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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

05049 2月27日 雨 稍重 （28小倉1）第5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

35 ノーブルスノー 牝3芦 54 D．バルジュー 吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 480＋ 41：47．9 4．7�
（伊）

816 デイジーフローラ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 504－ 21：48．22 1．4�
714 ライラックチャーム 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 浅野洋一郎 浦河 上山牧場 488± 01：48．83� 71．1�
47 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 418＋ 21：49．65 31．4�
24 サトノベリーニ 牝3栗 54 松田 大作里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 446－ 61：49．7� 15．2�
713 ガーデンタイム 牝3鹿 54 幸 英明山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 佐藤 陽一 466－ 41：49．8� 83．6	
611 アドマイヤディーバ 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 412－141：50．11� 104．6

612 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444－ 21：50．2� 12．0�
510 マリノジュエリー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也矢野まり子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 430＋ 21：50．51� 68．4
23 オールフォーユー 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B438＋ 4 〃 クビ 96．3�
36 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 498－ 41：51．24 34．3�
11 ブルーネビュラ 牝3鹿 54 横山 和生 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 452＋ 6 〃 ハナ 41．5�
59 マ ー チ ン 牝3鹿 54 二本柳 壮矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 414－ 21：51．3クビ 36．4�
815 ハギノベリーニ 牝3鹿 54 川島 信二日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋101：51．72� 292．9�
12 シゲルカゴカキダイ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 長谷地 義正 454－161：53．7大差 211．9�
（15頭）

48 アデューシャーク 牝3黒鹿54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 15，707，600円 複勝： 80，263，900円 枠連： 8，250，700円
馬連： 27，489，200円 馬単： 19，087，900円 ワイド： 20，644，600円
3連複： 44，620，500円 3連単： 66，647，100円 計： 282，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 100円 � 630円 枠 連（3－8） 270円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，960円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 差引計 157076（返還計 65） 的中 � 26330（2番人気）
複勝票数 差引計 802639（返還計 45） 的中 � 49771（2番人気）� 649079（1番人気）� 4762（10番人気）
枠連票数 差引計 82507（返還計 2 ） 的中 （3－8） 22896（1番人気）
馬連票数 差引計 274892（返還計 348） 的中 �� 64076（1番人気）
馬単票数 差引計 190879（返還計 223） 的中 �� 16348（3番人気）
ワイド票数 差引計 206446（返還計 250） 的中 �� 44091（1番人気）�� 2142（23番人気）�� 3524（13番人気）
3連複票数 差引計 446205（返還計 1254） 的中 ��� 7711（14番人気）
3連単票数 差引計 666471（返還計 1923） 的中 ��� 2538（55番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．4―13．3―12．9―12．6―12．4―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．0―44．3―57．2―1：09．8―1：22．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルスノー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．6 東京3着

2013．4．9生 牝3芦 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔出走取消〕 アデューシャーク号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔制裁〕 デイジーフローラ号の騎手松若風馬は，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：12番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカゴカキダイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドリア号・オヒアレフア号
※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。

05050 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5日 第2競走 1，000�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
56．9
56．9

重
重

814 ス ワ ニ ル ダ 牝3芦 54 松若 風馬服部 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 2．1�
711 グランアルバス 牡3鹿 56 D．バルジュー 飯田 訓大氏 森 秀行 日高 本間牧場 454－12 59．7� 14．0�

（伊）

11 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿 56
53 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 504＋10 〃 ハナ 35．9�

46 アポロノホウリン 牡3鹿 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 474＋ 61：00．12� 6．0�
58 シゲルカマス 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 428－ 61：00．31� 20．5�
34 カシノアーニング 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B454－ 6 〃 ハナ 24．5�
69 ゴールドマリーン 牝3栗 54 丸田 恭介朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 B500－ 61：00．51 34．8	
22 スマートバーベナ 牝3栗 54

52 △義 英真大川 徹氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 406－201：00．71� 179．9

610 サ ノ ラ イ ド 牝3黒鹿54 松田 大作ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 454± 01：00．8� 186．3�
813 ラインスラッガー 牡3鹿 56 的場 勇人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 464－ 81：01．01� 73．1�
45 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 424＋ 21：01．1� 6．2
57 ラッシュストーム 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 452＋121：01．2� 4．8�

33 カ チ ノ ハ ナ 牝3栗 54
52 △伴 啓太華山 龍一氏 作田 誠二 新冠 ビッグレッドファーム 402－161：01．41 257．4�

712 コウキアツガール 牝3栗 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 460＋ 21：02．14 88．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，442，800円 複勝： 23，329，000円 枠連： 7，607，200円
馬連： 24，568，300円 馬単： 16，541，800円 ワイド： 16，944，800円
3連複： 37，140，100円 3連単： 50，805，000円 計： 193，379，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 320円 � 550円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，440円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 19，340円 3 連 単 ��� 48，590円

票 数

単勝票数 計 164428 的中 � 60806（1番人気）
複勝票数 計 233290 的中 � 80110（1番人気）� 14374（5番人気）� 7350（8番人気）
枠連票数 計 76072 的中 （7－8） 5143（4番人気）
馬連票数 計 245683 的中 �� 8716（7番人気）
馬単票数 計 165418 的中 �� 4177（11番人気）
ワイド票数 計 169448 的中 �� 5324（7番人気）�� 3015（18番人気）�� 967（37番人気）
3連複票数 計 371401 的中 ��� 1440（55番人気）
3連単票数 計 508050 的中 ��� 758（158番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．7―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ワ ニ ル ダ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．11．21 東京9着

2013．4．18生 牝3芦 母 オールザヴォーグ 母母 フラワーアーチ 3戦1勝 賞金 7，000，000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。

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月27日 曇 良 （28小倉1）第5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

23 � エリシェヴァ 牝3鹿 54 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited 462－ 21：08．3 3．5�

510� ジングルベルロック 牝3青鹿54 D．バルジュー 吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-
beth Vidal 446＋ 21：08．4� 2．4�

（伊）

713 カノヤパリティ 牝3栗 54
52 △城戸 義政神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 442－ 61：08．93 29．7�

612 グリニッチヴィレジ 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 21：09．0� 12．4�
24 ア ジ ロ 牝3栗 54 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 450－121：09．31� 30．9�
11 ファインキャプテン 牡3栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 クビ 3．6	
12 プロジェクション 牝3鹿 54 幸 英明
和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム 476＋ 41：09．51� 188．0�
59 ナムラシャーロット 牝3鹿 54 藤懸 貴志奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 384＋ 4 〃 クビ 267．4�
47 ロイヤルビーナス 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也入山 和男氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 424＋ 81：09．81� 74．9
818 ガールズティアラ 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 456－ 21：10．01� 21．9�
715 サンラポルテ 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 信之氏 松元 茂樹 新冠 競優牧場 432± 0 〃 アタマ 316．8�
816 エイシンウィチタ 牝3鹿 54 津村 明秀�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 信田牧場 440－ 6 〃 同着 158．0�
611 ウインシガーロ 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 ハナ 53．9�
817 スズカエメラルド 牝3鹿 54

52 △	島 克駿永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 422－ 41：10．31� 54．6�
35 メイショウエガオ 牝3栗 54 松田 大作松本 好雄氏 	島 一歩 浦河 吉田 又治 452± 01：10．51 293．5�
714 ゲ ン エ イ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 Him Rock Racing 牧 光二 むかわ 新井牧場 410＋16 〃 ハナ 116．8�
48 ゴールドサミット 牡3青鹿56 黛 弘人西森 道男氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：11．24 177．0�
36 � ワールドフォース 牝3鹿 54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 愛 Glenvale

Stud 448－ 61：11．3� 181．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，958，500円 複勝： 25，135，000円 枠連： 9，984，300円
馬連： 33，360，300円 馬単： 19，531，900円 ワイド： 21，647，000円
3連複： 48，217，100円 3連単： 66，810，400円 計： 244，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 360円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 230円 �� 810円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 199585 的中 � 45194（2番人気）
複勝票数 計 251350 的中 � 63043（1番人気）� 56420（2番人気）� 11257（6番人気）
枠連票数 計 99843 的中 （2－5） 15906（1番人気）
馬連票数 計 333603 的中 �� 56069（1番人気）
馬単票数 計 195319 的中 �� 13766（3番人気）
ワイド票数 計 216470 的中 �� 29284（1番人気）�� 6224（8番人気）�� 4164（13番人気）
3連複票数 計 482171 的中 ��� 13707（6番人気）
3連単票数 計 668104 的中 ��� 4995（19番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．7―11．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．0―44．3―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．3
3 1，3（2，10）（4，13，18）9，12（7，15）（16，11，17）14－5－8，6 4 ・（1，3）10，2（4，13）－（9，12，18）（7，15）（16，11）－17－14－5＝（8，6）

勝馬の
紹 介

�エリシェヴァ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．10．10 京都4着

2013．2．27生 牝3鹿 母 Believe 母母 Great Christine 5戦1勝 賞金 9，350，000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 ハトマークレディ号
※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。

05052 2月27日 曇 良 （28小倉1）第5日 第4競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

23 エーティーサンダー 牡3青鹿56 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 502－ 42：02．3 1．7�
11 イッツマイシャウト 牡3栗 56 松田 大作飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 B470－ 42：02．61� 18．1�
47 ルクナバード 牡3鹿 56

54 △伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 456＋ 42：03．02� 58．4�
612 ゴ ッ ツ ア ン 牡3鹿 56 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 聖心台牧場 480－ 62：03．1� 88．9�
24 チェストケハーツ 牝3鹿 54 黛 弘人了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 幌村牧場 420－ 22：03．2� 11．3�
714 マイネルピオネロ 牡3鹿 56 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B502＋ 6 〃 アタマ 76．2

36 フラジョレット 牡3芦 56

54 △�島 克駿金子真人ホール
ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B498＋ 42：03．3� 16．0�

510 マイネルディセント 牡3鹿 56 松山 弘平 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 沖田 忠幸 480－ 22：03．51� 32．7�

35 ウインブルースカイ 牡3栗 56 丹内 祐次	ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式
会社須野牧場 454＋ 22：03．6� 187．9�

713 トモジャハリーフ 牡3黒鹿56 吉田 隼人吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 448＋ 2 〃 クビ 29．5�
817 サグラダファミリア 牝3栗 54

52 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 B428－102：03．7� 63．8�
715 アタンドリール 牡3黒鹿56 藤岡 佑介落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 新冠橋本牧場 442± 02：03．8� 14．0�
48 コスモロングソード 牡3栗 56 D．バルジュー �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± 02：03．9� 23．2�

（伊）

816 レッドアルバ 牡3鹿 56 松若 風馬 	東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 462＋ 42：04．0クビ 5．0�
818 イ ン パ ッ ト 牝3栗 54 高倉 稜 �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 418＋ 6 〃 クビ 193．8�
12 ク マ ダ モ ン �3鹿 56 平野 優熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田中 裕之 416± 02：04．2� 240．3�
611 ディアシェダル 牝3青鹿54 西村 太一ディアレストクラブ	 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 406－ 22：04．41� 128．1�
59 ラ オ コ ー ン 牡3栗 56 川島 信二前田 幸治氏 森田 直行 厚真 大川牧場 B486＋ 22：04．71� 145．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，783，400円 複勝： 26，625，300円 枠連： 9，705，700円
馬連： 28，188，500円 馬単： 16，939，700円 ワイド： 19，503，600円
3連複： 47，697，600円 3連単： 52，106，800円 計： 218，550，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 840円 枠 連（1－2） 820円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，380円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 12，590円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 177834 的中 � 82868（1番人気）
複勝票数 計 266253 的中 � 123950（1番人気）� 16758（3番人気）� 4244（10番人気）
枠連票数 計 97057 的中 （1－2） 9083（3番人気）
馬連票数 計 281885 的中 �� 22364（3番人気）
馬単票数 計 169397 的中 �� 9614（3番人気）
ワイド票数 計 195036 的中 �� 12685（2番人気）�� 3512（12番人気）�� 774（48番人気）
3連複票数 計 476976 的中 ��� 2840（31番人気）
3連単票数 計 521068 的中 ��� 1324（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．9―49．8―1：02．3―1：13．6―1：25．3―1：37．2―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F37．0
1
3
10，12，13，11（15，18）8（6，7，14，17）（1，3）（2，5，16）4＝9・（17，10，12）（15，13）11（7，3，18，8）（6，14）（1，5，16）－4，2＝9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティーサンダー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．11．1 京都7着

2013．4．30生 牡3青鹿 母 ラヴリーハントレス 母母 Ballymac Girl 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 ラオコーン号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔制裁〕 イッツマイシャウト号の騎手松田大作は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・16番）
〔調教再審査〕 ラオコーン号は，発走調教再審査。
※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 カシノレア号・サンケネット号・タカラピクシイ号
※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。



05053 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5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 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

33 グランデサムライ 牡4青鹿57 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 466－ 2 58．4 8．7�
34 リンガスヴィグラス 牝4鹿 55

53 △伴 啓太伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 474＋ 8 58．71� 3．8�
814 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 464－ 4 59．12� 38．2�
813� スリーエスペラント 牡6栗 57 松田 大作永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 504－ 8 59．31 49．7�
69 カシノキングダム 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B474－ 2 〃 ハナ 30．3�
712 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 496＋10 〃 ハナ 27．1	
58 ケモノタイプ 牡4栗 57

55 △�島 克駿副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 486＋ 4 〃 クビ 48．5

45 キクノブレイン 牡6黒鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 504－ 2 59．51� 39．2�
711 レッドファーレン 牝4青鹿55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 クビ 14．4�
22 ミラクルアイドル 牝5黒鹿55 黛 弘人玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 470＋ 4 59．6� 12．7
46 ニホンピロヘーラー 牝4鹿 55 藤岡 佑介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－ 4 59．81� 9．9�
57 ビットアリエス 牝5青鹿55 松若 風馬礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 456－18 〃 ハナ 3．5�
610 サウスリュウセイ 牡4鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 B468－ 81：00．11� 18．2�
11 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 8．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，356，900円 複勝： 25，298，900円 枠連： 10，742，800円
馬連： 32，202，300円 馬単： 19，063，400円 ワイド： 24，878，100円
3連複： 50，181，100円 3連単： 62，913，700円 計： 241，637，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 150円 � 720円 枠 連（3－3） 1，840円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 600円 �� 5，930円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 28，360円 3 連 単 ��� 127，400円

票 数

単勝票数 計 163569 的中 � 15028（4番人気）
複勝票数 計 252989 的中 � 20981（3番人気）� 57147（1番人気）� 6935（11番人気）
枠連票数 計 107428 的中 （3－3） 4508（9番人気）
馬連票数 計 322023 的中 �� 13361（4番人気）
馬単票数 計 190634 的中 �� 3977（9番人気）
ワイド票数 計 248781 的中 �� 11396（3番人気）�� 1034（63番人気）�� 1864（45番人気）
3連複票数 計 501811 的中 ��� 1327（101番人気）
3連単票数 計 629137 的中 ��� 358（447番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．8―33．8―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランデサムライ �
�
父 サムライハート �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．18 京都1着

2012．4．27生 牡4青鹿 母 パラダイスコースト 母母 Maroochydore 7戦2勝 賞金 16，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 プレシャスヴィガー号・ポッドフィズ号
（非抽選馬） 1頭 キースカーフ号

05054 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5日 第6競走 1，700�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
1：41．8
1：41．7

不良
不良

612 パイロキシン 牡4栗 56 D．バルジュー 加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B490－ 81：46．7 7．1�
（伊）

816 レッドアライヴ 牡5鹿 57
55 △�島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 5．4�

713 トミケンシェルフ 牡4栗 56 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 488＋ 21：46．8� 8．4�
11 マイネルボルソー 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 484± 01：47．01� 2．4�
24 � メイショウトリトン 牡6黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 484± 01：47．31� 24．2�
714 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57 幸 英明石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 484＋ 41：47．4� 19．4	
48 カプリチオーソ 牡4栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 442－12 〃 クビ 86．1

815 ポ ン ト ス 牡4鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B462－101：47．71� 60．4�
36 タイキオールブルー 牡4青鹿56 藤岡 康太�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 442± 0 〃 クビ 17．7
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 504－ 41：47．91 29．5�
59 ローザズカレッジ 牡6黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 アタマ 11．7�
510 アムールクエスト 牡7鹿 57

55 △城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484＋121：48．11 443．8�
611 サンマルバロン 	4栗 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 462－ 6 〃 クビ 28．4�
35 ストロングバルドル 牡5鹿 57 伊藤 工真村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 41：48．2クビ 101．6�
47 ヤマカツライデン 牡4黒鹿 56

54 △義 英真山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526－ 21：48．73 24．5�
12 サンセットビーチ 牡4鹿 56 松田 大作 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 436－ 51：49．55 141．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，642，300円 複勝： 28，651，300円 枠連： 8，089，100円
馬連： 31，015，700円 馬単： 16，235，000円 ワイド： 21，036，600円
3連複： 45，200，200円 3連単： 52，206，400円 計： 220，076，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 180円 � 220円 枠 連（6－8） 1，640円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 720円 �� 770円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 23，700円

票 数

単勝票数 計 176423 的中 � 19822（3番人気）
複勝票数 計 286513 的中 � 32907（4番人気）� 43204（2番人気）� 33451（3番人気）
枠連票数 計 80891 的中 （6－8） 3818（7番人気）
馬連票数 計 310157 的中 �� 13024（5番人気）
馬単票数 計 162350 的中 �� 3255（12番人気）
ワイド票数 計 210366 的中 �� 7561（5番人気）�� 7054（7番人気）�� 6164（8番人気）
3連複票数 計 452002 的中 ��� 7350（11番人気）
3連単票数 計 522064 的中 ��� 1597（53番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．2―13．4―12．9―12．6―12．5―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―43．9―56．8―1：09．4―1：21．9―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

パイロキシン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．8．10 新潟8着

2012．5．22生 牡4栗 母 イシノスティール 母母 プラチナウェーブ 16戦2勝 賞金 16，000，000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。



05055 2月27日 曇 良 （28小倉1）第5日 第7競走 1，200�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 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

12 ウォーターラボ 牝4青鹿55 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋ 41：08．0 7．2�
11 ダイワプロパー 牝4栗 55 D．バルジュー 大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 494＋141：08．21 6．4�

（伊）

35 スペチアーレ 牝4鹿 55 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 470± 01：08．41� 44．2�
612 タガノスカイ 牝5鹿 55

53 △�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 81：08．61� 13．6�

713 ダイワソフィー 牝5芦 55 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474± 01：08．7� 35．1�
818 シェアザジョイフル 牝4鹿 55 幸 英明 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 456＋ 2 〃 ハナ 4．0	
714 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 15．0

715 コスモマイルール 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 436＋ 61：08．8� 48．1�
47 メモリーレーン 牝5栗 55 川島 信二 �シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480＋ 8 〃 クビ 75．4
24 ヨッテウタッテ 牝5鹿 55 伊藤 工真小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 464－ 41：08．9クビ 101．8�
611 マイティティー 牝4鹿 55 黛 弘人五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458－ 4 〃 ハナ 105．7�
510 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 418± 0 〃 クビ 6．8�
48 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 21：09．0クビ 15．9�
817 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± 0 〃 アタマ 20．9�
816 ホクラニミサ 牝5黒鹿55 二本柳 壮嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 454－ 61：09．1クビ 6．7�
23 タニオブローズ 牝6鹿 55 松田 大作谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 462－ 2 〃 アタマ 38．8�
59 テイエムチュラッコ 牝5栗 55

53 △義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 446－ 81：09．31� 116．4�
36 カ シ ノ リ ノ 牝4鹿 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 490＋ 61：11．6大差 40．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，862，800円 複勝： 31，240，600円 枠連： 14，672，900円
馬連： 35，346，100円 馬単： 17，803，600円 ワイド： 24，512，300円
3連複： 58，291，600円 3連単： 59，988，800円 計： 261，718，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 250円 � 1，340円 枠 連（1－1） 2，410円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 660円 �� 5，080円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 19，770円 3 連 単 ��� 143，060円

票 数

単勝票数 計 198628 的中 � 21894（5番人気）
複勝票数 計 312406 的中 � 38716（2番人気）� 35884（3番人気）� 4914（14番人気）
枠連票数 計 146729 的中 （1－1） 4702（10番人気）
馬連票数 計 353461 的中 �� 12127（5番人気）
馬単票数 計 178036 的中 �� 2877（12番人気）
ワイド票数 計 245123 的中 �� 10104（2番人気）�� 1188（52番人気）�� 3655（19番人気）
3連複票数 計 582916 的中 ��� 2211（65番人気）
3連単票数 計 599888 的中 ��� 304（473番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．2―11．4―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．3―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターラボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．3生 牝4青鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 10戦2勝 賞金 19，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月27日まで平地競走に

出走できない。
※ヨッテウタッテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

05056 2月27日 雨 良 （28小倉1）第5日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

79 モンドシャルナ 牡5鹿 57 吉田 隼人山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458± 02：01．7 2．1�
44 ロードグリッター 牡4栗 56 D．バルジュー �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490－ 6 〃 クビ 7．2�

（伊）

810 ラ ム レ イ 牝4鹿 54 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 474± 02：01．8� 25．0�
67 ステイザコース �6栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 62：02．01� 4．5�
811 フロリダパンサー 牡5青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 486－ 82：02．1� 4．4	
55 シームストレス 牝4鹿 54 松田 大作 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 464－162：02．2� 15．0

78 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

55 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 474＋ 22：02．41� 170．5�
11 ウインティアラ 牝4鹿 54

51 ▲木幡 初也�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 42：02．61� 16．6�
33 ナリノパシオン 牡4栗 56 松若 風馬成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B490± 02：02．81� 61．9
66 トウカイララバイ 牝4鹿 54

52 △�島 克駿内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 486＋ 22：03．12 100．6�
22 ユ ウ セ ン �8青鹿57 丸田 恭介野谷 美千氏 萱野 浩二 新ひだか 村岡 農夫 456－142：04．27 79．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，247，300円 複勝： 22，995，000円 枠連： 7，660，800円
馬連： 29，741，100円 馬単： 20，488，400円 ワイド： 18，687，900円
3連複： 37，992，100円 3連単： 74，442，400円 計： 232，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 340円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 310円 �� 780円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 202473 的中 � 74123（1番人気）
複勝票数 計 229950 的中 � 86556（1番人気）� 29996（4番人気）� 10233（7番人気）
枠連票数 計 76608 的中 （4－7） 8076（3番人気）
馬連票数 計 297411 的中 �� 25518（3番人気）
馬単票数 計 204884 的中 �� 13151（3番人気）
ワイド票数 計 186879 的中 �� 17219（3番人気）�� 5871（10番人気）�� 2217（19番人気）
3連複票数 計 379921 的中 ��� 6097（16番人気）
3連単票数 計 744424 的中 ��� 4154（42番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．9―13．7―12．7―12．2―11．7―11．6―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．9―36．8―50．5―1：03．2―1：15．4―1：27．1―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンドシャルナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alzao デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．3．7生 牡5鹿 母 ウインドインハーヘア 母母 Burghclere 21戦3勝 賞金 45，225，000円
〔制裁〕 ラムレイ号の騎手横山和生は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05057 2月27日 雨 稍重 （28小倉1）第5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，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

23 � アースコネクター 牡5栗 57 幸 英明 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B500－ 61：44．6 2．5�
815 マッシヴランナー 牡4黒鹿 56

54 △�島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 508－ 21：45．02� 6．0�
11 マイネルライヒ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 536± 01：45．32 7．2�
611	 クリノダイシャリン 牡4栗 56 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 504－101：45．51
 115．7�
713 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 B486＋ 2 〃 アタマ 16．7�
47 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 B524－ 8 〃 ハナ 16．1

712� ショウナンアイ 牝4栗 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 464－ 61：45．6� 26．5�
59 エッジクリフ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 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 B514－ 61：45．81
 13．4�
34 � カフジオリオン 牡4鹿 56 D．バルジュー 加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 470－101：45．9クビ 4．7
（伊）

58 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 藤岡 康太大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 476－101：46．0� 37．6�
814 クロイツェル 牡4黒鹿56 松田 大作 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B482－ 8 〃 アタマ 32．8�
22 トウケイファルコン 牡4栗 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 494＋ 21：46．1� 37．3�
610 コウエイアース 牡6鹿 57

55 △義 英真西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 474＋ 2 〃 クビ 202．9�
35 キリシマツバサ 牡4黒鹿56 伊藤 工真土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 478－ 21：46．31
 286．8�
46 	 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 480－ 21：54．1大差 277．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，520，100円 複勝： 31，267，200円 枠連： 13，376，000円
馬連： 44，747，900円 馬単： 24，764，400円 ワイド： 29，397，800円
3連複： 61，159，200円 3連単： 90，845，800円 計： 319，078，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 235201 的中 � 74537（1番人気）
複勝票数 計 312672 的中 � 95077（1番人気）� 40852（3番人気）� 37982（4番人気）
枠連票数 計 133760 的中 （2－8） 16390（2番人気）
馬連票数 計 447479 的中 �� 46661（2番人気）
馬単票数 計 247644 的中 �� 17897（2番人気）
ワイド票数 計 293978 的中 �� 25020（2番人気）�� 20295（3番人気）�� 10835（8番人気）
3連複票数 計 611592 的中 ��� 24877（3番人気）
3連単票数 計 908458 的中 ��� 10294（7番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．9―12．5―12．2―12．1―12．3―12．6―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．6―42．1―54．3―1：06．4―1：18．7―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アースコネクター �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Rahy デビュー 2013．8．25 新潟1着

2011．4．26生 牡5栗 母 Rahy Connection 母母 Connecting Link 17戦2勝 賞金 38，685，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオアルカディア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月27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。

05058 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5日 第10競走 1，800�
ひ た

日 田 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

713 マルーンドロップ 牝5栗 55 北村 友一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 武田 博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：48．2 31．3�

612 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 466－ 21：48．41� 5．1�
12 ル ア ン ジ ュ 牝4青 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 476－ 41：48．5クビ 13．6�
815� アマレッティ 牝4栗 54 伊藤 工真 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋141：48．6� 39．2�
611 フェイトカラー 牝5黒鹿55 幸 英明吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：48．7� 13．0	
59 アプリコットベリー 牝4青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 394－ 61：48．8� 12．5

23 セレナビアンカ 牝5鹿 55 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 41：48．9� 13．3�
47 ウインレナータ 牝4黒鹿54 黛 弘人�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 436＋ 41：49．0� 208．6�
48 コスモメリー 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 442＋181：49．1� 28．1
36 ノーブルソニック 牝4黒鹿54 �島 克駿 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 41：49．2� 3．8�
816 サトノマジカル 牝4青鹿54 D．バルジュー 里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B420＋ 21：49．3� 45．1�

（伊）

510 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 474＋ 2 〃 クビ 120．5�
35 メイショウサワヤカ 牝4黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 464± 0 〃 アタマ 19．3�
24 カレンリスベット 牝5黒鹿55 吉田 隼人鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486＋ 41：49．51 3．3�
714� ツキミチャン 牝5青鹿55 藤岡 佑介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 444－141：49．92� 76．9�
11 ムーントラベラー 牝5鹿 55 高倉 稜吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436－221：50．53� 212．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，889，400円 複勝： 35，120，100円 枠連： 16，484，700円
馬連： 56，796，300円 馬単： 28，127，900円 ワイド： 34，792，800円
3連複： 79，217，700円 3連単： 103，762，800円 計： 381，191，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 640円 � 220円 � 380円 枠 連（6－7） 3，250円

馬 連 �� 7，960円 馬 単 �� 19，310円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 4，890円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 36，810円 3 連 単 ��� 278，620円

票 数

単勝票数 計 268894 的中 � 6870（10番人気）
複勝票数 計 351201 的中 � 12549（9番人気）� 49955（3番人気）� 23287（6番人気）
枠連票数 計 164847 的中 （6－7） 3920（14番人気）
馬連票数 計 567963 的中 �� 5528（27番人気）
馬単票数 計 281279 的中 �� 1092（66番人気）
ワイド票数 計 347928 的中 �� 3756（26番人気）�� 1803（47番人気）�� 5927（17番人気）
3連複票数 計 792177 的中 ��� 1614（111番人気）
3連単票数 計1037628 的中 ��� 270（754番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．6―12．1―11．8―11．4―11．8―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．9―49．0―1：00．8―1：12．2―1：24．0―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0
1
3
・（4，5）11（1，8，14）13，7（9，15）（3，6，12）－（2，10）16・（4，11，10）5（13，14）（1，8）（7，15，12）9（3，2，6）16

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

勝馬の
紹 介

マルーンドロップ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー 2013．9．21 中山7着

2011．3．31生 牝5栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム 21戦1勝 賞金 19，334，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔制裁〕 マルーンドロップ号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・12番・14番・2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。



05059 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5日 第11競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）

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

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

11 ブライトバローズ 牡4鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 22：38．7 2．9�
711 エクストレミティー 牡5鹿 57 幸 英明 P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 504－ 82：38．91� 30．9�
22 ゼットスマイル 牡4栗 56 藤岡 佑介�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 504－ 42：39．11� 18．6�
710 メイショウブシン 牡6鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 482－ 82：39．2クビ 7．8�
812� レイトライザー 牡6黒鹿57 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 464－ 82：39．3� 14．2�
45 ギブアンドテイク 牡5栗 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 502＋10 〃 クビ 55．6	
68 � ラルプデュエズ 牡6黒鹿57 D．バルジュー 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－102：39．4� 8．9


（伊）

69 スペキュレイター 牡6鹿 57 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 504＋ 22：39．61� 3．8�
57 クールオープニング 牡5青鹿57 北村 友一前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 02：39．7クビ 14．3�
44 ワーキングプライド 牝4鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 62：40．01	 7．7
813 オリジナルスマイル 
6鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 524± 02：40．32 83．8�
33 カウニスクッカ 牝5鹿 55 嶋田 純次大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 466－ 42：41．79 67．6�
56 パリソワール 牡7栗 57 長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 440－ 42：44．8大差 140．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，921，500円 複勝： 54，404，600円 枠連： 27，393，600円
馬連： 123，142，500円 馬単： 54，692，500円 ワイド： 54，777，800円
3連複： 161，080，000円 3連単： 243，584，600円 計： 757，997，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 680円 � 410円 枠 連（1－7） 1，130円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 760円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 65，350円

票 数

単勝票数 計 389215 的中 � 107140（1番人気）
複勝票数 計 544046 的中 � 130812（1番人気）� 16293（9番人気）� 29242（8番人気）
枠連票数 計 273936 的中 （1－7） 18775（3番人気）
馬連票数 計1231425 的中 �� 21680（18番人気）
馬単票数 計 546925 的中 �� 6437（23番人気）
ワイド票数 計 547778 的中 �� 10331（18番人気）�� 19277（10番人気）�� 4108（36番人気）
3連複票数 計1610800 的中 ��� 8057（51番人気）
3連単票数 計2435846 的中 ��� 2702（211番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．1―12．3―11．6―12．2―12．6―12．4―11．9―12．3―12．3―12．0―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�
12．8―24．5―36．6―48．9―1：00．5―1：12．7―1：25．3―1：37．7―1：49．6―2：01．9―2：14．2―2：26．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京3着

2012．2．18生 牡4鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 8戦3勝 賞金 32，108，000円
〔制裁〕 メイショウブシン号の調教師沖芳夫は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パリソワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月27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。

05060 2月27日 曇 稍重 （28小倉1）第5日 第12競走 ��1，200�
お う ま

合 馬 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 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 リッパーザウィン 牡4栗 57 川須 栄彦�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508± 01：08．2 4．1�

715 ビットレート 牝4栗 55 D．バルジュー �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－ 41：08．3� 7．0�
（伊）

611 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494－ 81：08．4� 14．5�
818 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 432－ 21：08．5クビ 37．0�
24 アレスバローズ 牡4黒鹿57 吉田 隼人猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 492－ 2 〃 クビ 3．6	
713 デュアルメジャー 牡4青鹿57 嶋田 純次 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：08．6クビ 31．7

612 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 松田 大作�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484－ 41：08．7� 19．1�
12 マサノハナチャン 牝5鹿 55 杉原 誠人中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 444＋ 61：08．8� 9．9�
36 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿57 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 490－18 〃 ハナ 50．0
48 	 ムーンドロップ 牡5鹿 57 城戸 義政�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 458＋ 61：08．9クビ 20．3�
510 シニョリーナ 牝5青鹿55 高倉 稜髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B456± 0 〃 ハナ 132．2�
816 ハコダテローズ 牝4鹿 55 松若 風馬河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 416＋ 21：09．0� 46．2�
11 ジャミールカズマ 牡4青鹿57 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 496＋10 〃 クビ 45．7�
714 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 470－ 21：09．1クビ 6．7�
23 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 442＋ 21：09．2� 63．2�
47 	 ユ リ 牝4栗 55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中

田牧場 398－101：09．51� 175．3�
35 	 オーバーチュア 牡5鹿 57 長岡 禎仁西村 專次氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 440± 01：09．6� 157．9�
817 グレイスフルワード 牝4鹿 55 北村 友一 �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 410－ 41：10．13 70．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，748，300円 複勝： 46，445，700円 枠連： 24，073，000円
馬連： 83，485，400円 馬単： 33，223，100円 ワイド： 44，244，000円
3連複： 104，711，900円 3連単： 140，354，900円 計： 507，286，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 240円 � 410円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，320円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 38，180円

票 数

単勝票数 計 307483 的中 � 59502（2番人気）
複勝票数 計 464457 的中 � 88780（1番人気）� 49589（4番人気）� 24295（6番人気）
枠連票数 計 240730 的中 （5－7） 27498（1番人気）
馬連票数 計 834854 的中 �� 39333（3番人気）
馬単票数 計 332231 的中 �� 9174（5番人気）
ワイド票数 計 442440 的中 �� 18602（4番人気）�� 8490（12番人気）�� 5842（19番人気）
3連複票数 計1047119 的中 ��� 9089（23番人気）
3連単票数 計1403549 的中 ��� 2665（88番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．8―11．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．9―44．2―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッパーザウィン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．17 小倉1着

2012．4．29生 牡4栗 母 シャトルシャロン 母母 オースミシャロン 11戦2勝 賞金 28，629，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。



（28小倉1）第5日 2月27日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

167，900，000円
3，800，000円
5，260，000円
1，900，000円
16，840，000円
69，992，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
264，080，900円
430，776，600円
158，040，800円
550，083，600円
286，499，600円
331，067，300円
775，509，100円
1，064，468，700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 3，860，526，600円

総入場人員 6，876名 （有料入場人員 6，170名）
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