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05037 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

48 アドラメレク 牡3黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－121：48．1 8．1�

24 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 526－ 81：48．41� 2．7�

11 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B460－ 41：48．5� 18．6�
816 セヴィルロアー 牡3鹿 56 S．フォーリー 北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 474－ 61：48．6� 3．7�

（愛）

35 � レーヴァンドール 牝3鹿 54 丸田 恭介寺田 寿男氏 田村 康仁 米 Chiyoda
Farm 488＋ 61：48．92 51．5�

612 ウニオミュスティカ 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 488－ 21：49．22 5．5	
36 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 476－ 61：49．3� 17．0

59 メイショウカンキ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 466－101：49．4クビ 71．3�
714 タ ル ガ 牡3黒鹿56 松若 風馬�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋201：50．03� 13．0�
47 ダイバージェント 牡3黒鹿 56

54 △原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：50．63� 33．1

611 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 432＋ 41：50．7� 162．6�
12 イエスマイハニー 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 454＋ 21：50．91	 112．3�
23 ヒートアイズ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 86．0�
815 スズカバランス 牡3鹿 56 丸山 元気永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 01：51．53� 86．4�
510 クールジャッカル 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 452－ 21：52．24 157．1�
713 ラ チ ャ ル カ 牝3栗 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 436－101：52．83� 68．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，085，300円 複勝： 24，736，500円 枠連： 8，497，700円
馬連： 35，649，300円 馬単： 18，034，500円 ワイド： 22，766，800円
3連複： 52，034，800円 3連単： 62，890，900円 計： 240，695，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 130円 � 350円 枠 連（2－4） 1，000円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，810円 �� 720円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 160853 的中 � 15805（4番人気）
複勝票数 計 247365 的中 � 22410（4番人気）� 66910（1番人気）� 13839（6番人気）
枠連票数 計 84977 的中 （2－4） 6570（3番人気）
馬連票数 計 356493 的中 �� 22236（4番人気）
馬単票数 計 180345 的中 �� 4712（10番人気）
ワイド票数 計 227668 的中 �� 10637（4番人気）�� 3053（20番人気）�� 8249（7番人気）
3連複票数 計 520348 的中 ��� 8100（15番人気）
3連単票数 計 628909 的中 ��� 1750（84番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．6―13．8―12．6―12．4―12．7―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―31．1―44．9―57．5―1：09．9―1：22．6―1：35．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドラメレク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2016．9．18 阪神6着

2014．1．17生 牡3黒鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コハク号
（非抽選馬） 1頭 コウユーヌレエフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05038 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

33 ア ン ミ 牝5鹿 55
53 △木幡 初也武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 470＋14 59．1 16．6�

58 ハトマークレディ 牝4鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 408－ 4 〃 クビ 5．6�
610 メイショウボノム 牡5鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476± 0 59．2� 1．6�
22 ゴールドファーム 牡4栗 57 菱田 裕二新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 B484－ 8 59．51� 16．8�
34 カノヤカンザクラ 牡5栗 57 松若 風馬神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 518＋ 2 59．71 12．5�
46 キンシロケット 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 508± 0 59．91� 46．3�
45 メイショウアタカマ 牡4鹿 57

55 △原田 和真松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 468－ 4 〃 ハナ 233．8	
712� アルディバイン 牡6鹿 57 丹内 祐次髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B508＋121：00．11� 16．8

814 フジワンエンジェル 牝4鹿 55 横山 和生�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 B458＋ 2 〃 ハナ 38．1�
711� サンライズシーズン 牡5栗 57 S．フォーリー 松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 478＋161：00．31� 10．3

（愛）

57 ホワイトポピー 牝7芦 55
54 ☆長岡 禎仁楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B450＋ 61：00．4クビ 69．9�

813 プリンシアラッテオ 牝4青鹿55 嶋田 純次芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 高村牧場 474＋101：00．5� 76．2�
11 アートラヴァー 牝4栗 55 柴田 大知 J．ウィルソン氏 村山 明 安平 ノーザンファーム B480± 01：01．03 44．5�
69 グリマープリンセス 牝4鹿 55 小牧 太ザ・ヒルズ 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋181：02．59 44．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，798，400円 複勝： 50，518，400円 枠連： 9，585，700円
馬連： 30，624，100円 馬単： 22，894，900円 ワイド： 22，863，400円
3連複： 47，630，900円 3連単： 74，707，000円 計： 276，622，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 230円 � 150円 � 110円 枠 連（3－5） 2，360円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 12，040円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 480円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 21，000円

票 数

単勝票数 計 177984 的中 � 8544（5番人気）
複勝票数 計 505184 的中 � 16554（5番人気）� 37154（2番人気）� 353283（1番人気）
枠連票数 計 95857 的中 （3－5） 3139（7番人気）
馬連票数 計 306241 的中 �� 5316（13番人気）
馬単票数 計 228949 的中 �� 1426（30番人気）
ワイド票数 計 228634 的中 �� 4924（10番人気）�� 11295（6番人気）�� 33670（1番人気）
3連複票数 計 476309 的中 ��� 20030（3番人気）
3連単票数 計 747070 的中 ��� 2578（63番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．4―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．2
3 ・（8，10）（3，7，13）5－（6，14）（11，12）（2，9，4）1 4 ・（8，10）（3，7，13）5－6，14－（11，12）4，2－1－9

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5鹿 母 プリティーキャット 母母 ナイスパリス 17戦3勝 賞金 24，400，000円
〔その他〕 グリマープリンセス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グリマープリンセス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カシノアーニング号・キョウワクロニクル号・サンアルパイン号・スカイアクセス号・ラファーガ号
（非抽選馬） 3頭 スーパーライナー号・ユキノマルガリータ号・レッドファーレン号
※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４日



05039 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

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

816 カシノロマンス 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 426－ 41：09．7 3．3�
36 スナッチアイズ 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430± 0 〃 クビ 5．2�
23 モアナブルー 牝3栗 54 丸田 恭介平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 6 〃 ハナ 36．6�
612 ラニカイワヒネ 牝3鹿 54 荻野 琢真横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 450 ― 〃 ハナ 50．9�
714 サンブリリアント 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 490＋ 61：09．8� 32．2�
715 ビージュノー 牝3鹿 54 菱田 裕二馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 380－ 6 〃 アタマ 146．0	
510 スマイルウィーク 牝3栗 54 田辺 裕信原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436＋14 〃 アタマ 14．7

59 ペンデュラム 牝3鹿 54 柴田 大知 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 81：09．9� 32．7�
818 ビミコウフク 牝3黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 438－ 6 〃 アタマ 7．2�
35 サツキチャン 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 山際牧場 404＋ 21：10．11 143．5
713 ダンツストーク 牝3青鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：10．2� 4．2�
24 フ ァ シ ル 牝3鹿 54 松若 風馬�前川企画 野中 賢二 日高 浜本牧場 446－ 41：10．41� 17．7�
611 ニホンピロメイデー 牝3黒鹿54 古川 吉洋小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 B442－161：10．61� 187．0�
11 ハギノカンタービレ 牝3鹿 54 太宰 啓介日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 8 〃 クビ 125．4�
12 マーブリング 牝3鹿 54 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 408 ―1：10．81� 65．7�
817 エメラルドアロー 牝3栗 54

52 △原田 和真�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 大樹ファーム 410± 01：11．11� 209．4�
48 ゼットパール 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 440－ 21：11．2� 36．2�
47 ブルドッグギャル 牝3青鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 380－ 81：11．52 11．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，276，100円 複勝： 23，747，000円 枠連： 11，635，900円
馬連： 32，889，100円 馬単： 17，088，400円 ワイド： 22，689，000円
3連複： 49，831，500円 3連単： 59，815，700円 計： 234，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 880円 枠 連（3－8） 640円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，850円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 52，880円

票 数

単勝票数 計 172761 的中 � 40705（1番人気）
複勝票数 計 237470 的中 � 48877（1番人気）� 38043（3番人気）� 4825（11番人気）
枠連票数 計 116359 的中 （3－8） 13982（2番人気）
馬連票数 計 328891 的中 �� 25584（2番人気）
馬単票数 計 170884 的中 �� 6909（2番人気）
ワイド票数 計 226890 的中 �� 15226（3番人気）�� 1938（30番人気）�� 1733（33番人気）
3連複票数 計 498315 的中 ��� 2891（38番人気）
3連単票数 計 598157 的中 ��� 820（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．3―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノロマンス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．14 小倉7着

2014．4．7生 牝3黒鹿 母 ロマンスオーラ 母母 ザ ナ ッ ク 8戦1勝 賞金 14，350，000円
〔制裁〕 サンブリリアント号の騎手三津谷隼人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※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 エマーブル号

05040 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

35 カ レ ン カ カ 牡3芦 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498＋101：49．8 5．4�
12 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 420－14 〃 クビ 13．4�
816 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 460－ 21：50．01� 10．3�
713 ダンツブレーブ 牡3芦 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 462＋ 81：50．31� 5．0�
714 アウトリガーカヌー 牡3芦 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 528－ 8 〃 クビ 32．3	
24 アラハバード 牡3黒鹿56 秋山真一郎�G1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 434－ 41：50．4� 2．1

612 トゥルーヒーロー 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太芹澤 精一氏 作田 誠二 浦河 高村牧場 474－ 21：50．5クビ 8．9�
59 ア カ イ バ ラ 牝3栗 54

52 △伴 啓太�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 414－ 21：50．6� 194．2�

815 エ ー ル 牡3黒鹿56 高倉 稜�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B462＋14 〃 ハナ 146．8

611 プ ロ ー ン 牝3黒鹿54 杉原 誠人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 402－ 61：50．81� 72．6�
510 ディヴィデンド 牡3青鹿56 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 446－ 61：50．9� 63．2�
23 ワタシガンバルネ 牝3栗 54

52 △原田 和真�LS.M 天間 昭一 平取 船越 伸也 414± 01：51．22 194．7�
11 レ ラ ン パ ゴ 牡3黒鹿56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 486－161：51．41 38．9�
47 タイセイフィナール 牡3栗 56 丸山 元気田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 446＋ 21：52．25 161．6�
48 ターシャフォンテン 牝3黒鹿54 西村 太一吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 452＋101：52．3� 383．5�
36 アイファータレント 牡3鹿 56 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 466－14 〃 ハナ 324．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，130，800円 複勝： 22，687，800円 枠連： 10，316，700円
馬連： 32，052，300円 馬単： 20，076，300円 ワイド： 21，017，400円
3連複： 48，054，600円 3連単： 69，761，200円 計： 243，097，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 270円 � 210円 枠 連（1－3） 2，060円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 700円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 42，140円

票 数

単勝票数 計 191308 的中 � 28153（3番人気）
複勝票数 計 226878 的中 � 30306（2番人気）� 19860（5番人気）� 29762（3番人気）
枠連票数 計 103167 的中 （1－3） 3867（10番人気）
馬連票数 計 320523 的中 �� 8092（12番人気）
馬単票数 計 200763 的中 �� 2481（24番人気）
ワイド票数 計 210174 的中 �� 5387（12番人気）�� 7921（8番人気）�� 4233（15番人気）
3連複票数 計 480546 的中 ��� 4205（27番人気）
3連単票数 計 697612 的中 ��� 1200（133番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．7―12．4―12．0―11．9―12．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．8―49．2―1：01．2―1：13．1―1：25．1―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ レ ン カ カ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．19 京都5着

2014．3．22生 牡3芦 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンドベージュ号・ソルティピース号



05041 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

715 シェアザモーメント 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472 ―2：02．3 6．1�
36 プレイングアローン 牡3黒鹿56 吉田 隼人�ノースヒルズ 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486 ―2：03．25 9．5�
35 ア ト ロ ポ ス 牝3青鹿54 北村 友一大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 クビ 8．8�
23 チャッティレディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ―2：03．3クビ 21．4�
12 ストリートレックス 牡3鹿 56 太宰 啓介�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 476 ―2：03．62 7．1	
59 エ ア マ エ ル 牡3青鹿56 田辺 裕信 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 アタマ 3．7

817 ピエナアラシ 牡3鹿 56 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 476 ―2：03．7� 37．7�
24 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿56 松山 弘平小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 482 ―2：03．8� 18．1�
510 パステラリア 牝3鹿 54 S．フォーリー �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 486 ―2：04．01� 58．5

（愛）

714 ハリウッドレーヴ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中村 均 新冠 的場牧場 454 ― 〃 クビ 74．2�

713 レッドジュラーレ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 462 ―2：04．1クビ 27．1�
816 シ リ シ ア ン 牡3栗 56 古川 吉洋�伊達牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 494 ―2：04．52� 17．6�
11 ミエノブルーハワイ 牝3鹿 54 丹内 祐次里見美惠子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454 ―2：04．92� 134．3�
48 フルスプレンダー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 468 ―2：05．11 162．7�
47 ダイシングレート 牡3黒鹿56 小牧 太大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 486 ―2：05．52� 29．8�
611 ロフティードリーム 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 506 ―2：05．82 8．3�

818 スズカガルチ 牡3栗 56 高倉 稜永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 504 ―2：06．11� 80．9�
612 ハルノヒダマリ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 478 ―2：07．16 30．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，198，900円 複勝： 26，003，600円 枠連： 14，153，900円
馬連： 36，366，100円 馬単： 19，635，200円 ワイド： 25，340，800円
3連複： 54，100，800円 3連単： 63，691，400円 計： 260，490，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 280円 � 290円 枠 連（3－7） 1，500円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，230円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 11，830円 3 連 単 ��� 56，860円

票 数

単勝票数 計 211989 的中 � 27723（2番人気）
複勝票数 計 260036 的中 � 28504（3番人気）� 24510（5番人気）� 22526（6番人気）
枠連票数 計 141539 的中 （3－7） 7277（6番人気）
馬連票数 計 363661 的中 �� 6439（16番人気）
馬単票数 計 196352 的中 �� 1876（28番人気）
ワイド票数 計 253408 的中 �� 3990（17番人気）�� 5313（10番人気）�� 5758（9番人気）
3連複票数 計 541008 的中 ��� 3427（32番人気）
3連単票数 計 636914 的中 ��� 812（148番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―13．3―13．1―12．3―12．2―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�
12．6―23．8―35．6―48．9―1：02．0―1：14．3―1：26．5―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
15（9，11）（6，8，16）（12，17）5，10（4，18）2－（3，14）13，1，7・（15，17）（9，16）（6，11）8，5（2，12）（3，10）18（4，14）（1，13，7）

2
4

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

勝馬の
紹 介

シェアザモーメント �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2014．3．31生 牡3鹿 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゲイルバローズ号・シェアマインズ号・ヒマワリノヤクソク号・レディアリエッタ号・ワイルドプリンセス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05042 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

68 � グローサーザール 牡4栗 56
54 △木幡 初也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B524－ 82：35．6 11．4�

44 キールコネクション 牡5栗 57 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B482± 02：36．34 3．7�
22 ウォーターシャウト 牡4青鹿56 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 486－122：36．4� 2．0�
11 タガノアーバニティ 牡4栗 56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－142：37．14 17．1�
57 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 秋山真一郎国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 482－12 〃 ハナ 43．3�
812� レオクイック 牡5鹿 57

55 △原田 和真坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 474± 02：37．2� 145．9	
711 エ イ ム 牡4青鹿56 丸山 元気ライオンレースホース
 西村 真幸 日高 モリナガファーム 466＋ 22：37．3クビ 22．2�
56 オカホンコー 牡6鹿 57 菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 502＋ 4 〃 クビ 13．1�
710� シ ン ゲ キ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 516＋ 82：37．4� 86．7

813 ピンクアゲート 牝4鹿 54
53 ☆	島 克駿ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 478＋122：38．57 121．5�

69 ブラスロック 牡4鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス
 萩原 清 日高 日高大洋牧場 488－ 42：39．03 17．5�

45 � ワンダーオブテール 牡5黒鹿57 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 516＋ 42：39．21 65．9�
33 � キングジュエリー 牡4栗 56 松若 風馬平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 538－ 42：40．05 10．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，972，700円 複勝： 17，844，000円 枠連： 9，185，100円
馬連： 29，853，900円 馬単： 17，603，000円 ワイド： 18，681，900円
3連複： 41，669，200円 3連単： 62，387，200円 計： 215，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 190円 � 120円 � 120円 枠 連（4－6） 1，180円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 640円 �� 530円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 計 179727 的中 � 12601（4番人気）
複勝票数 計 178440 的中 � 17280（3番人気）� 40279（2番人気）� 45929（1番人気）
枠連票数 計 91851 的中 （4－6） 6001（4番人気）
馬連票数 計 298539 的中 �� 10236（9番人気）
馬単票数 計 176030 的中 �� 2729（20番人気）
ワイド票数 計 186819 的中 �� 6569（7番人気）�� 8121（6番人気）�� 28899（1番人気）
3連複票数 計 416692 的中 ��� 21715（3番人気）
3連単票数 計 623872 的中 ��� 3474（32番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．2―13．4―12．8―13．3―13．6―12．7―12．5―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．6―38．8―52．2―1：05．0―1：18．3―1：31．9―1：44．6―1：57．1―2：09．8―2：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．5
1
�
11，8－13，1，9，2（5，7，3）－（4，6）（10，12）・（11，8，2）1，7（4，13）9（10，6）3，12，5

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

勝馬の
紹 介

�グローサーザール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Dixieland Band

2013．4．23生 牡4栗 母 ファーストバイオリン 母母 Sunrise Symphony 9戦1勝 賞金 9，420，000円
初出走 JRA



05043 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 � レイホーロマンス 牝4鹿 54
52 △原田 和真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 406－ 41：48．0 8．5�

34 キュリオスティー 牝6鹿 55 横山 和生 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－101：48．21� 26．2�

814 エイシンジルコン 牝4黒鹿54 吉田 隼人�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 448－ 2 〃 クビ 2．7�
46 アイスコールド 牝4鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：48．3� 9．5�
58 ベッラレジーナ 牝6鹿 55 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 13．8	
815 エーデルメイシュ 牝4鹿 54

53 ☆長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 81：48．4� 9．1


611 ウインティアラ 牝5鹿 55 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 21：48．72 52．0�
22 � メイショウミソラ 牝5栗 55 松若 風馬松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 462－12 〃 アタマ 8．7�
35 ミッキーディナシー 牝4黒鹿54 浜中 俊野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 408－ 2 〃 ハナ 9．4
47 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 504－ 21：48．91� 10．4�
713 アルケミスト 牝4鹿 54 丸山 元気�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 436＋ 41：49．0� 52．9�
712 レ イ リ オ ン 牝4鹿 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424± 01：49．21� 17．8�
23 サンレイフローラ 牝7鹿 55 小牧 太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B450－ 8 〃 クビ 90．8�
59 カゼノシッポ 牝4栗 54

52 △木幡 初也�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 430－ 21：49．51� 160．6�
610� ブライティアベル 牝4栗 54 菱田 裕二小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 456± 01：51．2大差 47．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，812，100円 複勝： 28，896，000円 枠連： 13，164，600円
馬連： 39，909，800円 馬単： 20，727，600円 ワイド： 27，624，100円
3連複： 60，542，500円 3連単： 73，312，000円 計： 285，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 480円 � 160円 枠 連（1－3） 2，800円

馬 連 �� 9，650円 馬 単 �� 17，820円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 580円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 75，070円

票 数

単勝票数 計 218121 的中 � 20345（2番人気）
複勝票数 計 288960 的中 � 32027（3番人気）� 12031（10番人気）� 60669（1番人気）
枠連票数 計 131646 的中 （1－3） 3639（13番人気）
馬連票数 計 399098 的中 �� 3204（42番人気）
馬単票数 計 207276 的中 �� 872（78番人気）
ワイド票数 計 276241 的中 �� 2354（42番人気）�� 13068（3番人気）�� 4869（14番人気）
3連複票数 計 605425 的中 ��� 4661（30番人気）
3連単票数 計 733120 的中 ��� 708（248番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．6―12．2―11．8―12．1―11．8―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．1―48．3―1：00．1―1：12．2―1：24．0―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�レイホーロマンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．3．21生 牝4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 10戦1勝 賞金 10，750，000円
初出走 JRA

05044 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 アスクジョーダン 牡5鹿 57 浜中 俊廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 504＋ 41：08．9 4．2�
817 トウカイクローネ 牡5青鹿57 秋山真一郎内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 480＋ 21：09．11� 27．2�
35 � ジ ェ ス ロ �4鹿 57 柴田 大知松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 424＋12 〃 ハナ 11．7�
816 トゥルームーン 牝5鹿 55

53 △伴 啓太鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 498＋ 61：09．31� 25．8�
714 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 杉原 誠人服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 81：09．4クビ 39．4�
612 ポルボローネ 牝5栗 55 松山 弘平小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 436＋18 〃 クビ 41．2�
59 クリノスーアンコー 牡5青鹿57 高倉 稜栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 500＋ 21：09．5� 25．6	
12 アルマクレヨン �5栗 57 丸山 元気コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 500± 01：09．6� 23．4

48 ローレルジャック 牡4黒鹿 57

56 ☆長岡 禎仁 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 490－ 21：09．7� 51．4�
713� ユキノサンブライト 牝6鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 6 〃 ハナ 246．5
24 フェザリータッチ 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 41：09．8� 2．4�
47 ゼンノイザナギ 牡5栗 57

56 ☆	島 克駿大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 480± 01：09．9� 13．4�
36 ノボリレジェンド 牝6鹿 55 太宰 啓介原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450－ 41：10．0クビ 12．7�
510 ホウオウマリリン 牝4栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 424＋22 〃 クビ 12．3�
715� クリノヴェルサイユ 牝4鹿 55

53 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 428＋ 21：10．1� 77．3�
11 ユ ッ セ 牝4栗 55 横山 和生�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 478＋ 61：10．2� 116．2�
818 リップルトウショウ 牝4青鹿55 吉田 隼人トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋ 41：11．05 58．7�
23 ナッツスター 牡4鹿 57 S．フォーリー 早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 464＋181：11．63� 47．0�

（愛）

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，762，300円 複勝： 27，551，800円 枠連： 15，461，700円
馬連： 46，084，000円 馬単： 23，821，300円 ワイド： 29，845，500円
3連複： 64，282，100円 3連単： 82，470，300円 計： 313，279，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 480円 � 320円 枠 連（6－8） 1，740円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，110円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 19，070円 3 連 単 ��� 105，260円

票 数

単勝票数 計 237623 的中 � 45171（2番人気）
複勝票数 計 275518 的中 � 44520（2番人気）� 12817（7番人気）� 21444（4番人気）
枠連票数 計 154617 的中 （6－8） 6849（7番人気）
馬連票数 計 460840 的中 �� 5622（20番人気）
馬単票数 計 238213 的中 �� 2061（28番人気）
ワイド票数 計 298455 的中 �� 4506（17番人気）�� 7074（7番人気）�� 2086（37番人気）
3連複票数 計 642821 的中 ��� 2527（59番人気）
3連単票数 計 824703 的中 ��� 568（300番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．7―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクジョーダン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．3．29 中京5着

2012．3．20生 牡5鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 10戦2勝 賞金 15，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェルミナーレ号
（非抽選馬） 2頭 エイシンダーラ号・ロックオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05045 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000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 ウエヲムイテアルコ 牡4青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 472＋ 81：45．8 4．3�
47 � ヒルノサルバドール 牡4栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438－ 21：45．9� 9．0�
35 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 452± 01：46．75 6．4�
510 ロッジポールパイン 牡4青鹿56 宮崎 北斗大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 518－221：46．91� 13．5�
12 � クリノメルクリウス �4鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 432－101：47．0� 78．9�
24 � キングズアフェアー �5黒鹿 57

56 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 528－ 6 〃 クビ 13．8	
36 サンマルドライヴ 牡4黒鹿56 丸田 恭介相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 430－161：47．1	 12．4

59 グランシャリオ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B458－ 81：47．52� 99．4�
815 ネオヴァリアント 牡6鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 484－121：47．82 30．9�
11 ナンヨーファミユ 牡4鹿 56 田辺 裕信中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462－ 41：47．9クビ 7．2
714 メイショウヨイチ 牡4鹿 56

55 ☆長岡 禎仁松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 496＋ 21：48．0� 119．0�
48 ゼンノブレーメン 牡5鹿 57 浜中 俊大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 486－ 61：48．1	 4．0�
612 ラッシュストーム 牝4黒鹿 54

53 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 462－ 61：49．16 217．9�

713 ピ ナ ク ル ズ 牡4黒鹿56 松若 風馬ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 508－ 61：49．42 56．4�
816� ショウナンアーリー 牡4鹿 56 秋山真一郎国本 哲秀氏 中村 均 新冠 富本 茂喜 472＋ 8 〃 ハナ 20．9�
611 アイルーロス 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 B468＋ 81：50．03� 151．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，055，400円 複勝： 33，837，900円 枠連： 13，793，500円
馬連： 47，554，900円 馬単： 24，609，500円 ワイド： 29，786，800円
3連複： 71，903，000円 3連単： 92，560，700円 計： 338，101，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 270円 � 190円 枠 連（2－4） 540円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 720円 �� 480円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 15，360円

票 数

単勝票数 計 240554 的中 � 44033（2番人気）
複勝票数 計 338379 的中 � 57509（1番人気）� 28502（6番人気）� 48948（2番人気）
枠連票数 計 137935 的中 （2－4） 19565（1番人気）
馬連票数 計 475549 的中 �� 21238（4番人気）
馬単票数 計 246095 的中 �� 5553（9番人気）
ワイド票数 計 297868 的中 �� 10498（5番人気）�� 16648（2番人気）�� 7114（12番人気）
3連複票数 計 719030 的中 ��� 16247（7番人気）
3連単票数 計 925607 的中 ��� 4368（19番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―13．1―12．3―12．1―12．7―12．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―43．5―55．8―1：07．9―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
7，15（3，13，10，11）4，2－（1，8）（9，14，16）－5，12，6
7，15（3，10）（2，4，8）16（9，13，1）（11，14）5－（12，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウエヲムイテアルコ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．11．14 東京3着

2013．5．8生 牡4青 母 アリゲーターアリー 母母 Mackie 12戦2勝 賞金 22，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トリアンドルス号
（非抽選馬） 1頭 エンパイアステート号

05046 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第10競走 ��2，000�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時40分 （芝・右）

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

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 ヤマニンリュウセイ 牡4栗 56 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 470＋ 22：00．4 9．8�
810 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 480± 0 〃 クビ 48．7�
33 シンゼンドリーム 牡4黒鹿56 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 472－ 4 〃 アタマ 4．4�
55 フェイズベロシティ 牝4栗 54 吉田 隼人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440＋ 62：00．61� 5．9�
77 マサノマリリン 牝6黒鹿55 丸田 恭介中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 466± 02：00．81� 6．1�
89 コートオブアームズ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 454－ 42：01．22� 3．4	
66 パラノーマル 牝4栗 54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 432＋142：01．3クビ 62．3�
11 � コパノハミルトン 牡5黒鹿57 原田 和真小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 496－ 4 〃 クビ 113．1�
22 � マコトガラハッド 	4鹿 56 松山 弘平
ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 484＋102：01．93� 57．1
78 ダノンサンシャイン 牡4栗 56 浜中 俊
ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B498＋ 22：02．21� 4．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，659，200円 複勝： 30，579，800円 枠連： 11，395，500円
馬連： 50，957，200円 馬単： 30，187，300円 ワイド： 26，250，100円
3連複： 65，661，700円 3連単： 132，111，000円 計： 371，801，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 690円 � 200円 枠 連（4－8） 1，570円

馬 連 �� 13，250円 馬 単 �� 26，230円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 600円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 17，350円 3 連 単 ��� 129，780円

票 数

単勝票数 計 246592 的中 � 20002（6番人気）
複勝票数 計 305798 的中 � 31067（6番人気）� 9381（7番人気）� 47391（3番人気）
枠連票数 計 113955 的中 （4－8） 5600（9番人気）
馬連票数 計 509572 的中 �� 2980（21番人気）
馬単票数 計 301873 的中 �� 863（42番人気）
ワイド票数 計 262501 的中 �� 2334（20番人気）�� 12088（9番人気）�� 2602（18番人気）
3連複票数 計 656617 的中 ��� 2837（35番人気）
3連単票数 計1321110 的中 ��� 738（233番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．7―12．6―12．1―12．0―11．8―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．0―48．6―1：00．7―1：12．7―1：24．5―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリュウセイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．12 中山3着

2013．2．9生 牡4栗 母 ヤマニンメルベイユ 母母 ヤマニンアリーナ 13戦2勝 賞金 23，148，000円
〔制裁〕 パラノーマル号の騎手丹内祐次は，後検量に遅れたことについて戒告。



05047 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第11競走 ��1，800�第51回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，28．2．20以降29．2．13まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

47 マルターズアポジー 牡5鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 61：45．8 7．8�
714 ヒストリカル 牡8黒鹿57 高倉 稜近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－ 21：46．12 14．8�
611 クラリティスカイ 牡5鹿 57．5 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 504＋ 41：46．2クビ 9．7�
816 ロードヴァンドール 牡4栗 54 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 500－ 2 〃 クビ 26．8�
12 � ストロングタイタン 牡4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 530＋ 61：46．3クビ 4．9	
612 フ ル ー キ ー 牡7青鹿57．5 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504＋14 〃 クビ 10．6

11 レッドソロモン 牡5鹿 56 加藤 祥太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B480－ 61：46．61� 34．6�
713 スピリッツミノル 牡5栗 55 吉田 隼人吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496－ 61：46．7� 50．6�
24 コスモソーンパーク 牡9青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 41：47．01� 113．5
815 ダ コ ー ル 牡9鹿 58 丸山 元気�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－20 〃 アタマ 55．5�
23 ダノンメジャー 牡5栗 55 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 18．5�
48 ベ ル ー フ 牡5鹿 57 S．フォーリー �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 ハナ 5．5�
（愛）

35 クランモンタナ 牡8芦 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 21：47．1� 71．9�
510 ケイティープライド 牡7鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492－ 41：47．73� 17．8�
59 パドルウィール 牡6芦 55 松山 弘平 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 81：47．8� 11．2�
36 マイネルハニー 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 480＋ 61：47．9� 6．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，798，300円 複勝： 144，292，300円 枠連： 86，609，300円
馬連： 452，541，200円 馬単： 162，958，900円 ワイド： 203，833，300円
3連複： 750，507，600円 3連単： 945，652，100円 計： 2，853，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 320円 � 390円 � 350円 枠 連（4－7） 2，220円

馬 連 �� 9，790円 馬 単 �� 14，190円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 1，990円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 34，780円 3 連 単 ��� 141，970円

票 数

単勝票数 計1067983 的中 � 108683（4番人気）
複勝票数 計1442923 的中 � 119390（4番人気）� 96162（7番人気）� 109264（5番人気）
枠連票数 計 866093 的中 （4－7） 30126（10番人気）
馬連票数 計4525412 的中 �� 35793（44番人気）
馬単票数 計1629589 的中 �� 8611（63番人気）
ワイド票数 計2038333 的中 �� 14915（47番人気）�� 26657（25番人気）�� 17041（45番人気）
3連複票数 計7505076 的中 ��� 16181（132番人気）
3連単票数 計9456521 的中 ��� 4829（557番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―34．8―46．2―57．6―1：09．3―1：21．0―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste デビュー 2015．2．28 中山1着

2012．2．27生 牡5鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 19戦7勝 賞金 167，310，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 デウスウルト号・メイクアップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05048 2月19日 晴 良 （29小倉1）第4日 第12競走 1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 スカイパッション 牝5栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 460－ 41：08．3 7．5�
713 スマートグレイス 牝5栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 476＋ 2 〃 クビ 24．2�
816 アドマイヤナイト 牝5栗 55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 4 〃 ハナ 6．0�
23 スパイチャクラ 牝4黒鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 464± 01：08．51� 11．2�
817� ダイアモンドノーム 牝4栗 55 嶋田 純次友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 430＋ 2 〃 クビ 170．4�
47 グレイスミノル 牝5青鹿55 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 490－ 41：08．6クビ 9．1�
48 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－14 〃 クビ 7．4	
35 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿55 北村 友一
駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 464＋ 81：08．81� 4．3�
12 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿55 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B522－ 41：08．9クビ 6．4
714� ハイマウンテン 牝7鹿 55 高倉 稜北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 454－ 2 〃 アタマ 126．9�
611 グラミスキャッスル 牝4鹿 55 黛 弘人飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：09．11� 28．4�
11 スペチアーレ 牝5鹿 55 木幡 初也青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476－ 8 〃 クビ 31．6�
24 � リバティーホール 牝8鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B458－ 2 〃 ハナ 133．8�
59 オ ヒ ア 牝5黒鹿55 柴田 大知金子真人ホール

ディングス
 村山 明 日高 白井牧場 460－ 21：09．2� 72．5�
715 タイセイララバイ 牝6青鹿55 吉田 隼人田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 178．2�
36 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 55 田辺 裕信上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 488＋ 2 〃 アタマ 20．6�
510 ゼットフーリ 牝4鹿 55 加藤 祥太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B484＋ 61：09．51� 180．6�
818 メ ジ ェ ル ダ 牝4鹿 55 古川 吉洋�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 B444＋ 41：11．110 27．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，976，200円 複勝： 75，267，100円 枠連： 35，663，200円
馬連： 123，714，400円 馬単： 50，862，700円 ワイド： 73，207，600円
3連複： 188，358，200円 3連単： 236，986，200円 計： 833，035，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 630円 � 270円 枠 連（6－7） 4，790円

馬 連 �� 10，420円 馬 単 �� 18，940円

ワ イ ド �� 3，360円 �� 1，210円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 17，930円 3 連 単 ��� 135，820円

票 数

単勝票数 計 489762 的中 � 51593（5番人気）
複勝票数 計 752671 的中 � 81965（4番人気）� 27374（9番人気）� 78319（5番人気）
枠連票数 計 356632 的中 （6－7） 5761（20番人気）
馬連票数 計1237144 的中 �� 9195（36番人気）
馬単票数 計 508627 的中 �� 2014（68番人気）
ワイド票数 計 732076 的中 �� 5523（41番人気）�� 15915（17番人気）�� 7583（27番人気）
3連複票数 計1883582 的中 ��� 7876（56番人気）
3連単票数 計2369862 的中 ��� 1265（459番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．8―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．6―44．4―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカイパッション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．1．11 京都7着

2012．2．27生 牝5栗 母 ユ キ ノ マ イ 母母 エ ス カ ニ ア 12戦3勝 賞金 43，366，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スノーエンジェル号・トーホウハニー号

３レース目



（29小倉1）第4日 2月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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
厩務員出走奨励金

237，150，000円
2，530，000円
14，610，000円
1，930，000円
28，330，000円
74，756，000円
5，160，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
359，525，700円
505，962，200円
239，462，800円
958，196，300円
428，499，600円
523，906，700円
1，494，576，900円
1，956，345，700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 6，466，475，900円

総入場人員 18，786名 （有料入場人員 17，190名）
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