11．8�
35 ジ ェ イ ラ ー 牝3栗 54 黛 弘人岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 428－ 4 〃 クビ 88．7�
714 パーリオミノル 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 61：10．7� 30．4�
23 クィーンアマポーラ 牝3青鹿54 津村 明秀 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 ハナ 8．5	
24 テーオーピコタン 牝3栗 54 小牧 太小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 472＋321：11．02 6．7

612 タカイチモン 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 420－ 41：11．21� 8．2�
11 クリアーウェイ 牝3鹿 54 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 454－ 81：11．41� 77．8�
611 ドエライナー 牝3栗 54 宮崎 北斗野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 B436－ 81：11．61 106．4
59 リュウキンカ 牝3栗 54 北村 友一 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 420－ 6 〃 ハナ 8．6�
818 フェアリーランド 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 418－121：11．81� 354．4�
510 テイエムハイボール 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 440－ 6 〃 ハナ 54．7�
817 エレンミーレ 牝3栗 54 松若 風馬�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 448－ 2 〃 ハナ 18．3�
48 ス ケ ア ー ド 牝3栗 54 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 422＋16 〃 クビ 62．2�
47 コンスタンシー 牝3青鹿54 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 408± 01：11．9クビ 242．3�
816 ラガーダンスドール 牝3黒鹿54 荻野 琢真奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 前川 正美 438－141：12．11� 17．0�
715 プリマーベル 牝3鹿 54 D．バルジュー 飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 430－ 81：12．84 147．1�

（伊）

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，660，000円 複勝： 27，351，400円 枠連： 11，179，100円
馬連： 31，941，500円 馬単： 16，055，700円 ワイド： 22，252，300円
3連複： 48，168，100円 3連単： 51，160，500円 計： 224，768，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 270円 枠 連（3－7） 1，240円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，070円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 166600 的中 � 34139（1番人気）
複勝票数 計 273514 的中 � 45739（1番人気）� 35795（3番人気）� 23296（6番人気）
枠連票数 計 111791 的中 （3－7） 6981（4番人気）
馬連票数 計 319415 的中 �� 17937（1番人気）
馬単票数 計 160557 的中 �� 4909（1番人気）
ワイド票数 計 222523 的中 �� 14563（1番人気）�� 5122（13番人気）�� 5981（10番人気）
3連複票数 計 481681 的中 ��� 7482（8番人気）
3連単票数 計 511605 的中 ��� 1734（26番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．8―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルグランドリイ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー 2015．10．24 東京4着

2013．2．6生 牝3鹿 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ 4戦1勝 賞金 8，150，000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 ゲンエイ号
（非抽選馬） 2頭 アルーリングハート号・ピュアウィッシーズ号
※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。

05028 2月20日 雨 重 （28小倉1）第3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
1：43．9

良
良

714 グランドサッチャー 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494＋ 81：50．6 98．9�

35 ダノンプレシャス 牡3青鹿56 藤岡 康太�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：50．81� 2．3�
24 ワンダーエクラタン 牡3栗 56 小牧 太山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 492＋ 21：50．9クビ 4．0�
12 ゲンパチヨシツネ 牡3鹿 56

54 △�島 克駿平野 武志氏 加用 正 浦河 大道牧場 450＋ 41：51．22 9．2�
815 ヒロインボーイ 牡3鹿 56 吉田 隼人�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 470± 01：51．3クビ 6．8	
612 ノボリクラウン 牡3黒鹿56 松山 弘平原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 452－ 21：51．62 59．2

47 ゲインザリード 牡3黒鹿56 北村 友一山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 466＋ 2 〃 ハナ 7．3�
23 モ ン ト 牡3鹿 56 幸 英明平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 490－12 〃 アタマ 23．7�
59 ニシノジェニー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 平取 有限会社中
田牧場 430＋ 61：51．7クビ 162．1

510 キングスナップ 牡3栗 56
54 △伴 啓太村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 472－ 41：52．12� 254．4�

611 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 444－ 81：52．2クビ 21．1�
11 カシノミライ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 408＋ 21：52．52 190．2�
36 スイフトアタック 牡3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B506－121：52．71� 29．5�
48 ゴールドエンブレム 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 418＋101：53．23 131．8�
713 ホシノパレード 牝3栗 54 宮崎 北斗小西 和子氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 春美 466＋131：53．62� 464．5�
816 ロクハラタンダイ 牡3栗 56 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 494－ 81：53．7クビ 75．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，316，400円 複勝： 19，772，200円 枠連： 8，495，000円
馬連： 27，754，600円 馬単： 15，841，500円 ワイド： 17，243，300円
3連複： 36，529，200円 3連単： 48，395，700円 計： 190，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，890円 複 勝 � 1，430円 � 150円 � 170円 枠 連（3－7） 6，750円

馬 連 �� 12，520円 馬 単 �� 36，220円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 4，730円 �� 340円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 248，840円

票 数

単勝票数 計 163164 的中 � 1319（11番人気）
複勝票数 計 197722 的中 � 2337（10番人気）� 43652（1番人気）� 33030（2番人気）
枠連票数 計 84950 的中 （3－7） 975（19番人気）
馬連票数 計 277546 的中 �� 1717（29番人気）
馬単票数 計 158415 的中 �� 328（68番人気）
ワイド票数 計 172433 的中 �� 1297（30番人気）�� 862（38番人気）�� 14953（1番人気）
3連複票数 計 365292 的中 ��� 1558（46番人気）
3連単票数 計 483957 的中 ��� 141（466番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―49．7―1：01．8―1：14．1―1：26．0―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドサッチャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．1．10 京都12着

2013．4．23生 牝3栗 母 バ ラ シ ン グ 母母 バ ル バ ラ 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 コウザンベル号・ピンクノオウマサン号



05029 2月20日 雨 重 （28小倉1）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時10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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

714 ス ノ ー マ ン 牡3鹿 56 D．バルジュー 永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 502 ―2：03．8 20．2�
（伊）

24 メーテルリンク 牡3鹿 56 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 伊達 宮井 孝典 492 ― 〃 クビ 23．9�
817 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 津村 明秀西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 482 ―2：04．43� 47．8�
818 アインザッツ 牡3鹿 56 荻野 琢真 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468 ―2：04．6� 6．6�
611 エイシンシルダリア 牝3栗 54 古川 吉洋�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 432 ― 〃 ハナ 14．9	
715 エイシンイッサ 	3栗 56

54 △城戸 義政�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474 ―2：05．02� 80．9

48 プレシャスタイム 牡3鹿 56 岡田 祥嗣小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 426 ―2：05．31� 93．6�
35 ワイドチキチータ 牝3黒鹿54 吉田 隼人幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 422 ― 〃 ハナ 17．5�
12 ジョンブリアン 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476 ―2：05．72� 3．2
510
 レディーガリレオ 牝3栗 54

52 △�島 克駿大塚 亮一氏 高橋 義忠 愛 Paulyn
Limited 398 ― 〃 クビ 28．0�

47 メテオストーム 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也吉田 晴哉氏 角居 勝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―2：05．8クビ 13．0�
816 テーオーバーキン 牝3鹿 54

52 △加藤 祥太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 442 ― 〃 クビ 10．7�
59 メメニシコリ 牡3鹿 56 幸 英明本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 464 ―2：05．9クビ 59．6�
23 ウインエンプレス 牝3栗 54 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 伊藤 敏明 428 ―2：06．11� 103．9�
612 ヒラボクケーワン 牡3栗 56 北村 友一�平田牧場 加藤 敬二 日高 下河辺牧場 516 ―2：06．2� 112．3�
36 ギ ャ ツ ビ ー 牡3栗 56 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 442 ― 〃 ハナ 5．1�
713 セブンスセンス 牝3鹿 54 中谷 雄太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462 ―2：06．3� 10．1�
11 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 440 ―2：08．9大差 150．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，081，600円 複勝： 21，278，600円 枠連： 12，387，500円
馬連： 28，526，300円 馬単： 16，613，600円 ワイド： 19，971，600円
3連複： 41，123，200円 3連単： 47，846，500円 計： 205，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 840円 � 930円 � 1，100円 枠 連（2－7） 6，810円

馬 連 �� 26，190円 馬 単 �� 47，550円

ワ イ ド �� 5，770円 �� 10，000円 �� 14，200円

3 連 複 ��� 305，370円 3 連 単 ��� 1，734，430円

票 数

単勝票数 計 180816 的中 � 7147（9番人気）
複勝票数 計 212786 的中 � 6820（9番人気）� 6067（11番人気）� 5054（12番人気）
枠連票数 計 123875 的中 （2－7） 1408（26番人気）
馬連票数 計 285263 的中 �� 844（69番人気）
馬単票数 計 166136 的中 �� 262（133番人気）
ワイド票数 計 199716 的中 �� 897（59番人気）�� 515（81番人気）�� 362（98番人気）
3連複票数 計 411232 的中 ��� 101（450番人気）
3連単票数 計 478465 的中 ��� 20（2561番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．5―48．6―1：01．5―1：13．3―1：25．7―1：38．3―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3

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

2
4

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

ス ノ ー マ ン �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ミスズシャルダン 初出走

2013．3．28生 牡3鹿 母 サンレイジャスパー 母母 サンレイククイン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 スノーマン号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

アインザッツ号の騎手荻野琢真は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ガラスダマノピアス号・ディモンド号・フェリアデアブリル号・ブレッシングテレサ号・リンドバーグ号
※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。

05030 2月20日 雨 不良 （28小倉1）第3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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

68 キールコネクション 牡4栗 56 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B480＋102：32．8 8．2�
44 � デルマコテツ 牡5栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 446± 02：33．12 14．8�
11 セプテントリオ �6黒鹿57 丸山 元気 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：33．2� 11．0�
22 フクノドービル 牡4鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 B502± 02：33．3クビ 19．8�
69 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 高倉 稜�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 486－ 42：33．62 45．7�
813 モ ー グ リ 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム B548± 02：33．7� 9．8	
45 � キ ヨ マ サ 牡4黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 450－122：34．01� 12．5

56 シームストレス 牝4鹿 54 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 480＋ 4 〃 アタマ 5．3�
57 ユアザイオン 牝4黒鹿54 嶋田 純次ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B498± 0 〃 ハナ 16．0�
33 フォースフィールド 牡4黒鹿 56

54 △
島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 428± 02：34．1� 4．4
812 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 486± 02：34．31� 5．1�
710 ニシノマジック 牡4黒鹿56 宮崎 北斗西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 478－ 22：34．72� 179．1�
711 ケイエスミラージュ 牡4鹿 56 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 482－ 42：39．5大差 23．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，357，000円 複勝： 20，895，600円 枠連： 9，220，600円
馬連： 26，511，700円 馬単： 14，626，800円 ワイド： 17，881，600円
3連複： 37，765，100円 3連単： 47，143，800円 計： 188，402，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 390円 � 270円 枠 連（4－6） 2，930円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 13，180円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 1，470円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 146，060円

票 数

単勝票数 計 143570 的中 � 13894（4番人気）
複勝票数 計 208956 的中 � 18947（5番人気）� 13254（7番人気）� 21437（4番人気）
枠連票数 計 92206 的中 （4－6） 2434（15番人気）
馬連票数 計 265117 的中 �� 2736（38番人気）
馬単票数 計 146268 的中 �� 832（70番人気）
ワイド票数 計 178816 的中 �� 1825（40番人気）�� 3181（16番人気）�� 2129（34番人気）
3連複票数 計 377651 的中 ��� 1382（87番人気）
3連単票数 計 471438 的中 ��� 234（587番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．5―12．5―13．4―13．3―13．1―12．8―13．1―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．3―35．2―47．7―1：00．2―1：13．6―1：26．9―1：40．0―1：52．8―2：05．9―2：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．8―3F40．0
1
�
13＝6，11（8，12）（5，7）－3－（9，10）－4（2，1）
13，6，3－（8，12，7）5，1－4（11，9，10）－2

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

勝馬の
紹 介

キールコネクション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．12．27 中山5着

2012．4．10生 牡4栗 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール 12戦2勝 賞金 17，240，000円
〔制裁〕 デルマコテツ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイエスミラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月20日まで平地

競走に出走できない。
※シームストレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05031 2月20日 雨 不良 （28小倉1）第3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，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

610 クリッパールート 牝4黒鹿54 丸山 元気�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472＋ 81：46．1 13．6�
47 マダムウルル 牝4黒鹿54 藤岡 康太�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 450－ 81：46．2� 45．6�
713 クイーンズターフ 牝4青鹿54 松山 弘平合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：46．3� 2．8�
35 タマノベレッツァ 牝4黒鹿54 D．バルジュー 玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 466－ 4 〃 ハナ 43．6�

（伊）

22 グランドエンジェル 牝5鹿 55 吉田 隼人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448－ 61：46．4� 8．0	
815 アグネスアーニャ 牝4鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468± 01：46．5� 12．2

46 スズカシャーマン 牝5芦 55 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 454－ 41：46．71� 5．9�
712 アスタキサンチン 牝4栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B450－ 6 〃 同着 34．7�
58 ワンダーハイーニャ 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 458－26 〃 アタマ 140．6
814 ニシノシュロ 牝5青鹿55 荻野 琢真西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 506－ 81：46．8� 56．5�
11 デストリアー 牝4鹿 54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：47．12 4．0�
34 カナラズカナラズ 牝4鹿 54 伊藤 工真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 458＋ 21：47．84 74．6�
611 ゴールドグローリー 牝4栗 54 中谷 雄太居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 484－ 81：48．97 49．0�
23 	 カラフルマーメイド 牝4鹿 54

53 ☆小崎 綾也谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452－14 （競走中止） 71．4�
59 マ ナ オ ラ ナ 牝5青鹿 55

53 △加藤 祥太吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 6 （競走中止） 16．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，980，400円 複勝： 23，669，400円 枠連： 7，714，700円
馬連： 26，855，600円 馬単： 14，224，400円 ワイド： 19，608，900円
3連複： 38，491，000円 3連単： 48，855，700円 計： 197，400，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 320円 � 840円 � 150円 枠 連（4－6） 2，690円

馬 連 �� 17，570円 馬 単 �� 29，060円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 600円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 20，140円 3 連 単 ��� 150，080円

票 数

単勝票数 計 179804 的中 � 10570（6番人気）
複勝票数 計 236694 的中 � 17025（6番人気）� 5471（10番人気）� 57357（1番人気）
枠連票数 計 77147 的中 （4－6） 2219（11番人気）
馬連票数 計 268556 的中 �� 1184（46番人気）
馬単票数 計 142244 的中 �� 367（82番人気）
ワイド票数 計 196089 的中 �� 944（50番人気）�� 8950（4番人気）�� 1969（26番人気）
3連複票数 計 384910 的中 ��� 1433（63番人気）
3連単票数 計 488557 的中 ��� 236（436番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．2―12．9―12．4―12．1―12．6―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．1―43．0―55．4―1：07．5―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

クリッパールート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．1．31 東京6着

2012．1．28生 牝4黒鹿 母 ロイヤルクリッパー 母母 ティークリッパー 6戦2勝 賞金 13，900，000円
〔競走中止〕 マナオラナ号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，1コーナー手前で騎手が落馬したため競走中止。

カラフルマーメイド号は，1コーナー手前で，競走を中止した「マナオラナ」号の影響で，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クリッパールート号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）
※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。

05032 2月20日 雨 重 （28小倉1）第3日 第8競走 ��2，600�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

11 トウキョウタフガイ 牡5鹿 57 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 松田 博資 安平 追分ファーム 470± 02：41．9 7．3�

22 シップーコウライ 牡4栗 56 松若 風馬�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 474－ 62：42．21� 4．6�
88 ウインレーベン 牡5青鹿57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 458－ 4 〃 クビ 3．1�
77 レ レ オ ー ネ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488－ 42：42．52 8．6�
66 � タガノグリズリー 牡5鹿 57

55 △	島 克駿八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B472－12 〃 ハナ 14．6	
33 オリハルコン 牡5黒鹿57 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 544－ 4 〃 アタマ 3．0

44 � モ シ モ シ 牝6黒鹿55 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 424－ 42：43．03 28．8�
89 ヘ イ ム ダ ル 牡4黒鹿56 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 480＋ 12：43．21 41．5�
55 � ネオアルカディア 牡4青鹿 56

54 △伴 啓太岡田 牧雄氏 谷原 義明 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 22：44．37 67．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 18，785，900円 複勝： 22，110，000円 枠連： 7，321，500円
馬連： 28，440，500円 馬単： 18，926，400円 ワイド： 16，836，300円
3連複： 39，290，800円 3連単： 79，122，300円 計： 230，833，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 150円 � 150円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 480円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 187859 的中 � 20335（4番人気）
複勝票数 計 221100 的中 � 29403（4番人気）� 39223（2番人気）� 38937（3番人気）
枠連票数 計 73215 的中 （1－2） 3878（8番人気）
馬連票数 計 284405 的中 �� 13958（7番人気）
馬単票数 計 189264 的中 �� 4273（17番人気）
ワイド票数 計 168363 的中 �� 8661（8番人気）�� 10422（5番人気）�� 12310（4番人気）
3連複票数 計 392908 的中 ��� 16878（6番人気）
3連単票数 計 791223 的中 ��� 4391（50番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．5―12．5―12．4―13．0―12．7―12．7―12．5―12．4―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� 2，400�
12．6―23．9―36．0―48．5―1：01．0―1：13．4―1：26．4―1：39．1―1：51．8―2：04．3―2：16．7―2：29．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．1―3F37．6
1
�
9＝8，3，4，7（1，5，6）2
9＝8，3（4，1，7）－6，2，5

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

勝馬の
紹 介

トウキョウタフガイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．9．15 阪神3着

2011．1．26生 牡5鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 24戦3勝 賞金 39，684，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時45分に変更。
〔騎手変更〕 ウインレーベン号の騎手加藤祥太は，第7競走での落馬負傷のため丹内祐次に変更。



05033 2月20日 曇 重 （28小倉1）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

510 マイネボニータ 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 414－ 62：01．8 19．7�

715 メイショウミソラ 牝4栗 54 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 452－ 42：02．01� 14．0�
816 フローレスダンサー 牝4鹿 54 D．バルジュー �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 498＋10 〃 ハナ 3．1�

（伊）

714 ゴールドエッセンス 牝4鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 410－ 62：02．1クビ 17．8�
24 エヴァンジル 牝4黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 462－ 2 〃 アタマ 68．4	
818 ナイアガラモンロー 牝4鹿 54 吉田 隼人塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 498＋ 22：02．2� 12．5

35 クィーンチャーム 牝4黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 432－ 42：02．3� 9．3�
11 ラ ム レ イ 牝4鹿 54 古川 吉洋山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 474－ 4 〃 アタマ 53．8�
713 プリメラアスール 牝4黒鹿54 松山 弘平青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 492＋ 22：02．4� 9．8
12 マルクナッテ 牝5栗 55 松若 風馬小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 430－ 42：02．5� 36．0�
612 ウインティアラ 牝4鹿 54 丸山 元気�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 414－ 22：02．6� 16．4�
611 ビレッジソング 牝5鹿 55

53 △伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 440－ 22：02．91� 117．7�
48 コアレスフェーブル 牝4鹿 54 嶋田 純次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 428＋ 2 〃 アタマ 102．5�
36 テイエムフタエマル 牝4鹿 54

53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 464± 0 〃 アタマ 3．6�
817 セ ン リ ツ 牝4青鹿54 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 476± 02：03．0クビ 115．1�
59 ハ ナ イ チ ゲ 牝4芦 54

51 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 434± 02：03．1� 137．3�
23 メイショウグレア 牝6鹿 55

53 △�島 克駿松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410－142：03．63 71．6�
47 ハンマークラビア 牝5黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 470－ 42：05．8大差 56．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，526，200円 複勝： 30，380，900円 枠連： 17，553，500円
馬連： 41，935，300円 馬単： 22，473，400円 ワイド： 27，749，500円
3連複： 60，177，800円 3連単： 77，286，600円 計： 299，083，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 320円 � 370円 � 140円 枠 連（5－7） 2，110円

馬 連 �� 9，620円 馬 単 �� 16，600円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 860円 �� 830円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 73，140円

票 数

単勝票数 計 215262 的中 � 8735（9番人気）
複勝票数 計 303809 的中 � 20579（5番人気）� 17124（7番人気）� 75405（1番人気）
枠連票数 計 175535 的中 （5－7） 6440（8番人気）
馬連票数 計 419353 的中 �� 3376（39番人気）
馬単票数 計 224734 的中 �� 1015（67番人気）
ワイド票数 計 277495 的中 �� 2365（39番人気）�� 8444（8番人気）�� 8799（7番人気）
3連複票数 計 601778 的中 ��� 5406（27番人気）
3連単票数 計 772866 的中 ��� 766（204番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―12．5―12．7―12．8―12．4―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．6―47．1―59．8―1：12．6―1：25．0―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マイネボニータ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2013．10．13 京都3着

2011．4．18生 牝5栗 母 マイネシャリマー 母母 オールフォーゲラン 30戦2勝 賞金 34，580，000円
〔騎手変更〕 マルクナッテ号の騎手小崎綾也は，第7競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。

ウインティアラ号の騎手加藤祥太は，第7競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 メイショウミソラ号の騎手幸英明は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シームストレス号
※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。

05034 2月20日 曇 重 （28小倉1）第3日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 キングハート 牡3鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 468－ 21：09．8 5．7�
24 スナークスカイ 牡3鹿 56 �島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448－ 21：09．9� 46．7�
612 マイネルパッセ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：10．0� 35．3�
714 ペルルクロシュ 牝3黒鹿54 丸山 元気ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 442＋ 21：10．1� 60．9�
48 レ イ リ オ ン 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 ハナ 5．9	
713 メイショウベニフジ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 426－10 〃 ハナ 35．4

816 サフランハート 牡3鹿 56 松田 大作海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 428＋ 21：10．2クビ 13．4�
611	 ジ ェ ス ロ 牡3鹿 56 吉田 隼人松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 432＋ 8 〃 アタマ 32．1�
59 マイネルラック 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 470－ 21：10．3� 6．7
12 スズカプリズム 牝3栗 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 466＋ 41：10．51
 23．0�
510 グリーンバシリスク 牝3栗 54 嶋田 純次石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 468＋ 8 〃 アタマ 26．7�
47 フルムーンソング 牡3黒鹿56 藤岡 康太 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 438－10 〃 ハナ 3．4�
23 � ド ナ ル チ ア 牝3栗 54 小牧 太小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

428＋181：10．6クビ 9．8�
817 バ オ バ ブ 牝3芦 54 �島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 438＋ 2 〃 クビ 69．4�
11 タイセイマライカ 牝3黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 400± 01：10．92 154．8�
818 ゼンノトライブ 牡3黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 424－181：11．0クビ 23．6�
715 プレゼンスブルー 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 422－ 61：11．32 51．7�
35 ゼンノハーデース 牡3黒鹿56 D．バルジュー 大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 452－ 21：11．4クビ 91．8�

（伊）

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，744，300円 複勝： 35，311，900円 枠連： 21，856，400円
馬連： 60，152，800円 馬単： 29，291，200円 ワイド： 36，803，600円
3連複： 85，568，200円 3連単： 106，246，700円 計： 402，975，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 890円 � 880円 枠 連（2－3） 2，780円

馬 連 �� 9，920円 馬 単 �� 15，020円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 2，080円 �� 7，540円

3 連 複 ��� 57，040円 3 連 単 ��� 309，350円

票 数

単勝票数 計 277443 的中 � 38581（2番人気）
複勝票数 計 353119 的中 � 43803（4番人気）� 9493（13番人気）� 9664（12番人気）
枠連票数 計 218564 的中 （2－3） 6076（13番人気）
馬連票数 計 601528 的中 �� 4695（38番人気）
馬単票数 計 292912 的中 �� 1462（55番人気）
ワイド票数 計 368036 的中 �� 3636（29番人気）�� 4618（21番人気）�� 1241（79番人気）
3連複票数 計 855682 的中 ��� 1125（178番人気）
3連単票数 計1062467 的中 ��� 249（947番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングハート �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．9．26 中山2着

2013．5．7生 牡3鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 6戦2勝 賞金 18，220，000円
〔騎手変更〕 サフランハート号の騎手小崎綾也は，第7競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
〔発走状況〕 ジェスロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 グリーンバシリスク号の騎手嶋田純次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・5番・2番・1番）
※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。



05035 2月20日 曇 不良 （28小倉1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

611 トップボンバー 牡5鹿 57 藤岡 康太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450－101：43．5 7．2�
12 エイヴィアンボス 牡6鹿 57 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 558＋141：44．45 82．8�
36 アイファーサンディ 牡4鹿 56 城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 466－ 41：44．5クビ 24．7�
47 ナンヨーカノン 牝6青鹿55 幸 英明中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋101：44．71� 17．2�
714 ハナズリベンジ 牝5黒鹿55 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 490± 0 〃 クビ 4．5	
24 タムロミラクル 牡4青鹿56 D．バルジュー 谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 478± 01：44．91� 3．3


（伊）

713 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 462－ 81：45．0	 62．0�
11 シ ュ ミ ッ ト 牡6芦 57 松山 弘平杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 494－ 21：45．21
 14．1�
35 サンウィノナ 牝4鹿 54 古川 吉洋加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 450± 01：45．3アタマ 58．6
816 メジャーガラメキ 牝4栗 54 小牧 太髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 8．3�
612 エクセルフラッグ 牡9鹿 57 岡田 祥嗣橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 524－ 61：45．51� 207．7�
23 ケツァルコアトル 牡6青鹿57 西村 太一�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 516－12 〃 ハナ 115．4�
59 ゲットアテープ 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504± 01：45．81	 23．8�
815� ドリームキラリ 牡4青 56 松田 大作ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 490＋ 41：45．9クビ 8．1�
510� セルリアンラッシュ 牡5青 57 高倉 稜�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B468－12 〃 クビ 141．0�
48 オウケンゴールド 牡5栃栗57 松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B500－ 81：46．11� 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，822，900円 複勝： 54，511，400円 枠連： 33，752，900円
馬連： 128，012，700円 馬単： 54，562，900円 ワイド： 58，352，800円
3連複： 169，657，100円 3連単： 230，316，400円 計： 765，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 300円 � 1，760円 � 620円 枠 連（1－6） 5，920円

馬 連 �� 27，310円 馬 単 �� 38，280円

ワ イ ド �� 7，020円 �� 2，160円 �� 11，800円

3 連 複 ��� 113，910円 3 連 単 ��� 474，370円

票 数

単勝票数 計 368229 的中 � 40450（3番人気）
複勝票数 計 545114 的中 � 53597（3番人気）� 7304（13番人気）� 22596（9番人気）
枠連票数 計 337529 的中 （1－6） 4418（24番人気）
馬連票数 計1280127 的中 �� 3632（56番人気）
馬単票数 計 545629 的中 �� 1069（106番人気）
ワイド票数 計 583528 的中 �� 2130（58番人気）�� 7100（26番人気）�� 1262（75番人気）
3連複票数 計1696571 的中 ��� 1117（219番人気）
3連単票数 計2303164 的中 ��� 352（1050番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．3―12．4―12．4―12．3―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―41．8―54．2―1：06．6―1：18．9―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
11，16（2，8）（7，15）－（6，13）（3，4）10（9，14）（5，12）1
11－16（2，8）7（15，13，4）6，14，12（3，10）9，5，1

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

勝馬の
紹 介

トップボンバー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．16 京都7着

2011．3．26生 牡5鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン 16戦4勝 賞金 53，240，000円
〔騎手変更〕 トップボンバー号の騎手加藤祥太は，第7競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。

メジャーガラメキ号の騎手小崎綾也は，第7競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ココ号・ロックキャンディ号
（非抽選馬） 1頭 ザマンダ号
※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。

05036 2月20日 曇 重 （28小倉1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お お む た

大 牟 田 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

817 フィボナッチ 牡6鹿 57 松若 風馬水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 482＋121：08．9 89．4�
36 ビリーヴザワン �5鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 クビ 36．9�
715 トシストロング 牡5鹿 57 幸 英明上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 484－ 61：09．0	 13．5�
612 オースミチャド 牡5鹿 57 小牧 太�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492－ 21：09．1クビ 7．2�
24 ゲンキチハヤブサ �4栗 57 北村 友一荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 464＋ 4 〃 クビ 40．6�
23 
 クリノハッチャン 牝5鹿 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 454± 01：09．2	 28．9	
713 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 412－161：09．3	 47．5

12 ダ ラ ニ 牝5栗 55 川須 栄彦山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 496－ 6 〃 アタマ 17．8�
510 イ キ オ イ 牡4鹿 57 横山 和生西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450＋ 21：09．4	 75．5�
59 トウカイクローネ 牡4青鹿57 松田 大作内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 466－101：09．5クビ 6．2
48 ステイブレイズ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 470－12 〃 クビ 102．5�
11 グレイスフルワード 牝4鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 414－ 41：09．71� 77．3�
816 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 462＋ 4 〃 クビ 16．2�
35 � ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 D．バルジュー 窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 464± 0 〃 ハナ 2．3�
（伊）

818 サンビショップ �4栗 57 古川 吉洋加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 450－141：09．91� 66．5�
611 アイファーマシェリ 牝5黒鹿55 城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 444－121：10．0 81．3�
47 アドマイヤジャズ 牡4青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－101：10．63	 6．3�
714 ヤマタケマツリ 牝4鹿 55 木幡 初也山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：12．3大差 225．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，036，800円 複勝： 44，372，700円 枠連： 19，400，000円
馬連： 77，215，600円 馬単： 37，497，900円 ワイド： 41，936，000円
3連複： 99，377，400円 3連単： 144，614，600円 計： 497，451，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，940円 複 勝 � 2，040円 � 1，160円 � 400円 枠 連（3－8） 1，160円

馬 連 �� 130，370円 馬 単 �� 262，830円

ワ イ ド �� 34，000円 �� 11，240円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 425，900円 3 連 単 ��� 4，765，700円

票 数

単勝票数 計 330368 的中 � 2956（16番人気）
複勝票数 計 443727 的中 � 5388（16番人気）� 9756（11番人気）� 32200（5番人気）
枠連票数 計 194000 的中 （3－8） 12907（4番人気）
馬連票数 計 772156 的中 �� 459（124番人気）
馬単票数 計 374979 的中 �� 107（244番人気）
ワイド票数 計 419360 的中 �� 317（133番人気）�� 963（84番人気）�� 1769（50番人気）
3連複票数 計 993774 的中 ��� 175（496番人気）
3連単票数 計1446146 的中 ��� 22（3627番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィボナッチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．4．24生 牡6鹿 母 モエレヒストリー 母母 ユーザーヒストリー 26戦2勝 賞金 23，505，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ダラニ号の騎手小崎綾也は，第7競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。

フィボナッチ号の騎手加藤祥太は，第7競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマタケマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月20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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴァッフシュテルケ号・コスモマイルール号・ファイナルブロー号
（非抽選馬） 7頭 クラウンノキミ号・ジンセイハオマツリ号・ディレットリーチェ号・テセラレフィナード号・デュアルメジャー号・

ビアンコカンドーレ号・リンガスヴィグラス号
※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。



（28小倉1）第3日 2月20日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 189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

168，590，000円
6，760，000円
2，000，000円
16，880，000円
71，709，000円
4，914，000円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
251，919，400円
351，771，400円
164，773，700円
537，597，500円
274，686，400円
319，286，600円
750，378，800円
994，434，500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 3，644，848，300円

総入場人員 6，963名 （有料入場人員 6，178名）
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