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05061 2月28日 晴 稍重 （28小倉1）第6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

510� アンナペレンナ 牝3芦 54 D．バルジュー 中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-
velopments 510－ 41：48．5 3．0�

（伊）

12 ゴールドファーム 牡3栗 56 幸 英明新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 468－ 81：48．71� 13．4�
611� フェイスインパクト 牡3栗 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Momkids,

Inc. 516 ―1：48．8	 20．7�
11 トーホウリーガル 牡3青鹿56 北村 友一東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 514－101：48．9クビ 6．4�
59 スマートカオス 牡3黒鹿 56

54 △
島 克駿大川 徹氏 大久保龍志 平取 稲原牧場 462＋20 〃 クビ 6．8�
35 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 菱田 裕二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 486＋ 6 〃 ハナ 4．0	
48 ドリームフォー 牡3芦 56 吉田 隼人
谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 494－ 21：49．0クビ 7．2�
815 オースミマルス 牡3鹿 56

54 △義 英真�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 456－ 61：49．32 119．5�
23 レイホーロイス 牡3黒鹿56 丸田 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 478－ 61：49．51 39．5
36 マサノメモリアル 牡3黒鹿56 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 516＋ 61：50．35 107．4�
714 メイクサムノイズ �3鹿 56 古川 吉洋小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 小倉 光博 470－ 8 〃 クビ 147．8�
24 サンライズヴァイゼ 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468－101：50．51 73．2�
612 ランドハイパワー 牡3鹿 56 松田 大作木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 478＋ 21：50．6	 36．5�
47 シャイニーゴールド 牡3栗 56 津村 明秀小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B478－ 21：51．23� 65．4�
816 エブリーナイト 牡3黒鹿56 西田雄一郎薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フアーム 444＋ 61：51．94 189．3�
713 テンオールゲッター 牡3栗 56 黛 弘人天白 泰司氏 中野 栄治 新冠 カミイスタット B452－ 61：53．6大差 211．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，359，700円 複勝： 28，532，100円 枠連： 9，552，600円
馬連： 34，342，900円 馬単： 18，584，600円 ワイド： 24，032，100円
3連複： 52，613，400円 3連単： 65，963，900円 計： 248，981，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 430円 � 710円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，080円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 13，490円 3 連 単 ��� 53，250円

票 数

単勝票数 計 153597 的中 � 40058（1番人気）
複勝票数 計 285321 的中 � 65969（1番人気）� 14850（6番人気）� 8298（8番人気）
枠連票数 計 95526 的中 （1－5） 16028（1番人気）
馬連票数 計 343429 的中 �� 11535（10番人気）
馬単票数 計 185846 的中 �� 4007（15番人気）
ワイド票数 計 240321 的中 �� 6879（11番人気）�� 5797（14番人気）�� 2325（26番人気）
3連複票数 計 526134 的中 ��� 2924（43番人気）
3連単票数 計 659639 的中 ��� 898（168番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．4―13．5―12．9―12．5―12．8―13．2―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―30．5―44．0―56．9―1：09．4―1：22．2―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3
1，2，4（10，9）12，3（8，11）（6，16）13，15，7，5，14・（1，2）（4，9）10（3，11）8（5，12，14）（6，7）（15，16）－13

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

勝馬の
紹 介

�アンナペレンナ �
�
父 Tale of Ekati �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2016．1．24 京都3着

2013．4．20生 牝3芦 母 Maria’s Storm 母母 Bayou Storm 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンオールゲッター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月28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。
（非当選馬） 1頭 ジュメイラ号
※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。

05062 2月28日 晴 稍重 （28小倉1）第6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

814 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 468＋ 2 58．6 2．2�

57 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 横山 和生山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 574＋24 58．7� 4．6�
46 � アシドベリー 牝4鹿 55

53 △義 英真�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448＋ 4 59．33� 38．8�
34 スナークエンジェル 牝4黒鹿 55

53 △�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 446＋ 2 59．4� 37．6�
711 サンマルメジャール 牝4鹿 55 菱田 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 456－ 4 59．5クビ 12．4�
69 ウインネオルーラー 牡5黒鹿57 丹内 祐次	ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 484－ 8 〃 アタマ 9．2

712� ウ ー マ ン 牝4青鹿55 西田雄一郎栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 476＋ 2 〃 アタマ 128．9�
45 グランアラミス 	4栗 57 伊藤 工真岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 498－ 8 59．6� 13．8�
11 カシノトラダマシイ 牡4黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 474＋ 4 〃 ハナ 49．2
58 キ ザ シ 牡4栗 57 的場 勇人 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 454－ 2 〃 クビ 66．7�
813� カ ラ ッ カ ゼ 牡4鹿 57

55 △伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 日高 下河辺牧場 B456± 0 59．7クビ 151．5�
33 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 498± 0 〃 クビ 17．3�
22 クラウンノキミ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗	クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 500＋ 41：00．33� 6．3�
610 シェーネフラウ 牝4黒鹿55 黛 弘人�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 41：00．93� 50．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，197，800円 複勝： 26，609，600円 枠連： 9，039，100円
馬連： 34，920，600円 馬単： 20，600，100円 ワイド： 24，492，100円
3連複： 52，179，400円 3連単： 68，132，400円 計： 256，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 190円 � 680円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，410円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 17，240円

票 数

単勝票数 計 201978 的中 � 71041（1番人気）
複勝票数 計 266096 的中 � 77871（1番人気）� 34974（3番人気）� 6433（9番人気）
枠連票数 計 90391 的中 （5－8） 10887（1番人気）
馬連票数 計 349206 的中 �� 31014（1番人気）
馬単票数 計 206001 的中 �� 11425（1番人気）
ワイド票数 計 244921 的中 �� 17540（2番人気）�� 4221（16番人気）�� 3893（17番人気）
3連複票数 計 521794 的中 ��� 6916（17番人気）
3連単票数 計 681324 的中 ��� 2865（36番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．3―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ン ミ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．3．14 中山13着

2012．5．10生 牝4鹿 母 プリティーキャット 母母 ナイスパリス 10戦2勝 賞金 16，900，000円

第１回 小倉競馬 第６日

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　シゲルカゴカキダイ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。



05063 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 サニーデイヒーロー �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 460－101：09．1 15．1�
713 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426± 0 〃 クビ 2．5�
59 レーヴムーン 牡3黒鹿56 大下 智ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468－ 61：09．2クビ 6．3�
612 ノーザンメジャー 牝3栗 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 448± 01：09．62� 6．4�
24 ピュアウィッシーズ 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430＋161：09．7� 6．2	
35 シャンボール 牝3栗 54 丸田 恭介�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 420－ 21：09．8クビ 16．7

11 ジ ュ ト ゥ ヴ 牝3鹿 54 松若 風馬�谷口牧場 岡田 稲男 浦河 谷口牧場 406－ 61：10．12 50．7�
816 レパーズタウン 牝3鹿 54

52 △義 英真岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 ハナ 22．1�
23 エイシンキララ 牝3鹿 54 幸 英明�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 446＋ 2 〃 ハナ 27．2
714 ショウザイシンホー 牡3黒鹿56 津村 明秀小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 514＋16 〃 ハナ 9．7�
48 ク イ ン ダ ム 牝3芦 54 酒井 学西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 430＋ 41：10．41� 383．6�
36 エンパイアソウル 牝3鹿 54 川島 信二�ターフ・スポート荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 81：10．5� 140．1�
611 ヒロンスキー 牝3鹿 54 古川 吉洋熊澤 浩樹氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 81：10．6� 230．5�
818 ワ オ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 �川 啓一 426－161：10．91� 164．6�
817 エルメスショコラ 牝3鹿 54 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 400－101：11．0� 68．8�
（伊）

47 クリスタルガーデン 牝3鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 452＋141：11．74 88．7�
715 ヤマニンラファール 牡3鹿 56 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 454－ 6 〃 アタマ 136．6�
12 コ ド ウ 牝3栗 54 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 6 （競走中止） 425．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，992，500円 複勝： 29，226，300円 枠連： 10，952，600円
馬連： 36，266，500円 馬単： 19，552，900円 ワイド： 26，840，100円
3連複： 56，889，900円 3連単： 68，458，300円 計： 267，179，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 400円 � 130円 � 210円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，460円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 39，320円

票 数

単勝票数 計 189925 的中 � 10026（6番人気）
複勝票数 計 292263 的中 � 13499（7番人気）� 80216（1番人気）� 32955（4番人気）
枠連票数 計 109526 的中 （5－7） 14244（2番人気）
馬連票数 計 362665 的中 �� 8862（11番人気）
馬単票数 計 195529 的中 �� 2768（18番人気）
ワイド票数 計 268401 的中 �� 6104（10番人気）�� 4448（17番人気）�� 19626（3番人気）
3連複票数 計 568899 的中 ��� 12172（9番人気）
3連単票数 計 684583 的中 ��� 1262（118番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．6―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーデイヒーロー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．1．17 中山6着

2013．2．6生 �3栗 母 ジャスミンリーフ 母母 ダムスペクタキュラー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 コドウ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 パテティーク号
※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。

05064 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

510 トウカイシェーン 牝3栗 54 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 442－ 22：02．3 7．1�
715 ソムリエドヌール 牝3鹿 54 D．バルジュー �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 434－ 82：02．51� 4．2�

（伊）

23 ポケットチャーリー 牝3栗 54 幸 英明市川義美ホール
ディングス� 石橋 守 千歳 社台ファーム 424－ 62：02．6� 65．7�

36 コスモピクシス 牝3黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 8 〃 ハナ 17．3�
612 ルーレットクイーン 牝3栗 54 吉田 隼人黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 428－ 82：02．81� 3．6	
59 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 500＋ 2 〃 アタマ 18．5

35 クアルティエーレ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484－ 22：03．01� 150．3�
817 アドルナメンテ 牝3鹿 54 松若 風馬安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 42：03．1� 9．9�
611 ジーベロニカ 牝3栗 54 酒井 学�グランプリ 飯田 祐史 新ひだか 武 牧場 428－102：03．2� 133．6
713 ミエノサクシード 牝3栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444－ 42：03．3� 6．7�
48 スリーアリアン 牝3鹿 54 古川 吉洋永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 436－ 4 〃 クビ 73．7�
714 カスタネット 牝3栗 54 岡田 祥嗣手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 432± 02：03．51� 309．0�
24 ディアマンテベルデ 牝3鹿 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 33．8�
816 クレッシェンド 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 82：03．6� 442．4�
12 ハーマイオニー 牝3栗 54

52 △義 英真薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 438＋ 42：03．81� 86．4�
11 グッドプリン 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454－ 22：04．54 28．0�
818 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 438＋ 22：05．45 363．8�
47 ジャングルベリー 牝3鹿 54 菱田 裕二吉田 照哉氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 432± 0 （競走中止） 9．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，241，600円 複勝： 32，923，600円 枠連： 11，739，400円
馬連： 37，648，900円 馬単： 19，818，000円 ワイド： 27，690，500円
3連複： 59，688，800円 3連単： 65，805，700円 計： 275，556，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 190円 � 1，220円 枠 連（5－7） 690円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，990円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 29，370円 3 連 単 ��� 110，950円

票 数

単勝票数 計 202416 的中 � 22764（4番人気）
複勝票数 計 329236 的中 � 36892（4番人気）� 52180（2番人気）� 5462（12番人気）
枠連票数 計 117394 的中 （5－7） 13087（2番人気）
馬連票数 計 376489 的中 �� 16749（4番人気）
馬単票数 計 198180 的中 �� 4224（11番人気）
ワイド票数 計 276905 的中 �� 10139（4番人気）�� 1735（38番人気）�� 2088（35番人気）
3連複票数 計 596888 的中 ��� 1524（92番人気）
3連単票数 計 658057 的中 ��� 430（330番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―13．1―12．5―11．6―11．6―12．2―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．4―49．5―1：02．0―1：13．6―1：25．2―1：37．4―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―3F37．1
1
3
1，4，2，10（3，12）（5，15）（6，9）（7，14）（8，11）18（16，13）17・（1，12）（4，14）（2，3，10）15，9（5，8）6－（13，7）（17，11）（18，16）

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

勝馬の
紹 介

トウカイシェーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．12．19 阪神9着

2013．4．22生 牝3栗 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ジャングルベリー号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ジャングルベリー号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。
※サンケネット号は，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。



05065 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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

611 メイショウカクオビ 牡3鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 482－161：49．8 7．1�
48 ア ウ ズ 牡3栗 56 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 452－ 41：50．12 15．1�
816 ピンクノオウマサン 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 420＋ 61：50．2� 74．0�
24 セントラルルーク 牝3黒鹿54 D．バルジュー 大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 460－ 4 〃 アタマ 36．0�

（伊）

510 スカイノメジャー 牡3黒鹿56 吉田 隼人江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 488± 01：50．3クビ 2．4�
36 ビービーブレスユー 牡3鹿 56

54 △�島 克駿�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 498＋18 〃 クビ 89．1	
23 エイトレンジャーズ 牝3黒鹿54 伊藤 工真
LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 410－101：50．61� 84．6�
612 ウォーターサルーン 牡3黒鹿56 中谷 雄太山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 446－10 〃 クビ 3．9�
12 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 468＋ 21：50．7クビ 8．2
47 クリンクリン 牡3鹿 56

54 △伴 啓太スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488＋ 4 〃 クビ 26．0�

59 コ ー サ ー 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 482± 01：50．91 16．9�
713 ニシノハレブタイ 牡3鹿 56 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 476－ 81：51．0� 152．8�
35 ジ ュ イ ー ル 牡3栗 56 松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 日高 山際 辰夫 498－121：51．21� 38．3�
714 ホロスコープ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 21：51．51� 15．5�
11 ポ テ ン ツ ァ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか キヨミネ牧場 456－121：52．35 217．4�
815 ペイシャピリカ 牝3青鹿54 宮崎 北斗北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム 412－161：53．47 383．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，525，000円 複勝： 30，579，400円 枠連： 13，171，400円
馬連： 37，236，800円 馬単： 21，181，900円 ワイド： 26，620，900円
3連複： 54，469，400円 3連単： 68，945，500円 計： 272，730，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 320円 � 510円 � 1，600円 枠 連（4－6） 1，220円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 8，760円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 7，520円 �� 8，270円

3 連 複 ��� 106，940円 3 連 単 ��� 458，580円

票 数

単勝票数 計 205250 的中 � 23034（3番人気）
複勝票数 計 305794 的中 � 27947（3番人気）� 15628（7番人気）� 4504（13番人気）
枠連票数 計 131714 的中 （4－6） 8321（5番人気）
馬連票数 計 372368 的中 �� 5776（17番人気）
馬単票数 計 211819 的中 �� 1812（30番人気）
ワイド票数 計 266209 的中 �� 4107（17番人気）�� 903（58番人気）�� 821（61番人気）
3連複票数 計 544694 的中 ��� 382（209番人気）
3連単票数 計 689455 的中 ��� 109（921番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．0―48．5―1：00．0―1：11．8―1：24．2―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F38．0
1
3
2，4（8，10）（1，9，12）（5，13）（7，14）（11，6）－16，15，3・（2，14）10（4，6）8，11（1，9，12）13（5，7）16，3，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウカクオビ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．25 新潟4着

2013．5．11生 牡3鹿 母 マチカネフウリン 母母 マチカネレイロウ 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔騎手変更〕 ウォーターサルーン号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。
〔発走状況〕 クリンクリン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウォーターサルーン号の騎手中谷雄太は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：7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。

05066 2月28日 晴 稍重 （28小倉1）第6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）

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

79 � ピ エ リ ー ナ 牝5芦 55 二本柳 壮 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋121：47．4 9．4�

67 クイーンズシアター 牝5鹿 55
53 △�島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 460－ 41：47．82� 4．6�

810 クイーンズターフ 牝4青鹿54 中谷 雄太合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 41：47．9� 2．1�

66 ア ブ ニ ー ル 牝5鹿 55 古川 吉洋中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－121：48．21	 56．1�

22 ワクワクキリシマ 牝5鹿 55 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442＋ 41：48．51	 10．8	

33 マ ラ ケ シ ュ 牝4青鹿54 吉田 隼人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 474± 0 〃 クビ 189．5

811 ガラドリエル 牝4栗 54 D．バルジュー �ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 500＋ 61：48．6クビ 3．8�

（伊）

78 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 454－ 41：48．81� 88．6�
55 ベラフォレスタ 牝5黒鹿55 津村 明秀 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：48．9� 23．5
11 � ライブリヘイロー 牝6鹿 55 藤懸 貴志加藤 哲郎氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 484＋161：49．0� 35．7�
44 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 B440－ 21：50．59 86．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，120，300円 複勝： 27，859，500円 枠連： 7，715，000円
馬連： 30，182，800円 馬単： 20，453，400円 ワイド： 19，381，500円
3連複： 42，783，900円 3連単： 74，404，600円 計： 242，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 150円 � 110円 枠 連（6－7） 2，110円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 890円 �� 550円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 18，010円

票 数

単勝票数 計 201203 的中 � 16966（4番人気）
複勝票数 計 278595 的中 � 19089（5番人気）� 41155（3番人気）� 100969（1番人気）
枠連票数 計 77150 的中 （6－7） 2830（7番人気）
馬連票数 計 301828 的中 �� 8799（9番人気）
馬単票数 計 204534 的中 �� 2662（23番人気）
ワイド票数 計 193815 的中 �� 4996（12番人気）�� 8474（5番人気）�� 22944（2番人気）
3連複票数 計 427839 的中 ��� 18186（6番人気）
3連単票数 計 744046 的中 ��� 2995（63番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．0―12．5―12．3―12．1―12．6―13．2―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．5―43．0―55．3―1：07．4―1：20．0―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ピ エ リ ー ナ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．19生 牝5芦 母 バイラリーナ 母母 ダンシングアウンティー 10戦2勝 賞金 15，690，000円
初出走 JRA

※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。



05067 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第7競走 ��
��2，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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

68 プレストウィック 牡5芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 526－ 82：39．9 3．1�
813� 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 B470－ 22：40．0
 19．9�
22 スペルヴィア 牡7黒鹿57 松若 風馬佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 53．2�
44 ウインブルーローズ 牡4鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 474＋ 22：40．1
 4．0�
33 ヴァーサトル 牡4黒鹿56 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500＋26 〃 アタマ 32．8	
711 インプレショニスト 牝6鹿 55 D．バルジュー 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 10．8


（伊）

57 マイネルレオーネ 牡4黒鹿56 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404＋ 22：40．2クビ 8．3�

710 スズカステイボーイ 牡4鹿 56 荻野 琢真永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B438± 02：40．41� 8．0�
11 ビレッジソング 牝5鹿 55

53 △義 英真岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 436－ 4 〃 クビ 68．2
45 � セプティエーム 牡4芦 56 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

492＋102：40．71 23．5�
69 � ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 56 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 478－ 42：41．44 361．0�
56 マスタープラマー 牡4栗 56

54 △伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 22：41．93 65．7�
812 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± 02：42．43 5．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，646，200円 複勝： 22，818，600円 枠連： 8，095，000円
馬連： 28，711，800円 馬単： 15，790，200円 ワイド： 18，881，000円
3連複： 40，403，500円 3連単： 58，648，600円 計： 210，994，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 410円 � 1，370円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 3，270円 �� 11，660円

3 連 複 ��� 43，850円 3 連 単 ��� 180，170円

票 数

単勝票数 計 176462 的中 � 44256（1番人気）
複勝票数 計 228186 的中 � 51410（1番人気）� 12949（7番人気）� 3304（10番人気）
枠連票数 計 80950 的中 （6－8） 9529（3番人気）
馬連票数 計 287118 的中 �� 6888（14番人気）
馬単票数 計 157902 的中 �� 2231（24番人気）
ワイド票数 計 188810 的中 �� 4335（15番人気）�� 1476（31番人気）�� 407（58番人気）
3連複票数 計 404035 的中 ��� 691（95番人気）
3連単票数 計 586486 的中 ��� 236（446番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．4―12．6―12．4―12．9―12．4―12．0―12．2―12．3―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．4―36．8―49．4―1：01．8―1：14．7―1：27．1―1：39．1―1：51．3―2：03．6―2：15．7―2：27．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡5芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 22戦3勝 賞金 48，035，000円
〔騎手変更〕 ヴァーサトル号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 プレストウィック号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11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。

05068 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第8競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

57 テーオービックバン 牡5栗 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 81：47．6 3．1�

11 ヴィンセンツイヤー �5栗 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 61：48．23� 26．1�

46 � 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 458＋ 41：48．51	 12．2�
34 � シードパール 牝4鹿 54 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 434＋10 〃 アタマ 37．8�
58 ホッコータフネス 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456－ 21：48．71
 25．9�
33 マクベスバローズ 牡6黒鹿57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 17．6	

（伊）

22 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 津村 明秀土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 464± 0 〃 ハナ 8．1

813 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 中谷 雄太バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．8� 8．0�
711 シュンクルーズ 牡4黒鹿56 丸田 恭介村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 41：48．9クビ 95．6�
45 ヴァンデミエール 牝5鹿 55 吉田 隼人ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 8 〃 アタマ 25．0�
69 サンディークス 牡4黒鹿56 酒井 学 キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：49．11
 76．5�
610 ジャストフォーユー 牡4鹿 56 丹内 祐次 �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± 01：49．2	 5．2�
712� コパノハミルトン 牡4黒鹿56 松若 風馬小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 492＋ 41：49．3� 5．6�
814 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 B456－ 2 〃 ハナ 117．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，299，400円 複勝： 28，576，600円 枠連： 10，398，900円
馬連： 39，637，800円 馬単： 21，656，700円 ワイド： 27，095，300円
3連複： 58，146，900円 3連単： 80，423，400円 計： 288，235，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 700円 � 320円 枠 連（1－5） 3，970円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 900円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 16，500円 3 連 単 ��� 70，760円

票 数

単勝票数 計 222994 的中 � 57526（1番人気）
複勝票数 計 285766 的中 � 62331（1番人気）� 8322（11番人気）� 21323（6番人気）
枠連票数 計 103989 的中 （1－5） 2030（19番人気）
馬連票数 計 396378 的中 �� 8405（14番人気）
馬単票数 計 216567 的中 �� 2918（23番人気）
ワイド票数 計 270953 的中 �� 5097（14番人気）�� 7980（8番人気）�� 1558（52番人気）
3連複票数 計 581469 的中 ��� 2642（63番人気）
3連単票数 計 804234 的中 ��� 824（247番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．4―46．7―58．0―1：09．9―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4F49．6―3F37．7
1
3
10，7－1－（4，9）－13，6（8，14）（2，11）3（5，12）
10＝（7，1）4－（6，9）（8，13）（2，14）（3，11，12）5

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

勝馬の
紹 介

テーオービックバン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京8着

2011．1．30生 牡5栗 母 ゴットザビート 母母 サーティエイトゴーゴー 22戦3勝 賞金 39，772，000円
〔騎手変更〕 マクベスバローズ号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のためD．バルジューに変更。
※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。



05069 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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

713� アペルトゥーラ 牡5栗 57 吉田 隼人 �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 504－ 41：08．2 16．9�

818 トウカイインパルス 牡6青鹿57 藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 532± 01：08．62� 13．1�
48 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 474＋ 8 〃 クビ 5．0�
11 サビーナクレスタ �5鹿 57 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：08．7クビ 4．1�
817 イ ロ リ 牝5鹿 55

53 △	島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 480－ 6 〃 ハナ 62．2�
714 ティーエスバラ 牡4鹿 57 川島 信二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494± 01：08．8� 28．5	
47 クラウドチェンバー �7鹿 57 伊藤 工真 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 〃 アタマ 10．1�
715 タ タ ラ 牡4栗 57

55 △義 英真 
スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 428＋ 61：08．9� 25．1�
510 トウシンムサシ 牡5栗 57 古川 吉洋�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 464－ 2 〃 アタマ 11．7
816 トミケンフィアブル 牡6栗 57 幸 英明冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 高野牧場 492＋24 〃 クビ 154．5�
36 デビュタント 牝4鹿 55 松若 風馬前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：09．0クビ 4．4�
612 ファイナルブロー 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 428－ 4 〃 クビ 93．9�
611 コリャコリャ 牝5鹿 55 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 466－ 8 〃 ハナ 31．5�
23 � レーヴドプランス �6鹿 57 中谷 雄太岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486± 0 〃 ハナ 20．4�
12 マイネルデアデビル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 498± 01：09．1
 24．3�
24 ビアンコカンドーレ 牝5芦 55 丸田 恭介吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464± 01：09．2クビ 47．0�
59 � クリノツネチャン 牝5栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 444－ 21：09．41� 184．5�
35 テセラレフィナード 牝4鹿 55 酒井 学木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 B454－ 61：09．5
 106．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，298，400円 複勝： 35，049，000円 枠連： 19，780，900円
馬連： 56，095，400円 馬単： 28，017，700円 ワイド： 37，425，300円
3連複： 86，764，600円 3連単： 109，981，400円 計： 399，412，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 480円 � 350円 � 220円 枠 連（7－8） 2，200円

馬 連 �� 10，480円 馬 単 �� 20，620円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 1，520円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 135，600円

票 数

単勝票数 計 262984 的中 � 12376（7番人気）
複勝票数 計 350490 的中 � 16997（8番人気）� 25439（5番人気）� 48813（3番人気）
枠連票数 計 197809 的中 （7－8） 6944（11番人気）
馬連票数 計 560954 的中 �� 4146（41番人気）
馬単票数 計 280177 的中 �� 1019（84番人気）
ワイド票数 計 374253 的中 �� 3324（36番人気）�� 6365（14番人気）�� 9071（6番人気）
3連複票数 計 867646 的中 ��� 3914（54番人気）
3連単票数 計1099814 的中 ��� 588（464番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―10．9―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．0―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アペルトゥーラ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ジャングルポケット

2011．4．7生 牡5栗 母 フサイチリニモ 母母 トキオリアリティー 16戦2勝 賞金 25，250，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ティーエスバラ号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため川島信二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨッテウタッテ号

05070 2月28日 晴 稍重 （28小倉1）第6日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時50分 （ダート・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 350，000円 100，000円 50，000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 キョウエイギア 牡3鹿 56 中谷 雄太田中 晴夫氏 矢作 芳人 青森 村上 幹夫 472＋ 41：46．5 2．5�
816 コウエイエンブレム 牡3栗 56 古川 吉洋伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 504－101：46．82 5．2�
815� エイシンニトロ 牡3鹿 56 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton

C. Jones 506＋ 61：47．22� 4．7�
24 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 468－ 21：47．3クビ 39．7�
11 クリスタルキャノン 牝3芦 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 B446－ 6 〃 クビ 17．8�
12 シゲルキハダマグロ 牡3栗 56 川島 信二森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか タガミファーム 438－ 21：47．72 84．5	
48 メイショウゴテツ 牡3青鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 474－ 81：47．91� 20．8

36 ダイナミックアロー 牡3鹿 56 D．バルジュー 小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 494＋121：48．11	 11．1�

（伊）

611 アフターダーク 牝3鹿 54 吉田 隼人三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 107．4�
35 タガノグロリオーサ 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 21：48．63 14．0
714 メイショウダッサイ 牡3黒鹿56 義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 480－ 21：49．02� 124．1�
510 ブルーオリエント 牝3鹿 54 津村 明秀桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 454± 01：49．42� 34．1�
47 グランセブルス 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 訓大氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 466－101：49．5
 17．5�
59 トゥールエッフェル 牝3芦 54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 510＋ 21：49．6� 44．8�
713 グレートヒット 牡3栗 56 丹内 祐次黒川 哲美氏 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 452＋ 21：50．02� 130．9�
23 クラウンドジャック 牝3栗 54 松田 大作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460－ 61：55．1大差 67．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，077，500円 複勝： 44，301，500円 枠連： 25，267，600円
馬連： 75，961，800円 馬単： 36，729，700円 ワイド： 42，697，100円
3連複： 107，081，000円 3連単： 150，645，900円 計： 513，762，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 280円 �� 370円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 310775 的中 � 98614（1番人気）
複勝票数 計 443015 的中 � 125570（1番人気）� 63414（2番人気）� 58729（3番人気）
枠連票数 計 252676 的中 （6－8） 61322（1番人気）
馬連票数 計 759618 的中 �� 109618（1番人気）
馬単票数 計 367297 的中 �� 31763（1番人気）
ワイド票数 計 426971 的中 �� 42361（1番人気）�� 29704（2番人気）�� 16623（5番人気）
3連複票数 計1070810 的中 ��� 62300（1番人気）
3連単票数 計1506459 的中 ��� 25353（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．1―12．8―12．6―12．3―12．5―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．3―43．1―55．7―1：08．0―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キョウエイギア �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2015．9．21 阪神3着

2013．2．16生 牡3鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 6戦2勝 賞金 22，493，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 コウエイエンブレム号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンドジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月28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。
（非当選馬） 1頭 サクレディーヴァ号
※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。



05071 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第11競走 ��
��1，800�

かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

710� キャンベルジュニア 牡4鹿 55 藤岡 佑介吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

516－ 41：45．5 1．7�
57 フェルメッツァ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 61：46．13	 5．0�
68 
 ザトゥルーエアー 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 474＋ 4 〃 ハナ 12．8�
812 レッドソロモン 牡4鹿 56 D．バルジュー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B492＋12 〃 クビ 10．1�

（伊）

33 ブリュネット 牝6栗 55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 21：46．31 21．6	
11 ピースオブジャパン 牡4栗 56 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B484－ 2 〃 ハナ 19．0

813 タブレットピーシー 牡5芦 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 470－101：46．62 18．0�
45 サ ン グ ラ ス 牡5青鹿57 幸 英明玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 502＋ 2 〃 ハナ 20．2�
69 ポセイドンバローズ 牡6栗 57 津村 明秀猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B480－ 41：47．13 42．8
711
 ベリーフィールズ 牝8鹿 55 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 462－10 〃 クビ 37．0�
44 ブレークビーツ �6鹿 57 松田 大作吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 458＋ 41：47．52	 94．0�
22 
 コモノドラゴン 牡8栗 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 490＋ 41：47．92	 216．8�
56 サ マ ー ル ナ 牝7鹿 55 古川 吉洋ライオンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 464－ 21：48．64 40．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，901，700円 複勝： 115，868，600円 枠連： 32，098，900円
馬連： 165，643，100円 馬単： 87，033，100円 ワイド： 77，867，600円
3連複： 227，308，400円 3連単： 421，208，900円 計： 1，183，930，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（5－7） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 410円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 569017 的中 � 265608（1番人気）
複勝票数 計1158686 的中 � 696166（1番人気）� 132178（2番人気）� 51949（4番人気）
枠連票数 計 320989 的中 （5－7） 58758（1番人気）
馬連票数 計1656431 的中 �� 293195（1番人気）
馬単票数 計 870331 的中 �� 105341（1番人気）
ワイド票数 計 778676 的中 �� 120955（1番人気）�� 44680（3番人気）�� 25814（8番人気）
3連複票数 計2273084 的中 ��� 117557（2番人気）
3連単票数 計4212089 的中 ��� 94760（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．2―47．5―58．9―1：10．8―1：22．3―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キャンベルジュニア �
�
父 Encosta De Lago �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2015．4．25 東京1着

2012．7．27生 牡4鹿 母 Melito 母母 Cloister 6戦4勝 賞金 50，608，000円
〔騎手変更〕 ポセイドンバローズ号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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。

05072 2月28日 晴 良 （28小倉1）第6日 第12競走 ��
��1，200�

す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，27．2．28以降28．2．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713� オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿55 �島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 480－ 21：07．7 7．2�
35 スマートカルロス 牡4鹿 55 D．バルジュー 大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 470－ 41：08．01	 4．6�

（伊）

23 ホッコーサラスター 牝5鹿 54 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476＋ 81：08．21
 9．0�
611 エルカミーノレアル 牡5鹿 56 川須 栄彦広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 498－ 4 〃 クビ 4．4�
715 プラチナブロンド 牝5黒鹿53 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：08．3クビ 15．8	
47 ヤマニンマルキーザ 牡5栗 57 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 470＋ 2 〃 クビ 13．7

48 ホープタウン 牡5黒鹿55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－101：08．4クビ 8．3�
612� ハ ナ フ ブ キ 牝5黒鹿52 横山 和生幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 432＋14 〃 ハナ 16．3�
510 サンライズポパイ 牡8鹿 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 484－ 81：08．5
 30．1
714 ラ ン ウ ェ イ 牝4鹿 52 松若 風馬井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 470－ 4 〃 ハナ 10．3�
816� ラ フ ァ ー ガ 牝4青鹿52 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 482＋ 61：08．6
 114．5�
36 ゼンノコリオリ 牡6鹿 54 川島 信二大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 466－ 4 〃 ハナ 48．9�
11 フィボナッチ 牡6鹿 54 古川 吉洋水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 474－ 8 〃 ハナ 50．0�
24 � ロケットダッシュ 牡6鹿 54 中谷 雄太 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 498＋ 61：08．7
 37．2�
12 レヴァンタール �7鹿 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 454－ 4 〃 ハナ 94．4�
817 ビットスターダム 牡8芦 54 津村 明秀馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 470＋ 61：08．91 200．2�
818 クラウンカイザー 牡7黒鹿55 松田 大作�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 502＋ 21：09．32
 57．0�
59 ワタシダイナマイト 牝4栗 51 伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 470＋ 4 〃 クビ 122．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，721，200円 複勝： 61，787，900円 枠連： 32，649，900円
馬連： 124，581，200円 馬単： 46，836，000円 ワイド： 62，140，400円
3連複： 170，144，700円 3連単： 233，802，600円 計： 772，663，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 190円 � 260円 枠 連（3－7） 1，040円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，460円 �� 710円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 41，960円

票 数

単勝票数 計 407212 的中 � 44715（3番人気）
複勝票数 計 617879 的中 � 63035（3番人気）� 92422（2番人気）� 59327（4番人気）
枠連票数 計 326499 的中 （3－7） 24187（5番人気）
馬連票数 計1245812 的中 �� 40797（6番人気）
馬単票数 計 468360 的中 �� 7283（14番人気）
ワイド票数 計 621404 的中 �� 20822（4番人気）�� 10532（15番人気）�� 23048（3番人気）
3連複票数 計1701447 的中 ��� 20816（11番人気）
3連単票数 計2338026 的中 ��� 4039（97番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―11．1―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―33．0―44．3―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ウ ノ ミ チ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ス タ ー マ ン

2011．5．18生 牡5黒鹿 母 ナ ゾ 母母 シベルレディー 10戦2勝 賞金 36，980，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 クラウンカイザー号の騎手菱田裕二は，第4競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリノヤクマン号・タカラジェニファ号・トシザキミ号・ポルボローネ号
（非抽選馬） 6頭 アドマイヤクーガー号・エクスクライム号・クリノスイートピー号・プラチナコード号・ラインハート号・

リバティーホール号
※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。

３レース目



（28小倉1）第6日 2月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 185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

181，410，000円
2，530，000円
5，080，000円
1，450，000円
18，310，000円
71，213，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
310，381，300円
484，132，700円
190，461，300円
701，229，600円
356，254，300円
415，163，900円
1，008，473，900円
1，466，421，200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 4，932，518，200円

総入場人員 11，171名 （有料入場人員 10，214名）
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