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05085 3月6日 曇 良 （28小倉1）第8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

611 サンライズウィズ 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 484－ 21：48．7 4．3�

816 コスモコレクション 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 464＋ 61：49．12� 36．8�
713 モンストルコント 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 1．8�
815 ヤマタケジャイアン �3芦 56 丸山 元気山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B458＋ 21：49．84 63．4�
714 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 458－ 41：49．9� 5．5�
59 ワイズセレクション 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 458－101：50．32� 122．9	
510 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 436－ 6 〃 クビ 43．3

35 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 490＋ 21：50．51� 20．0�
36 デ ス マ ッ チ 牡3鹿 56 幸 英明泉 一郎氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 466± 01：50．71� 44．0�
12 アルコバッサ 牝3黒鹿54 横山 和生畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 460＋ 61：51．12� 289．2
612 ベストサポーター 牡3青鹿56 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 496＋ 41：51．31� 320．7�
48 ミ ガ ッ ト 牝3鹿 54 松山 弘平�ターフ・スポート音無 秀孝 日高 田端牧場 488＋221：51．51� 19．8�
23 レッドボルテクス 牡3栗 56 D．バルジュー �東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 484－ 81：51．6	 14．0�

（伊）

11 リュクスレーヴ 牝3鹿 54 �島 良太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456－ 21：52．13 205．9�
47 ソ ラ ー レ 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 456－ 81：52．31 308．7�
24 テイエムフライヤー 牡3青鹿56 川須 栄彦竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 472＋161：52．4� 448．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，475，400円 複勝： 44，535，100円 枠連： 10，354，700円
馬連： 31，755，800円 馬単： 20，589，600円 ワイド： 23，937，800円
3連複： 53，917，700円 3連単： 76，354，900円 計： 276，921，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 460円 � 110円 枠 連（6－8） 3，830円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 180円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 33，000円

票 数

単勝票数 計 154754 的中 � 28633（2番人気）
複勝票数 計 445351 的中 � 41686（2番人気）� 7825（8番人気）� 282318（1番人気）
枠連票数 計 103547 的中 （6－8） 2095（11番人気）
馬連票数 計 317558 的中 �� 3849（18番人気）
馬単票数 計 205896 的中 �� 1438（30番人気）
ワイド票数 計 239378 的中 �� 3375（18番人気）�� 45726（1番人気）�� 5087（13番人気）
3連複票数 計 539177 的中 ��� 10691（10番人気）
3連単票数 計 763549 的中 ��� 1677（99番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．0―13．8―13．2―12．7―12．8―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．9―43．7―56．9―1：09．6―1：22．4―1：35．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サンライズウィズ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．28 京都9着

2013．3．27生 牡3鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 4戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 シャイニーゴールド号
※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。

05086 3月6日 雨 良 （28小倉1）第8日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系4歳以上

発走10時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

11 � アヴェーヌモン 牡4鹿 57 D．バルジュー 加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 534－10 59．0 1．7�

（伊）

45 メジャーフォルム 牝4栗 55 丸山 元気 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 18．5�
22 � セ ト ア ロ ー 牡5鹿 57 松山 弘平難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

536＋ 6 59．63	 5．3�
610 ゼ ク ト 牝4黒鹿55 幸 英明宮田美恵子氏 大根田裕之 新ひだか 小野 秀治 468＋ 6 59．81	 67．6�
69 ロードメビウス 牡5鹿 57

55 △
島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 516＋ 21：00．11� 14．9	
58 リバーコンサート 牝5栗 55

53 △城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 436± 0 〃 クビ 15．0

33 サウスリュウセイ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 468± 01：00．2� 160．9�
34 ロックフォール 牡4黒鹿57 伊藤 工真四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448－ 8 〃 ハナ 135．6�
712 ケモノタイプ 牡4栗 57 丸田 恭介副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 492＋ 6 〃 アタマ 178．0
46 �� エーシンサミット 牡6黒鹿57 西田雄一郎野谷 美千氏 武市 康男 米 Centaur

Farms, Inc. B536＋ 61：00．41 104．0�
814 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 菱田 裕二�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－ 41：00．61 10．8�
813 ハッピーロングラン 牝5鹿 55 吉田 隼人馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440－ 21：00．7� 6．6�
57 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 B470－ 41：00．8	 89．8�
711 スズカチャンプ 牡7鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 B506－ 81：00．9� 307．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，855，300円 複勝： 34，036，200円 枠連： 9，664，600円
馬連： 32，240，900円 馬単： 19，342，600円 ワイド： 21，181，500円
3連複： 47，991，300円 3連単： 65，860，800円 計： 253，173，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 150円 枠 連（1－4） 1，290円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 510円 �� 230円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 228553 的中 � 105452（1番人気）
複勝票数 計 340362 的中 � 136015（1番人気）� 20026（5番人気）� 47252（3番人気）
枠連票数 計 96646 的中 （1－4） 5801（5番人気）
馬連票数 計 322409 的中 �� 19544（5番人気）
馬単票数 計 193426 的中 �� 7972（6番人気）
ワイド票数 計 211815 的中 �� 10081（6番人気）�� 27473（1番人気）�� 5226（12番人気）
3連複票数 計 479913 的中 ��� 18008（5番人気）
3連単票数 計 658608 的中 ��� 5928（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．1―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アヴェーヌモン �
�
父 Lantana Mob �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．10．19 東京6着

2012．4．10生 牡4鹿 母 Princes Melissa 母母 Eggs Binnedict 12戦2勝 賞金 19，450，000円
〔制裁〕 アヴェーヌモン号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインネオルーラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月6日 雨 良 （28小倉1）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 ルージュノアール 牝3黒鹿54 藤岡 康太前原 敏行氏 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 444 ―1：09．3 17．1�
612 マ カ レ ア 牝3黒鹿54 D．バルジュー �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 402－ 21：09．61� 4．5�

（伊）

59 レアドロップ 牝3芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 448± 0 〃 ハナ 6．2�
818 ラ ー ダ ー 牝3黒鹿54 松田 大作 �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 426－ 81：09．7� 2．3�
23 テーオーバーキン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 436－ 61：10．01� 30．2�
817 ホワイトパンドラ 牝3芦 54 幸 英明北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 430－ 4 〃 アタマ 7．5	
24 サイレントムーン 牝3栗 54 嶋田 純次 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 414＋ 41：10．1� 313．5

611 テ ィ ノ 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 384± 01：10．31� 14．4�
510 トミケンルパウス 牝3栗 54 �島 良太冨樫 賢二氏 和田 正道 新冠 村田牧場 422 ―1：10．4� 513．3
36 オタカラハッケン 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 坂本牧場 416－16 〃 ハナ 576．3�
816 タマモブレスレット 牝3黒鹿54 下原 理タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 424－ 2 〃 ハナ 33．7�

（兵庫）

48 カリアティード 牝3鹿 54 松山 弘平 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 428－10 〃 クビ 47．7�
713 カシノミライ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 408± 0 〃 ハナ 455．0�
714 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 418－ 21：10．93 15．4�
35 アンジュレーション 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース中竹 和也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 81：11．22 447．6�

715 メイショウシッポウ 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 424－ 81：11．62� 53．7�

47 ナ ム ラ ナ ウ 牝3栗 54 川須 栄彦奈村 睦弘氏 日吉 正和 日高 ナカノファーム 400－101：11．81� 137．7�
12 ムツミツドイテ 牝3鹿 54 西村 太一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 416－141：12．75 908．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，063，200円 複勝： 31，694，200円 枠連： 12，268，300円
馬連： 38，689，100円 馬単： 20，385，500円 ワイド： 25，424，900円
3連複： 54，713，100円 3連単： 65，876，000円 計： 273，114，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 380円 � 180円 � 160円 枠 連（1－6） 3，250円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 8，480円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，340円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 46，910円

票 数

単勝票数 計 240632 的中 � 11222（7番人気）
複勝票数 計 316942 的中 � 16879（7番人気）� 50496（3番人気）� 59448（2番人気）
枠連票数 計 122683 的中 （1－6） 2919（10番人気）
馬連票数 計 386891 的中 �� 7159（15番人気）
馬単票数 計 203855 的中 �� 1801（30番人気）
ワイド票数 計 254249 的中 �� 4358（15番人気）�� 4683（14番人気）�� 15062（3番人気）
3連複票数 計 547131 的中 ��� 7049（15番人気）
3連単票数 計 658760 的中 ��� 1018（147番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．5―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．6―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュノアール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．2．5生 牝3黒鹿 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムツミツドイテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月6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 テイエムハイボール号・テーオーピコタン号・リンガスウラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

05088 3月6日 小雨 良 （28小倉1）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

35 ダノンプレシャス 牡3青鹿56 藤岡 康太�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：48．5 1．7�
24 イリデッセンス 牝3黒鹿54 D．バルジュー �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 61：48．6� 9．9�
（伊）

11 � ハットプレイ 牡3青鹿56 丸山 元気ライオンレースホース� 森田 直行 米 Hidaka Farm 456－ 4 〃 ハナ 10．5�
816 コウザンアプローチ 牡3鹿 56 菱田 裕二山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 498－ 8 〃 ハナ 55．9�
36 グランサーブル 牡3芦 56

54 △城戸 義政間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430± 01：48．7� 64．5	
48 ヒロインボーイ 牡3鹿 56 吉田 隼人�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 464－ 61：48．8クビ 12．5

12 メイショウティグレ 牡3黒鹿56 黛 弘人松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 448＋ 2 〃 クビ 61．4�
815 ア ル ビ オ ン 牝3芦 54 松田 大作�野 智博氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 414＋ 21：48．9	 21．2
59 � モ ズ ジ ョ イ 牡3栗 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

514－101：49．0� 9．0�
510 コスモボーラー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 日西牧場 442－ 61：49．1	 319．9�
713 オールプリュネル 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 436－ 61：49．2クビ 87．2�
23 シゲルシーラカンス 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 
川 啓一 472＋ 2 〃 アタマ 9．0�
611 ゲンパチヨシツネ 牡3鹿 56

54 △
島 克駿平野 武志氏 加用 正 浦河 大道牧場 448－ 21：49．51� 15．1�
47 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 450 ―1：49．82 82．1�
714 ハクユウスターダム 牡3鹿 56 下原 理 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 浦河 福田牧場 458－ 8 〃 クビ 274．3�

（兵庫）

612 レ オ バ ル ゴ 牝3黒鹿 54
51 ▲荻野 極 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 41：50．86 495．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，756，300円 複勝： 41，317，800円 枠連： 12，472，100円
馬連： 37，140，700円 馬単： 23，721，300円 ワイド： 26，385，200円
3連複： 51，707，200円 3連単： 72，712，700円 計： 290，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 250円 枠 連（2－3） 260円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 300円 �� 440円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 247563 的中 � 110940（1番人気）
複勝票数 計 413178 的中 � 212945（1番人気）� 36764（2番人気）� 21911（5番人気）
枠連票数 計 124721 的中 （2－3） 36243（1番人気）
馬連票数 計 371407 的中 �� 39632（1番人気）
馬単票数 計 237213 的中 �� 20676（1番人気）
ワイド票数 計 263852 的中 �� 25048（1番人気）�� 15295（5番人気）�� 5095（13番人気）
3連複票数 計 517072 的中 ��� 17607（6番人気）
3連単票数 計 727127 的中 ��� 8853（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．5―47．8―59．9―1：12．1―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンプレシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．15 新潟7着

2013．3．11生 牡3青鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 シゲルシーラカンス号の騎手幸英明は，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジェットバローズ号・ジークフリート号
（非抽選馬） 1頭 マイネルディセント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05089 3月6日 小雨 良 （28小倉1）第8日 第5競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ジ ェ イ ラ ー 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：08．9 15．4�
23 レイホーロマンス 牝3鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410－ 21：09．0� 44．2�
612 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 446－ 41：09．21 30．7�
714 ダンガンウーマン 牝3鹿 54 菱田 裕二ロイヤルパーク 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 452± 0 〃 クビ 53．2�
12 クレストシチー 牡3鹿 56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 478＋ 6 〃 ハナ 6．7�
36 デンコウセドナ 牡3鹿 56 津村 明秀田中 康弘氏 南井 克巳 様似 中脇 一幸 526 ―1：09．41 27．7	
816 カマラードミノル 牡3栗 56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 61：09．72 161．4

715 ブラックベリー 牝3青鹿54 吉田 隼人�ラ・メール 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 446＋ 41：09．8� 18．6�
59 テイエムハマッタ 牝3栗 54

52 △�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 454＋101：09．9� 113．5�
11 レディーズトピック 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政田島 大史氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 412＋ 41：10．1� 356．6
24 ハトマークレディ 牝3鹿 54 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 398＋ 41：10．2� 36．7�
47 ウ ラ チ ド リ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 高橋 義忠 日高 高山牧場 444＋121：10．3� 44．1�
510 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 472－ 21：10．51 13．7�
713 スーパーエメラルド 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 豊洋牧場 398－ 6 〃 ハナ 231．5�
817 チタンクレバー 牝3青鹿54 丸山 元気鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 432＋141：10．71� 1．3�
611 モ ズ メ シ ア 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 目黒牧場 466 ―1：11．44 350．0�
818 ヤ マ ブ キ 牡3栗 56

54 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 466－101：11．93 548．0�
（17頭）

48 レオディーセ 牝3青鹿54 黛 弘人�レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，169，600円 複勝： 92，752，300円 枠連： 12，574，700円
馬連： 38，559，200円 馬単： 28，981，100円 ワイド： 27，271，300円
3連複： 60，032，500円 3連単： 93，190，500円 計： 379，531，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 890円 � 3，280円 � 1，300円 枠 連（2－3） 3，920円

馬 連 �� 12，520円 馬 単 �� 28，450円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，700円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 49，910円 3 連 単 ��� 433，090円

票 数

単勝票数 計 261696 的中 � 13554（4番人気）
複勝票数 計 927523 的中 � 28707（3番人気）� 7257（9番人気）� 18996（5番人気）
枠連票数 計 125747 的中 （2－3） 2483（12番人気）
馬連票数 計 385592 的中 �� 2385（27番人気）
馬単票数 計 289811 的中 �� 764（55番人気）
ワイド票数 計 272713 的中 �� 2715（25番人気）�� 4181（17番人気）�� 1607（38番人気）
3連複票数 計 600325 的中 ��� 902（104番人気）
3連単票数 計 931905 的中 ��� 156（726番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ イ ラ ー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2015．10．31 東京10着

2013．5．14生 牝3栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔出走取消〕 レオディーセ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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 カシノポップ号

05090 3月6日 小雨 良 （28小倉1）第8日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

67 メイスンキャプテン 牡7栗 57 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 518± 02：36．1 7．4�
11 � レオナビゲート 牡5黒鹿57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 492＋ 4 〃 クビ 11．1�
33 � デルマコテツ 牡5栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448＋ 22：36．2� 3．9�
44 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 菱田 裕二�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 484－ 22：36．83� 26．5�
68 ユアザイオン 牝4黒鹿54 津村 明秀ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500＋ 22：36．9クビ 24．0	
56 フォースフィールド 牡4黒鹿 56

54 △�島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム B424－ 42：37．11	 6．1

22 セプテントリオ 
6黒鹿57 丸山 元気 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 42：37．41� 4．9�
812� モ シ モ シ 牝6黒鹿55 横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 422－ 2 〃 アタマ 53．8�
811 ドリームポリーニ 牡4栗 56

55 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466－ 42：37．82� 145．0
79 フクノドービル 牡4鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 B504＋ 22：38．33 6．3�
55 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 松田 大作大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 482＋ 6 〃 ハナ 35．7�
710 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 508＋ 22：38．4� 8．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，729，600円 複勝： 24，177，200円 枠連： 8，938，000円
馬連： 32，496，200円 馬単： 17，936，000円 ワイド： 21，941，000円
3連複： 45，985，600円 3連単： 64，645，300円 計： 233，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 330円 � 180円 枠 連（1－6） 2，780円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 870円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 8，400円 3 連 単 ��� 61，660円

票 数

単勝票数 計 177296 的中 � 18996（5番人気）
複勝票数 計 241772 的中 � 32612（4番人気）� 16137（7番人気）� 39704（1番人気）
枠連票数 計 89380 的中 （1－6） 2491（14番人気）
馬連票数 計 324962 的中 �� 4465（24番人気）
馬単票数 計 179360 的中 �� 1537（43番人気）
ワイド票数 計 219410 的中 �� 3376（23番人気）�� 6651（8番人気）�� 4746（16番人気）
3連複票数 計 459856 的中 ��� 4101（34番人気）
3連単票数 計 646453 的中 ��� 760（233番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．0―13．1―13．4―13．5―14．1―12．8―12．3―12．4―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．9―37．9―51．0―1：04．4―1：17．9―1：32．0―1：44．8―1：57．1―2：09．5―2：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．3―3F39．0
1
�
4，8，11（1，5）－3，6（2，9）（12，7）10・（4，8，3）7，1，5（6，9）（12，2，10）11

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

勝馬の
紹 介

メイスンキャプテン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．8．21 新潟14着

2009．3．23生 牡7栗 母 タ カ ラ ミ ア 母母 ミ ア カ ー ラ 36戦3勝 賞金 56，855，000円



05091 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 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

45 カ ゼ ル タ 牝4栗 55
53 △�島 克駿吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 452± 02：01．0 5．7�

812 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 藤岡 康太吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B438－102：01．1� 16．5�
710 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 460－ 42：01．2� 38．1�
813 スターリーウインド 牝4黒鹿55 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 464－ 42：01．3クビ 4．2�
（伊）

68 テイエムフタエマル 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 460－ 4 〃 アタマ 14．4�

33 プリメラアスール 牝4黒鹿 55
52 ▲森 裕太朗青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 488－ 4 〃 クビ 14．0	

57 エヴァンジル 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 464＋ 22：01．4� 41．5

22 	 カリテスグレース 牝4黒鹿55 幸 英明北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468－ 6 〃 クビ 79．0�
56 サマーローズ 牝4栗 55 丸田 恭介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 448－ 82：01．5� 6．4�
44 マルクナッテ 牝5栗 55 菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 428－ 22：01．6クビ 65．3
711 ナイアガラモンロー 牝4鹿 55 吉田 隼人塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 492－ 6 〃 ハナ 13．8�
69 スクエアゴールド 牝4黒鹿55 松田 大作吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442＋122：01．81
 3．1�
11 メイショウグレア 牝6鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410± 02：02．43� 71．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，639，600円 複勝： 28，520，400円 枠連： 10，280，600円
馬連： 37，903，000円 馬単： 20，360，200円 ワイド： 25，661，700円
3連複： 51，992，700円 3連単： 71，110，800円 計： 267，469，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 270円 � 490円 � 780円 枠 連（4－8） 1，210円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，000円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 22，870円 3 連 単 ��� 94，070円

票 数

単勝票数 計 216396 的中 � 30212（3番人気）
複勝票数 計 285204 的中 � 31508（4番人気）� 14671（7番人気）� 8737（9番人気）
枠連票数 計 102806 的中 （4－8） 6579（6番人気）
馬連票数 計 379030 的中 �� 8414（15番人気）
馬単票数 計 203602 的中 �� 2405（24番人気）
ワイド票数 計 256617 的中 �� 6388（11番人気）�� 3290（24番人気）�� 1582（42番人気）
3連複票数 計 519927 的中 ��� 1705（82番人気）
3連単票数 計 711108 的中 ��� 548（357番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．9―48．9―1：01．3―1：13．3―1：25．2―1：36．9―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ゼ ル タ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．8生 牝4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 13戦2勝 賞金 15，600，000円
※出走取消馬 センリツ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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。

05092 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

818 ゼンノイザナギ 牡4栗 57
55 △�島 克駿大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 484－ 41：08．4 3．1�

510 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 津村 明秀�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：08．5� 57．5�
612 デンコウウノ 牡5鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 484± 0 〃 アタマ 105．1�
817 タカミツスズラン 牝5鹿 55 吉田 隼人タカミツ� 高橋 裕 日高 新井 弘幸 470＋161：08．6クビ 13．4�
47 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 488－ 4 〃 クビ 4．2�
59 アグネスユーリヤ 牡4鹿 57 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476＋121：08．7クビ 6．0	
23 クラシックマーク 牝5栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452± 0 〃 ハナ 122．4

48 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 2 〃 クビ 32．2�
816 クリノカンパニー 牡5鹿 57 下原 理栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 三輪牧場 478－ 4 〃 ハナ 82．0�

（兵庫）

12 インヴォーク 牝5栗 55 D．バルジュー �アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 430－ 41：08．8クビ 44．8
（伊）

714 アドマイヤスカイ 牡4青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 26．2�
24 マイネルグルマン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞	湖 レイクヴィラファーム 504－ 4 〃 ハナ 91．1�
35 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± 01：08．9
 8．2�
713 ウインネオルーラー 牡5黒鹿57 嶋田 純次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 482－ 21：09．11� 22．4�
11 � 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 B458＋ 2 〃 ハナ 215．4�
715 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 482－ 2 〃 ハナ 17．9�
36 グランアラミス �4栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 492－ 61：09．31 132．6�
611 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 484＋ 2 〃 クビ 13．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，186，500円 複勝： 30，725，200円 枠連： 14，078，500円
馬連： 41，359，200円 馬単： 20，060，500円 ワイド： 25，634，200円
3連複： 60，237，400円 3連単： 77，809，500円 計： 292，091，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 950円 � 1，830円 枠 連（5－8） 1，020円

馬 連 �� 10，510円 馬 単 �� 14，180円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 4，600円 �� 23，290円

3 連 複 ��� 185，150円 3 連 単 ��� 508，210円

票 数

単勝票数 計 221865 的中 � 57003（1番人気）
複勝票数 計 307252 的中 � 67341（1番人気）� 7029（11番人気）� 3492（15番人気）
枠連票数 計 140785 的中 （5－8） 10636（3番人気）
馬連票数 計 413592 的中 �� 3049（36番人気）
馬単票数 計 200605 的中 �� 1061（50番人気）
ワイド票数 計 256342 的中 �� 2073（36番人気）�� 1442（46番人気）�� 281（116番人気）
3連複票数 計 602374 的中 ��� 244（352番人気）
3連単票数 計 778095 的中 ��� 111（1213番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．8―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 7，2（12，17）1（11，9，13，15）4（5，16）－（6，8，10）（3，14，18） 4 7（2，12）（1，17）（4，11，9，13，15）（5，16）10（6，8，14，18）3

勝馬の
紹 介

ゼンノイザナギ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．5生 牡4栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク 17戦2勝 賞金 24，600，000円
※ウインネオルーラー号は，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または施行団体名を表示している。



05093 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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 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 482－ 21：46．3 3．4�

812 ミスティーフリップ 牡4栗 57 下原 理吉田 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 490－ 21：47．15 11．8�

（兵庫）

22 デュアルフレイム 牡4栗 57 横山 和生 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458± 01：47．2� 29．8�
11 � クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：47．51� 36．8�
68 マルイチワンダー 牡6栗 57 菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 456＋ 21：48．24 39．8	
56 � 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 B448－ 81：48．41	 101．6

813� ブライアンキング 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 482＋ 71：48．5クビ 177．1�
44 サダムダイジョウブ 牡6青 57

55 △
島 克駿大西 定氏 中尾 秀正 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 01：48．81� 2．1�

710 キタサンコンサート 牡4芦 57 
島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 490＋ 21：49．01	 9．1
45 トップリバティ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 518＋ 11：50．06 99．2�
57 � シンプリースパーブ 牡4鹿 57 D．バルジュー 水上ふじ子氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 484－ 61：50．42� 8．0�

（伊）

33 ニチドウリュンヌ 牡5青鹿57 藤岡 康太山田 伸氏 高橋 義忠 新ひだか 大平牧場 B488＋ 81：50．6� 15．9�
711 キャンドルライト 牡5黒鹿57 川須 栄彦山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 550＋241：55．0大差 128．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，512，700円 複勝： 32，789，500円 枠連： 11，496，700円
馬連： 48，318，100円 馬単： 27，700，600円 ワイド： 27，988，600円
3連複： 64，928，500円 3連単： 106，071，200円 計： 343，805，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 310円 � 490円 枠 連（6－8） 1，530円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，100円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 245127 的中 � 57580（2番人気）
複勝票数 計 327895 的中 � 72150（2番人気）� 24946（3番人気）� 13892（7番人気）
枠連票数 計 114967 的中 （6－8） 5819（7番人気）
馬連票数 計 483181 的中 �� 20194（7番人気）
馬単票数 計 277006 的中 �� 6630（10番人気）
ワイド票数 計 279886 的中 �� 11789（6番人気）�� 6519（12番人気）�� 2687（25番人気）
3連複票数 計 649285 的中 ��� 4597（37番人気）
3連単票数 計1060712 的中 ��� 2294（110番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．5―12．7―12．5―12．7―12．7―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．6―42．3―54．8―1：07．5―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルボルソー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2013．6．29 函館2着

2011．4．29生 牡5鹿 母 スーパーマルトク 母母 エリットビーナス 32戦3勝 賞金 50，364，000円
〔その他〕 キャンドルライト号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

05094 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713 バシレウスライオン 牡3鹿 56 藤岡 康太ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458± 01：08．3 6．2�
11 ヒ ル ダ 牝3栗 54 杉原 誠人吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：08．51� 6．8�
59 バトルグランドリイ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：08．71� 11．9�
23 マイネルパッセ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442－10 〃 クビ 13．7�
714 キンシロケット 牡3鹿 56 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 472－ 21：08．8	 29．9�
510 ナイトオブナイツ 牡3栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 432－ 21：09．01� 4．7	
36 ミキノドラマー 牡3鹿 56 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 480－ 4 〃 クビ 80．1

47 ミスズスター 牡3鹿 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 444－ 61：09．21	 4．4�
24 ハートイズハート 牡3栗 56 黛 弘人北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 450－12 〃 アタマ 32．0�
35 カシノエイシ 牡3鹿 56 丸田 恭介柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 546＋ 61：09．3クビ 74．2
612 ショウナンマシェリ 牝3鹿 54 幸 英明�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 4 〃 ハナ 22．1�
611 ペイザージュ 牝3栗 54 吉田 隼人落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474－ 41：09．4	 17．3�
12 
 エクスペクトパレス 牡3鹿 56 下原 理小林 量氏 小牧 毅 浦河 鵜木 唯義 498－ 61：09．5	 112．4�

（兵庫） （兵庫）

715 ウインクレド 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 464± 01：09．81� 17．0�
（伊）

818 ペルルクロシュ 牝3黒鹿54 丸山 元気ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 444＋ 21：10．01	 20．7�
48 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 474＋ 81：10．21� 208．7�
817 ゼンノハーデース 牡3黒鹿56 松田 大作大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 456＋ 41：10．41	 243．1�
816 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 458－ 21：10．6� 28．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，874，200円 複勝： 44，522，500円 枠連： 23，032，100円
馬連： 78，264，700円 馬単： 35，818，600円 ワイド： 47，272，400円
3連複： 123，829，500円 3連単： 162，128，600円 計： 545，742，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 260円 � 350円 枠 連（1－7） 1，920円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，650円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 10，700円 3 連 単 ��� 56，450円

票 数

単勝票数 計 308742 的中 � 39833（3番人気）
複勝票数 計 445225 的中 � 59558（3番人気）� 45545（4番人気）� 30038（6番人気）
枠連票数 計 230321 的中 （1－7） 9250（10番人気）
馬連票数 計 782647 的中 �� 22461（7番人気）
馬単票数 計 358186 的中 �� 5590（11番人気）
ワイド票数 計 472724 的中 �� 10959（10番人気）�� 7342（18番人気）�� 6669（21番人気）
3連複票数 計1238295 的中 ��� 8672（28番人気）
3連単票数 計1621286 的中 ��� 2082（144番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．8―11．4―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．1―44．5―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バシレウスライオン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2015．9．26 阪神1着

2013．4．16生 牡3鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 6戦2勝 賞金 25，208，000円
※キチロクステージ号は，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または施行団体名を表示している。



05095 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第11競走 ��
��1，800�

だ ざ い ふ

太 宰 府 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，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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

713 ウェスタールンド 牡4栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480－ 21：48．8 7．8�
59 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 472＋ 41：48．9	 2．1�
814 サンセットスカイ 牡6栗 57 松山 弘平前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－12 〃 クビ 14．7�
610 ア ト ム 牡5鹿 57 藤岡 康太杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 472± 0 〃 アタマ 4．9�
34 ナインテイルズ 牡5栗 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 480－ 61：49．0クビ 13．6�
46 ブルックデイル 牝4青鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B460＋ 41：49．1	 20．2	
47 セトノフラッパー 牝6栗 55 松田 大作難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 456＋ 21：49．2
 30．5

815 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡4黒鹿57 D．バルジュー �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 408－ 8 〃 クビ 18．3�

（伊）

712� ブルーホール 牡5青鹿57 横山 和生�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 452－ 81：49．3
 49．1
23 エイシンノーティス 牝5鹿 55 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 452－ 8 〃 ハナ 19．1�
11 トラストルシファー 牝4鹿 55 丸山 元気菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 480＋ 6 〃 ハナ 16．1�
58 スマートルピナス 牝6鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 468－ 2 〃 ハナ 40．2�
611 アドマイヤコリン 牡8青鹿57 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．4
 153．8�
22 カレンバッドボーイ 牡6鹿 57 川須 栄彦鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 61．4�
35 タカラジェニファ 牝5鹿 55 宮崎 北斗村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 476＋121：49．61� 255．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，698，800円 複勝： 60，067，800円 枠連： 37，027，400円
馬連： 172，116，100円 馬単： 77，939，300円 ワイド： 75，974，300円
3連複： 250，550，300円 3連単： 391，859，700円 計： 1，109，233，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 120円 � 260円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，370円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 18，470円

票 数

単勝票数 計 436988 的中 � 44803（3番人気）
複勝票数 計 600678 的中 � 68375（3番人気）� 182082（1番人気）� 43471（4番人気）
枠連票数 計 370274 的中 （5－7） 35587（3番人気）
馬連票数 計1721161 的中 �� 146013（2番人気）
馬単票数 計 779393 的中 �� 22623（7番人気）
ワイド票数 計 759743 的中 �� 50031（2番人気）�� 13193（15番人気）�� 32006（3番人気）
3連複票数 計2505503 的中 ��� 56164（5番人気）
3連単票数 計3918597 的中 ��� 15378（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．0―49．5―1：01．9―1：14．0―1：25．7―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
12（4，7）9（1，5）（3，10）（2，6）15－14，8（11，13）
12，7（4，9，10）3（1，5，15）6，14（2，13）8，11

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

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 牡4栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 13戦3勝 賞金 39，578，000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。

05096 3月6日 曇 稍重 （28小倉1）第8日 第12競走 ��
��2，000�

か ら と

唐 戸 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 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

22 レトロロック 牡4鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 478－ 42：00．7 2．1�

23 � グラブザフラッグ 	4栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills
Co. LTD. 488± 02：01．12
 17．2�

610 クローディオ 牡4鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 42：01．2� 17．9�
47 マイネルプレッジ 牡5鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 436－ 6 〃 クビ 4．9�
712� 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 B472－ 82：01．41 183．3	
713 フ ァ シ ー ノ 牡5鹿 57 松田 大作 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 464－ 8 〃 クビ 9．8

34 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 468－ 2 〃 アタマ 45．7�
46 � コパノハミルトン 牡4黒鹿57 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 488－ 42：01．5クビ 152．7�
35 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 440－ 22：01．71 119．7
11 アイオシルケン 牡4黒鹿57 丸田 恭介石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 474－12 〃 ハナ 39．9�
59 ビオラフォーエバー 	5栗 57 川須 栄彦熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 22：01．91 7．9�
58 アンバーグリスキー 牡4鹿 57 津村 明秀青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B452＋ 22：02．32
 167．8�
815 キングパール 牡4黒鹿57 D．バルジュー H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋142：02．72
 8．1�

（伊）

814� モンテエクリプス 	7鹿 57 �島 克駿毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 444－182：02．8
 79．2�
611 ウインアーマー 牡4栗 57 黛 弘人�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 456－ 42：02．9
 44．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，098，500円 複勝： 58，080，700円 枠連： 21，833，400円
馬連： 110，665，200円 馬単： 47，410，400円 ワイド： 56，242，300円
3連複： 136，277，300円 3連単： 219，345，800円 計： 694，953，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 370円 � 350円 枠 連（2－2） 1，910円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 720円 �� 800円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 8，100円 3 連 単 ��� 27，800円

票 数

単勝票数 計 450985 的中 � 171657（1番人気）
複勝票数 計 580807 的中 � 179450（1番人気）� 30905（7番人気）� 32758（6番人気）
枠連票数 計 218334 的中 （2－2） 8843（7番人気）
馬連票数 計1106652 的中 �� 43813（6番人気）
馬単票数 計 474104 的中 �� 12887（8番人気）
ワイド票数 計 562423 的中 �� 20617（6番人気）�� 18329（7番人気）�� 4431（28番人気）
3連複票数 計1362773 的中 ��� 12610（24番人気）
3連単票数 計2193458 的中 ��� 5720（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．8―50．0―1：02．1―1：13．9―1：25．6―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レトロロック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．31 小倉1着

2012．3．22生 牡4鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 10戦2勝 賞金 29，944，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 サイバーロイド号（疾病〔両後肢フレグモーネ〕のため）
※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8日 3月6日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

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

166，740，000円
3，800，000円
6，180，000円
1，900，000円
16，700，000円
70，540，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
319，059，700円
523，218，900円
184，021，100円
699，508，200円
360，245，700円
404，915，200円
1，002，163，100円
1，466，965，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，960，097，700円

総入場人員 10，415名 （有料入場人員 9，384名）



平成28年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，506頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，430，850，000円
16，470，000円
47，680，000円
14，610，000円
146，400，000円
573，295，000円
39，428，000円
14，457，600円

勝馬投票券売得金
2，265，387，100円
3，563，095，800円
1，438，311，200円
5，169，254，800円
2，577，852，500円
2，984，015，900円
7，379，692，900円
10，268，809，600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 35，646，419，800円

総入場延人員 78，257名 （有料入場延人員 70，894名）
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