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05037 2月21日 晴 不良 （28小倉1）第4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）

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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

59 エテルナミノル 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 434－ 21：46．5 1．7�
23 ヌ ン ダ ー ウ 牝3鹿 54 小牧 太ヌンクラブ� 谷 潔 新冠 赤石 久夫 456－ 41：47．35 29．3�
510 セトノチーター 牝3栗 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 444－ 41：47．4クビ 22．3�
47 マルクデラポム 牝3青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 478＋ 41：47．61� 8．0�
35 カネトシフェアリー 牝3鹿 54 吉田 隼人兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 486± 01：47．81� 14．0�
815 フジクイーン 牝3栗 54

52 △�島 克駿平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 472＋ 4 〃 アタマ 9．1	
611 レーヴドミカ 牝3栗 54 津村 明秀尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 474－ 41：47．9クビ 71．5

24 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 452－ 41：48．11� 22．4�
48 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 444＋ 41：48．31� 117．4�
713 キタイチサクラ 牝3栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 458± 01：48．4クビ 14．4
36 ローザビアンカ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也新木 鈴子氏 高橋 亮 浦河 ヒダカフアーム 440－241：48．5� 190．0�
12 ゼーリムニル 牝3鹿 54 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 458－ 41：48．71� 21．1�
714 ブラボーウォーム 牝3芦 54 D．バルジュー 松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494＋101：49．44 12．4�

（伊）

612 ヨ ア ソ ビ 牝3黒鹿54 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：49．61� 98．8�
816 ユ ッ セ 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 464－ 21：50．55 226．9�
11 デルマオイチ 牝3鹿 54 杉原 誠人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 386－ 81：52．5大差 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，821，700円 複勝： 38，479，400円 枠連： 11，278，300円
馬連： 38，971，500円 馬単： 22，980，700円 ワイド： 26，146，700円
3連複： 58，728，900円 3連単： 73，791，100円 計： 287，198，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 540円 � 410円 枠 連（2－5） 1，290円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 950円 �� 790円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 14，540円 3 連 単 ��� 45，100円

票 数

単勝票数 計 168217 的中 � 76941（1番人気）
複勝票数 計 384794 的中 � 196157（1番人気）� 9601（10番人気）� 13272（7番人気）
枠連票数 計 112783 的中 （2－5） 6731（5番人気）
馬連票数 計 389715 的中 �� 9759（9番人気）
馬単票数 計 229807 的中 �� 4607（14番人気）
ワイド票数 計 261467 的中 �� 7210（9番人気）�� 8741（6番人気）�� 1152（48番人気）
3連複票数 計 587289 的中 ��� 3028（43番人気）
3連単票数 計 737911 的中 ��� 1186（134番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．8―13．2―13．1―12．3―12．3―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．5―42．7―55．8―1：08．1―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3
7（10，12）（1，2，15）－16（4，8，9）（5，14）（3，13）11－6・（10，9）（7，15）－（2，12，13）（5，11）（8，16，14）3（1，4）－6

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

勝馬の
紹 介

エテルナミノル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．2．6 京都2着

2013．5．24生 牝3黒鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオイチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンイマコマチ号・オールフォーユー号・ダイシンザーゲ号
※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。

05038 2月21日 晴 不良 （28小倉1）第4日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時15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
56．9
56．9

重
重

45 メイショウノボサン 牡3栗 56 蛯名 正義松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 466＋12 59．5 1．3�
46 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 54 岩田 康誠服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 428± 0 59．6� 23．6�
57 エクセルレジェンド 牡3黒鹿56 幸 英明谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 422－ 2 59．81� 81．0�
610 セフティバレンチノ 牡3黒鹿56 S．フォーリー 池田 實氏 目野 哲也 浦河 辻 牧場 480± 0 〃 ハナ 12．7�

（愛）

22 メイショウサイジン 牝3鹿 54
52 △�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 460－10 〃 クビ 8．1�

34 トウショウアパッチ 牡3鹿 56 宮崎 北斗トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 61：00．01� 7．4	
33 オヒアレフア 牝3青鹿54 丸山 元気�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 440－ 81：00．21� 87．9

814 ピエナダンディー 牡3黒鹿56 中井 裕二本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 496＋ 61：00．41� 151．7�
712 トドロキボサツ 牝3鹿 54 横山 和生原田昭太郎氏 古賀 史生 青森 長谷地 義正 420－ 41：00．93 215．8�
711 ガ ロ ン ヌ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494＋ 41：01．0� 120．4
813 クインズネプチュン 牝3鹿 54 吉田 隼人 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 大滝 康晴 432± 0 〃 クビ 99．0�
69 リンガスウラン 牝3黒鹿54 津村 明秀伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 402－10 〃 クビ 18．8�
58 ハイブリッドクロス 牡3栗 56 伊藤 工真西村新一郎氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ

ファーム 464＋ 61：01．21� 212．3�
11 エクセレントロード 牡3黒鹿56 黛 弘人河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 470－161：02．05 173．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，940，600円 複勝： 72，548，600円 枠連： 9，368，700円
馬連： 27，058，900円 馬単： 21，674，800円 ワイド： 19，466，300円
3連複： 39，251，100円 3連単： 72，315，700円 計： 279，624，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 290円 � 760円 枠 連（4－4） 1，050円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 510円 �� 860円 �� 5，660円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 17，370円

票 数

単勝票数 計 179406 的中 � 108391（1番人気）
複勝票数 計 725486 的中 � 590051（1番人気）� 14474（6番人気）� 4537（7番人気）
枠連票数 計 93687 的中 （4－4） 6863（4番人気）
馬連票数 計 270589 的中 �� 18677（5番人気）
馬単票数 計 216748 的中 �� 11879（6番人気）
ワイド票数 計 194663 的中 �� 10503（5番人気）�� 5842（8番人気）�� 821（36番人気）
3連複票数 計 392511 的中 ��� 3789（23番人気）
3連単票数 計 723157 的中 ��� 3018（50番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．7―35．4―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 ・（6，12）14（2，10，5）（3，4）（9，11）13，8，7－1 4 ・（6，12）（2，10，14，5）（3，4）7（8，9）（11，13）＝1

勝馬の
紹 介

メイショウノボサン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．8．22 小倉7着

2013．3．16生 牡3栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ 7戦1勝 賞金 13，000，000円
〔騎手変更〕 エクセルレジェンド号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノアーニング号・コウキアツガール号
（非抽選馬） 6頭 エブリーナイト号・カチノハナ号・キラパワー号・ニシノハレブタイ号・ラインスラッガー号・ワールドフォース号
※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。

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　メインアクト号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月21日 晴 稍重 （28小倉1）第4日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

35 ペイザージュ 牝3栗 54 岩田 康誠落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478＋ 41：09．8 2．2�
59 ワンハンドグルメ 牡3栗 56 北村 友一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 村上牧場 462＋ 21：09．9� 113．0�
816 アクティベート 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 458＋10 〃 クビ 12．9�
36 ロングハード 牝3黒鹿54 幸 英明中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 434－161：10．22 27．5�
818 シャンボール 牝3栗 54 西村 太一�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 422－ 21：10．3クビ 21．0�
24 タマモペンライト 牝3鹿 54 田中 博康タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：10．4� 20．6

23 タマモブリリアン 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿タマモ	 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 452－101：10．5クビ 4．5�
713 コウセイカルメン 牝3鹿 54 蛯名 正義杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 392± 0 〃 ハナ 6．1�
48 バトルキャンデー 牝3鹿 54 平野 優宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 442＋ 2 〃 ハナ 246．3
611 キチロクステージ 牡3鹿 56 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 466＋ 2 〃 クビ 12．8�
817 ミ シ ェ ル 牝3栗 54

52 △伴 啓太スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 長浜 秀昭 418＋221：10．82 224．0�
47 サンローズピンク 牝3青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 斉藤 正男 416＋ 61：11．11� 105．4�
11 マーガレット 牝3青鹿54 小牧 太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 416＋ 81：11．2クビ 55．0�
612 アキノプリンス 牡3鹿 56 大下 智穐吉 正孝氏 藤岡 健一 新ひだか 森 政巳 444± 01：11．3� 138．7�
714 チョウキタイ 牝3青鹿54 吉田 隼人丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 426－10 〃 クビ 20．7�
510 マリノジュエリー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼矢野まり子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 428＋ 81：11．72� 46．5�
715 カ シ ノ レ ア 牝3栗 54 的場 勇人柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 402＋ 41：11．8� 309．5�
12 ヴィシュトリア 牡3黒鹿56 秋山真一郎棚網 基己氏 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 462＋ 81：12．22� 177．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，571，500円 複勝： 23，415，800円 枠連： 12，533，900円
馬連： 35，317，500円 馬単： 19，365，300円 ワイド： 23，968，700円
3連複： 48，503，700円 3連単： 61，009，000円 計： 242，685，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，460円 � 360円 枠 連（3－5） 3，720円

馬 連 �� 10，480円 馬 単 �� 17，180円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 760円 �� 11，360円

3 連 複 ��� 42，000円 3 連 単 ��� 193，990円

票 数

単勝票数 計 185715 的中 � 66920（1番人気）
複勝票数 計 234158 的中 � 63286（1番人気）� 2953（12番人気）� 14537（6番人気）
枠連票数 計 125339 的中 （3－5） 2605（14番人気）
馬連票数 計 353175 的中 �� 2611（30番人気）
馬単票数 計 193653 的中 �� 845（54番人気）
ワイド票数 計 239687 的中 �� 2108（28番人気）�� 8564（5番人気）�� 523（69番人気）
3連複票数 計 485037 的中 ��� 866（106番人気）
3連単票数 計 610090 的中 ��� 228（505番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイザージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Miswaki デビュー 2015．8．9 小倉3着

2013．4．28生 牝3栗 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔騎手変更〕 マリノジュエリー号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため岩崎翼に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アジロ号・ウインシガーロ号・ガールズティアラ号・クリスタルガーデン号・グリニッチヴィレジ号・

ゴールドサミット号・サニーデイヒーロー号・ナムラシャーロット号・ヒロンスキー号・プロジェクション号・
ロイヤルビーナス号・ワオ号

05040 2月21日 晴 稍重 （28小倉1）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

715 ゼンノタヂカラオ 牡3黒鹿56 川田 将雅大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 510－ 42：01．9 1．3�
24 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458± 02：02．32� 13．6�
48 ダノンエール 牡3鹿 56

54 △�島 克駿�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 534＋10 〃 クビ 12．2�
35 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 D．バルジュー �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 476－102：02．93� 7．0�

（伊）

12 グランサーブル 牡3芦 56
53 ▲木幡 初也間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430－ 62：03．0� 225．8	

817 アズマタックン 牡3青鹿56 岩田 康誠東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 484＋222：03．1� 29．8

714 ヤマニンゲイナー 牡3青鹿56 田中 博康土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 436－ 62：03．41� 209．8�
816 イ ン パ ッ ト 牝3栗 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 22：03．5� 147．8�
47 コスモロングソード 牡3栗 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 426－ 42：03．6� 30．9
611 ウィンイモン 牝3栗 54

52 △伴 啓太井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 426－ 2 〃 ハナ 176．5�
818� リュッケンヴィント 牡3鹿 56 丸田 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud

& Jimmy Hyland 456± 02：03．92 124．3�
713 キッズガチマヤー 牡3鹿 56 柴田 未崎瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 502± 02：04．53� 285．8�
59 タカラピクシイ 牝3鹿 54 宮崎 北斗村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 450－ 62：04．6� 269．7�
23 コークスクリュー 牡3鹿 56 中谷 雄太�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－102：04．81	 31．0�
11 サンケネット 牝3青鹿54 二本柳 壮加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 浦河育成牧場 436－102：05．01 289．1�
612 ア ド リ ア 牝3鹿 54 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536－20 〃 クビ 29．4�
510 ア ル カ ヌ ム 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 432－102：05．31� 287．4�
36 � ファントムジオペラ 牡3鹿 56 S．フォーリー 大塚 亮一氏 友道 康夫 英 Dr S.

Eversfield 524－222：06．79 91．8�
（愛）

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，156，200円 複勝： 82，452，300円 枠連： 13，635，500円
馬連： 36，908，700円 馬単： 30，286，900円 ワイド： 25，752，200円
3連複： 50，789，900円 3連単： 92，530，100円 計： 357，511，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 190円 � 170円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 290円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 3，720円

票 数

単勝票数 計 251562 的中 � 154142（1番人気）
複勝票数 計 824523 的中 � 654996（1番人気）� 26628（4番人気）� 31534（2番人気）
枠連票数 計 136355 的中 （2－7） 22316（3番人気）
馬連票数 計 369087 的中 �� 45768（3番人気）
馬単票数 計 302869 的中 �� 29217（3番人気）
ワイド票数 計 257522 的中 �� 25534（2番人気）�� 24125（3番人気）�� 5905（10番人気）
3連複票数 計 507899 的中 ��� 21178（4番人気）
3連単票数 計 925301 的中 ��� 18000（5番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．1―12．6―12．9―12．8―12．4―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―34．7―47．3―1：00．2―1：13．0―1：25．4―1：37．6―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

2
4

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

ゼンノタヂカラオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 中京2着

2013．1．6生 牡3黒鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 6戦1勝 賞金 15，100，000円
〔騎手変更〕 リュッケンヴィント号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マイネルディセント号・マイネルピオネロ号
※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。



05041 2月21日 晴 重 （28小倉1）第4日 第5競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時05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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

69 � ブレイクエース 牡4鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－111：44．7 10．2�

610 サダムダイジョウブ 牡6青 57 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－ 41：44．8� 2．5�

58 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B484＋ 21：44．9� 15．8�
712� コスモカウピリ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 500－181：45．0� 24．4�
813 ミスティーフリップ 牡4栗 56

54 △�島 克駿吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：45．1� 15．6�

46 � バイオレットフィズ 牝4黒鹿54 幸 英明中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 436＋ 2 〃 クビ 5．6	
57 ジュガンティーヤ 牡5青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B532＋ 2 〃 アタマ 9．3

45 � クラウンビュレット 牡6鹿 57

55 △伴 啓太矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 480± 01：45．31� 66．5�
34 ファインライナー 牡4黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B458＋ 2 〃 クビ 62．5�
11 タイムアラウド 牡6鹿 57 古川 吉洋 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 21：46．04 9．8
711 ラブオーディーン 牡4鹿 56 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B502＋ 41：46．63� 10．2�

33 キタサンキンボシ 牡5栗 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 476－101：46．81� 15．1�

814� ヴィクトリーノヴァ 牡5芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 442＋ 61：47．75 282．9�
22 � ポッシブルドリーム 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B564－ 21：50．0大差 173．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，780，600円 複勝： 26，328，800円 枠連： 11，554，300円
馬連： 38，152，800円 馬単： 21，950，500円 ワイド： 25，904，600円
3連複： 52，907，200円 3連単： 73，512，300円 計： 269，091，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 130円 � 310円 枠 連（6－6） 1，910円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，220円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 55，980円

票 数

単勝票数 計 187806 的中 � 14619（6番人気）
複勝票数 計 263288 的中 � 19983（6番人気）� 77765（1番人気）� 16605（7番人気）
枠連票数 計 115543 的中 （6－6） 4680（8番人気）
馬連票数 計 381528 的中 �� 13592（7番人気）
馬単票数 計 219505 的中 �� 3335（16番人気）
ワイド票数 計 259046 的中 �� 9356（5番人気）�� 2862（31番人気）�� 8513（7番人気）
3連複票数 計 529072 的中 ��� 5246（25番人気）
3連単票数 計 735123 的中 ��� 952（195番人気）

ハロンタイム 7．0―10．4―11．5―13．3―12．4―11．9―12．6―12．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．4―28．9―42．2―54．6―1：06．5―1：19．1―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ブレイクエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 French Deputy

2012．2．16生 牡4鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral 8戦1勝 賞金 12，250，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ブレイクエース号の騎手丸山元気は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・3番）
〔その他〕 ポッシブルドリーム号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

05042 2月21日 晴 稍重 （28小倉1）第4日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

715 ウインソワレ 牝4鹿 55 幸 英明�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 466－141：08．8 9．1�
510 アズマクィーン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 462＋ 6 〃 クビ 19．9�
817 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 528－ 4 〃 ハナ 7．6�
35 � キミニヒトメボレ 牝5栗 55

53 △�島 克駿大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋101：08．9クビ 10．9�
59 タカラジャンヌ 牝5鹿 55 吉田 隼人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 434＋ 41：09．11� 13．4	
612 コスモラパン 牝5黒鹿55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 416－ 4 〃 ハナ 14．2�
48 レッドルシアン 牝5栗 55 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 ハナ 68．7�
12 ショウナンバクフウ 牝5鹿 55 伊藤 工真国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 460＋ 61：09．2クビ 63．6
714 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿55 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 428－ 4 〃 クビ 88．1�
818 ナムラマミー 牝4鹿 55 S．フォーリー 奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 418± 01：09．41 75．2�

（愛）

23 ヨッテウタッテ 牝5鹿 55
53 △伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 468－ 2 〃 ハナ 57．2�

24 ユメノマイホーム 牝4栗 55 西村 太一
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 444± 01：09．5� 8．4�
36 スーパールミナル 牝4栗 55 岡田 祥嗣 �グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 486－ 2 〃 クビ 14．6�
713 メッサーウイング 牝4栗 55 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B468＋221：09．6クビ 19．5�
47 キースカーフ 牝4鹿 55 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 458＋32 〃 クビ 41．8�
11 ティアップブロンド 牝4栗 55 丸山 元気田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B510＋ 4 〃 アタマ 2．8�
816 ニナフェアリー 牝5鹿 55 的場 勇人 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 458＋ 61：10．13 33．9�
611 シングルカスク 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 
キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434－ 41：10．73� 100．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，951，600円 複勝： 24，790，500円 枠連： 11，929，200円
馬連： 35，505，400円 馬単： 17，817，500円 ワイド： 24，971，600円
3連複： 55，223，100円 3連単： 60，107，700円 計： 248，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 360円 � 500円 � 280円 枠 連（5－7） 1，580円

馬 連 �� 6，060円 馬 単 �� 10，450円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，300円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，460円 3 連 単 ��� 100，410円

票 数

単勝票数 計 179516 的中 � 15635（4番人気）
複勝票数 計 247905 的中 � 18326（5番人気）� 11989（10番人気）� 25079（2番人気）
枠連票数 計 119292 的中 （5－7） 5831（6番人気）
馬連票数 計 355054 的中 �� 4538（20番人気）
馬単票数 計 178175 的中 �� 1278（37番人気）
ワイド票数 計 249716 的中 �� 3336（21番人気）�� 5033（9番人気）�� 2410（33番人気）
3連複票数 計 552231 的中 ��� 2371（51番人気）
3連単票数 計 601077 的中 ��� 434（298番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインソワレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．26 中京2着

2012．3．24生 牝4鹿 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 15戦2勝 賞金 28，241，000円
〔制裁〕 ウインソワレ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。



05043 2月21日 晴 稍重 （28小倉1）第4日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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
1：44．1
1：43．9

良
良

22 トラストルシファー 牝4鹿 54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 474＋ 81：48．1 13．0�
711 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿 55

53 △�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472－101：48．31� 2．9�

46 ジャストフォーユー 牡4鹿 56 蛯名 正義 �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 470－ 21：48．4� 7．8�

34 � コパノハミルトン 牡4黒鹿56 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 488－ 71：48．5� 39．0�
610 グリーンラヴ 牡6栗 57 D．バルジュー �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 478－10 〃 クビ 5．6	
（伊）

69 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 秋山真一郎 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 440＋ 61：48．6� 23．6�
813 トーセンカナロア 牡4鹿 56 杉原 誠人島川 �哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 482－121：48．7� 5．7
712 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 472－ 21：48．9� 139．8�
814� トスカニーニ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 462± 0 〃 ハナ 54．8�
58 � スズカブレーン 牡4鹿 56 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B484－ 21：49．11� 13．8�
33 タガノレグルス 牡4鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 0 〃 ハナ 6．8�
57 ホープフルデイズ 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �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 B442－ 61：49．52� 60．5�
11 タムロダイチ 牡4鹿 56 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 502＋ 21：49．71� 44．1�
45 ミ ス ネ バ ー 牝7栗 55 菱田 裕二澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 502＋ 61：53．4大差 214．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，382，800円 複勝： 22，511，800円 枠連： 10，596，000円
馬連： 33，957，300円 馬単： 18，476，100円 ワイド： 21，016，900円
3連複： 45，352，900円 3連単： 62，302，600円 計： 233，596，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 320円 � 170円 � 260円 枠 連（2－7） 1，940円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，320円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 31，120円

票 数

単勝票数 計 193828 的中 � 11873（6番人気）
複勝票数 計 225118 的中 � 16042（6番人気）� 42430（1番人気）� 21462（5番人気）
枠連票数 計 105960 的中 （2－7） 4212（9番人気）
馬連票数 計 339573 的中 �� 11543（11番人気）
馬単票数 計 184761 的中 �� 2500（25番人気）
ワイド票数 計 210169 的中 �� 5672（11番人気）�� 3922（20番人気）�� 11470（3番人気）
3連複票数 計 453529 的中 ��� 6926（18番人気）
3連単票数 計 623026 的中 ��� 1451（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．7―35．7―47．2―58．6―1：10．8―1：23．1―1：35．4

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

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

勝馬の
紹 介

トラストルシファー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．8．9 新潟7着

2012．5．27生 牝4鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer 12戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 タムロダイチ号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスネバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月21日まで平地競走に

出走できない。
※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。

05044 2月21日 晴 稍重 （28小倉1）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

35 シャンデリアハウス 牝4黒鹿55 D．バルジュー �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 436－ 81：08．6 5．6�
（伊）

11 ゼンノイザナギ 牡4栗 57 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 488＋ 61：08．81� 10．5�
12 サウンドカール 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 482－ 61：09．22� 113．1�
818 ウエスタンユーノー 牝5芦 55

53 △伴 啓太西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 488＋ 2 〃 クビ 14．9�
24 サチノリーダース 牡6青鹿57 幸 英明佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 456－ 41：09．3� 11．0�
715 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446± 01：09．4クビ 108．5	
59 オートクレール 牝5栗 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 434± 0 〃 クビ 21．2

612 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 中谷 雄太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 ハナ 87．3�
817 ビタミンエース 牡5鹿 57 古川 吉洋村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 516＋ 8 〃 ハナ 30．4
48 クリノカンパニー 牡5鹿 57

55 △�島 克駿栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 B482－ 21：09．5クビ 124．8�
611� アペルトゥーラ 牡5栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 508＋14 〃 クビ 6．6�
36 シニョリーナ 牝5青鹿55 黛 弘人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B456± 01：09．6� 50．7�
23 ホクラニミサ 牝5黒鹿55 吉田 隼人嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 460＋ 41：09．7� 5．4�
510 タガノビーンズ 牝5鹿 55 川須 栄彦八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 61：09．8� 19．3�
816 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 丸田 恭介村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 8 〃 同着 32．7�
714 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿55 横山 和生森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 馬道 繁樹 B506＋ 8 〃 ハナ 13．5�
713 マスターリデル 牡4鹿 57 小牧 太吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 464± 01：10．01 22．2�
47 ノミネーション 牡4黒鹿57 藤岡 康太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 8 〃 クビ 6．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，006，000円 複勝： 32，208，100円 枠連： 16，377，100円
馬連： 44，709，000円 馬単： 21，975，900円 ワイド： 28，555，200円
3連複： 64，354，000円 3連単： 76，252，800円 計： 305，438，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 350円 � 2，860円 枠 連（1－3） 3，400円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 10，180円 �� 12，330円

3 連 複 ��� 100，340円 3 連 単 ��� 394，880円

票 数

単勝票数 計 210060 的中 � 29934（2番人気）
複勝票数 計 322081 的中 � 43790（2番人気）� 24649（5番人気）� 2403（18番人気）
枠連票数 計 163771 的中 （1－3） 3727（21番人気）
馬連票数 計 447090 的中 �� 9554（10番人気）
馬単票数 計 219759 的中 �� 2580（17番人気）
ワイド票数 計 285552 的中 �� 5363（14番人気）�� 713（93番人気）�� 588（107番人気）
3連複票数 計 643540 的中 ��� 481（295番人気）
3連単票数 計 762528 的中 ��� 140（1245番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．6―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデリアハウス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2014．11．30 京都2着

2012．4．5生 牝4黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 11戦2勝 賞金 24，994，000円
〔騎手変更〕 ホクラニミサ号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 シゲルカゼノボン号の騎手横山和生は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番・11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エルノルテ号
（非抽選馬） 3頭 タガノスカイ号・テイエムチュラッコ号・ユリ号
※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。



05045 2月21日 晴 重 （28小倉1）第4日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

58 オウケンワールド 牡4芦 56 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494± 01：45．2 1．7�
11 ツクバイーメーカー 牡4鹿 56 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 514＋ 81：45．73 17．3�
23 � クリノロッキー 牡6栗 57 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 508－ 21：45．91� 34．3�
815� セルリアンラビット 牡7鹿 57 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 470＋ 6 〃 ハナ 59．5�
814 ポップアップハート 牡6栗 57 杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 ハナ 18．2�
47 グッドタイムロール 牝5栗 55 岩田 康誠	ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 520＋ 81：46．0クビ 13．9

713� エイシンスペーシア �5栗 57 津村 明秀岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B456＋ 2 〃 クビ 103．9�
22 タイガーボス 牡4鹿 56 D．バルジュー 伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462－ 6 〃 ハナ 11．0�

（伊）

35 コウユーハレワタル 牡4鹿 56 幸 英明加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 444－ 81：46．31� 37．9
59 キリシマツバサ 牡4黒鹿 56

54 △伴 啓太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 480－ 41：46．72� 182．5�
610 マルカロゼッタ 牡5栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 ハナ 19．8�
34 エッジクリフ 牡4鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 8 〃 ハナ 4．4�
46 シゲルウシュウ 牡5栗 57 嶋田 純次森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 466－ 2 〃 クビ 80．3�
712 サウザンドエース 牡5芦 57 川須 栄彦吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 538－ 61：47．44 113．7�
611 チョウテッパン 牡5栗 57 菱田 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 504＋ 61：47．82� 127．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，509，600円 複勝： 29，109，000円 枠連： 12，813，000円
馬連： 43，357，000円 馬単： 26，890，700円 ワイド： 26，672，700円
3連複： 57，335，800円 3連単： 101，610，700円 計： 318，298，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 350円 � 480円 枠 連（1－5） 1，300円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 430円 �� 830円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 205096 的中 � 95792（1番人気）
複勝票数 計 291090 的中 � 125347（1番人気）� 14028（7番人気）� 9456（8番人気）
枠連票数 計 128130 的中 （1－5） 7595（5番人気）
馬連票数 計 433570 的中 �� 24769（4番人気）
馬単票数 計 268907 的中 �� 11338（5番人気）
ワイド票数 計 266727 的中 �� 17177（2番人気）�� 8117（8番人気）�� 1989（31番人気）
3連複票数 計 573358 的中 ��� 5813（22番人気）
3連単票数 計1016107 的中 ��� 3719（58番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．0―13．0―12．6―11．9―12．5―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―43．0―55．6―1：07．5―1：20．0―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡4芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 11戦2勝 賞金 21，000，000円
〔騎手変更〕 グッドタイムロール号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔発走状況〕 チョウテッパン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。

05046 2月21日 晴 良 （28小倉1）第4日 第10競走 ��2，000�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時40分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

67 デンコウインパルス 牡4鹿 56 蛯名 正義田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 490－ 22：00．7 4．5�
68 ラウレアブルーム 牡4鹿 56 菱田 裕二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 486－142：00．91� 7．8�
56 ザイディックメア 牡4鹿 56 S．フォーリー �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 466± 02：01．0クビ 17．1�

（愛）

44 ビオラフォーエバー �5栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 クビ 2．1�
812 マイネルスパーブ 牡7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 470＋ 22：01．1クビ 13．6	
11 マウイノカオイ 牡6鹿 57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 490＋ 6 〃 クビ 52．6


（伊）

55 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 442± 02：01．2クビ 108．6�
811� セ フ ィ ー ロ 牡5鹿 57 西田雄一郎 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480＋ 42：01．41	 31．1�
79 レッドクラーケン 牡6鹿 57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 498± 02：01．5
 18．2
710 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 西村 太一�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 446＋122：01．6� 17．4�
22 ドラゴンケーニッヒ 牡4黒鹿56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：02．77 7．8�
33 � シウダニーニャ 牝4栗 54 岩崎 翼一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. 450－ 42：02．8� 262．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，492，400円 複勝： 29，120，400円 枠連： 16，923，300円
馬連： 50，844，700円 馬単： 31，873，400円 ワイド： 28，743，900円
3連複： 70，741，100円 3連単： 120，861，700円 計： 371，600，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 250円 � 470円 枠 連（6－6） 2，300円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，260円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 37，010円

票 数

単勝票数 計 224924 的中 � 39195（2番人気）
複勝票数 計 291204 的中 � 46712（2番人気）� 30004（3番人気）� 13637（7番人気）
枠連票数 計 169233 的中 （6－6） 5693（9番人気）
馬連票数 計 508447 的中 �� 22406（6番人気）
馬単票数 計 318734 的中 �� 8032（11番人気）
ワイド票数 計 287439 的中 �� 12756（5番人気）�� 5767（15番人気）�� 3748（22番人気）
3連複票数 計 707411 的中 ��� 6021（31番人気）
3連単票数 計1208617 的中 ��� 2367（122番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．4―12．3―12．3―12．4―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．0―47．4―59．7―1：12．0―1：24．4―1：36．5―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウインパルス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 阪神8着

2012．4．4生 牡4鹿 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 15戦2勝 賞金 20，636，000円
〔騎手変更〕 レッドクラーケン号の騎手加藤祥太は，第3日第7競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※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。



05047 2月21日 晴 良 （28小倉1）第4日 第11競走 ��1，800�第50回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，27．2．21以降28．2．14まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

12 アルバートドック 牡4鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 81：46．7 5．7�

11 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 小牧 太�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－14 〃 アタマ 8．9�
611 ネオリアリズム 牡5栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516＋201：46．8� 8．5�
48 ケイティープライド 牡6鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 63．5�
36 ハピネスダンサー 牝5鹿 52 吉田 隼人前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498± 01：46．9� 8．0	
816 ベ ル ー フ 牡4鹿 56 S．フォーリー �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 クビ 7．9

（愛）

35 レッドアリオン 牡6鹿 58 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484－ 21：47．11� 15．7�
815 コスモソーンパーク 牡8青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：47．2� 16．6�
713 メイショウカンパク 牡9黒鹿52 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484－101：47．3クビ 136．1
24 マイネルフロスト 牡5芦 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 494＋ 61：47．4� 4．2�
47 デウスウルト 	8黒鹿55 幸 英明吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 クビ 41．5�
23 メイショウヤタロウ 牡8鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 494± 01：47．6� 33．3�
612 タマモベストプレイ 牡6栗 56 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 488＋10 〃 クビ 38．7�
510 メドウラーク 牡5鹿 55 D．バルジュー 吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494± 01：47．7クビ 15．1�

（伊）

714 テイエムタイホー 牡7栗 57 藤岡 康太竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 492－ 41：48．44 18．9�
59 スマートオリオン 牡6栗 57．5 横山 和生大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 516－ 21：48．5� 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，636，100円 複勝： 152，474，400円 枠連： 88，122，900円
馬連： 438，564，100円 馬単： 165，077，600円 ワイド： 185，562，900円
3連複： 686，948，300円 3連単： 917，510，100円 計： 2，743，896，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 260円 � 350円 枠 連（1－1） 2，760円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，190円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，620円 3 連 単 ��� 45，220円

票 数

単勝票数 計1096361 的中 � 153642（2番人気）
複勝票数 計1524744 的中 � 221388（2番人気）� 148909（4番人気）� 102002（7番人気）
枠連票数 計 881229 的中 （1－1） 24732（11番人気）
馬連票数 計4385641 的中 �� 125587（8番人気）
馬単票数 計1650776 的中 �� 25167（14番人気）
ワイド票数 計1855629 的中 �� 49306（7番人気）�� 40098（10番人気）�� 26511（22番人気）
3連複票数 計6869483 的中 ��� 59708（22番人気）
3連単票数 計9175101 的中 ��� 14707（114番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．0―11．9―12．0―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．5―47．5―59．4―1：11．4―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルバートドック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2014．9．21 阪神6着

2012．1．21生 牡4鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 13戦4勝 賞金 112，229，000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 ヒラボクプリンス号・ベルラップ号
※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。

05048 2月21日 晴 良 （28小倉1）第4日 第12競走 1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

818 ダノンルージュ 牝6鹿 55 D．バルジュー �ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋141：08．8 11．7�
（伊）

715 フルールシチー 牝5鹿 55 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 510－ 2 〃 クビ 2．6�
47 � ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿55 蛯名 正義幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－ 61：08．9クビ 15．8�
714 ボストンサクラ 牝7黒鹿55 菱田 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 434－121：09．11� 104．7�
24 � リバティーホール 牝7鹿 55 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 454－101：09．2� 174．5�
816 フェブノヘア 牝5栗 55 丸山 元気釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 444－10 〃 クビ 23．8	
817 ニホンピロアンバー 牝5青鹿55 幸 英明小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 452－ 2 〃 ハナ 47．4

611� ブレイヴフィート 牝6鹿 55 吉田 隼人下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B448－ 4 〃 ハナ 42．7�
11 バトルムーングロウ 牝5栗 55 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 482－ 41：09．41� 35．8
36 ラインハート 牝5鹿 55 岩田 康誠 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B466＋ 4 〃 クビ 6．4�
510 クリノスイートピー 牝4黒鹿55 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 432－ 81：09．5クビ 9．6�
35 � ウイングパラダイス 牝5鹿 55 S．フォーリー 池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 470± 01：09．6� 10．5�

（愛）

612 スプリングサヴァン 牝5鹿 55 伊藤 工真加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 440± 0 〃 ハナ 66．8�
23 ハギノナトゥーラ 牝4鹿 55 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 516＋ 8 〃 クビ 23．1�
48 プルメリアスター 牝4鹿 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 426－ 61：09．7� 7．0�
59 ラブローレル 牝4青鹿55 古川 吉洋増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 406－101：09．91� 198．3�
12 ロマネクイーン 牝6鹿 55 黛 弘人村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B466－ 61：10．0クビ 64．8�
713 マッドアバウトユー 牝5栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 464－ 61：10．21� 63．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，563，100円 複勝： 58，957，800円 枠連： 39，002，200円
馬連： 113，856，600円 馬単： 50，002，800円 ワイド： 60，556，600円
3連複： 160，447，800円 3連単： 219，799，400円 計： 747，186，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 250円 � 160円 � 370円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，310円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 46，050円

票 数

単勝票数 計 445631 的中 � 30378（6番人気）
複勝票数 計 589578 的中 � 56030（4番人気）� 123745（1番人気）� 33556（7番人気）
枠連票数 計 390022 的中 （7－8） 40291（2番人気）
馬連票数 計1138566 的中 �� 53254（3番人気）
馬単票数 計 500028 的中 �� 9423（9番人気）
ワイド票数 計 605566 的中 �� 30303（3番人気）�� 6411（26番人気）�� 13764（8番人気）
3連複票数 計1604478 的中 ��� 15712（17番人気）
3連単票数 計2197994 的中 ��� 3460（115番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．4―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンルージュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．4．20 京都2着

2010．5．18生 牝6鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 21戦4勝 賞金 52，618，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スノーエンジェル号・タカラジェニファ号・フェアラフィネ号・ワタシダイナマイト号
（非抽選馬） 1頭 ファンファーレ号
※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。

３レース目



（28小倉1）第4日 2月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 191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

227，150，000円
1，270，000円
6，380，000円
1，960，000円
25，500，000円
72，601，000円
5，238，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
352，812，200円
592，396，900円
254，134，400円
937，203，500円
448，372，200円
497，318，300円
1，390，583，800円
1，931，603，200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 6，404，424，500円

総入場人員 17，188名 （有料入場人員 15，910名）
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