
05027 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3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

818 ノーブルサイレンス 牝3青鹿 54
53 ☆菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 410－121：10．2 4．8�

510 ドナエテルニテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介山田 貢一氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 434＋ 21：10．41� 5．2�
12 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 466＋ 8 〃 クビ 2．3�
817 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 41：10．5クビ 33．1�
23 コンゴウサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 420－121：10．6� 23．0�
11 ヨザクラオシチ 牝3栗 54 丸山 元気福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 472－ 61：10．7� 15．5�
612 メリディアン 牝3栗 54 黛 弘人折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 410－ 21：10．91� 44．5	
715 クレインテオドーラ 牝3鹿 54 太宰 啓介
ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 470± 0 〃 ハナ 35．4�
24 タケショウレーブ 牡3栗 56 中舘 英二
ナイト商事 矢野 照正 浦河 富菜牧場 480± 0 〃 クビ 68．6�
35 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 伊藤 工真
ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 418－171：11．0クビ 41．8
714 アートプリズム 牝3鹿 54 勝浦 正樹飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 61：11．1� 18．6�
36 シップウハヤト 牡3鹿 56 酒井 学平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454± 0 〃 クビ 186．6�
816 ローゼルキュート 牝3鹿 54 松田 大作村上 稔氏 小原伊佐美 日高 松平牧場 458－ 61：11．2� 27．5�
47 カシノチサヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 438＋ 6 〃 アタマ 127．4�
48 カシノエーデル 牝3鹿 54 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 426－ 2 〃 クビ 55．6�
59 カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 吉田 隼人小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 462－ 21：11．41 17．1�
611 アキノムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂穐吉 正孝氏 蛯名 利弘 浦河 秋場牧場 414± 01：13．2大差 330．0�
713 ア ス ト レ ア 牝3青鹿 54

52 △藤懸 貴志
ターフ・スポート牧浦 充徳 日高 モリナガファーム 414＋ 61：14．26 87．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 14，111，600円 複勝： 23，864，800円 枠連： 11，146，700円
馬連： 28，941，200円 馬単： 21，514，100円 ワイド： 17，957，900円
3連複： 49，134，100円 3連単： 74，600，200円 計： 241，270，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 840円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 220円 �� 210円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 141116 的中 � 23325（2番人気）
複勝票数 計 238648 的中 � 47346（2番人気）� 35696（3番人気）� 69417（1番人気）
枠連票数 計 111467 的中 （5－8） 9823（3番人気）
馬連票数 計 289412 的中 �� 17380（3番人気）
馬単票数 計 215141 的中 �� 6439（6番人気）
ワイド票数 計 179579 的中 �� 8445（3番人気）�� 21698（2番人気）�� 23314（1番人気）
3連複票数 計 491341 的中 ��� 51404（1番人気）
3連単票数 計 746002 的中 ��� 10976（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサイレンス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．8 阪神4着

2011．3．20生 牝3青鹿 母 エイシンサイレンス 母母 コンキスタドアブルー 9戦1勝 賞金 12，550，000円
〔制裁〕 カシノチサヒメ号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

ヨザクラオシチ号の騎手丸山元気は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アストレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年3月15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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カシノリーベ号・キタサンゲッコウ号・スズカプリティー号・フタリノエニシ号
（非抽選馬） 2頭 トウカイアイドル号・ミカサレディ号

05028 2月15日 曇 良 （26小倉1）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

48 メイショウラリマー 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 480－ 82：03．3 2．5�
47 ア タ リ ク ジ 牡3鹿 56

55 ☆杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 466－ 62：03．51� 14．9�
816 タガノトッピー 牡3黒鹿56 酒井 学八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 42：03．81� 11．0�
612 ヤマニンルポ 牡3鹿 56 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486－ 62：04．01	 51．2�
715 ダンディーズムーン 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 62：04．21� 4．9�

36 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430－ 8 〃 ハナ 26．1�
817 タッテナムコーナー 牡3栗 56 松山 弘平	和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 442± 0 〃 クビ 165．8

714 スプリングカンナ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 464－ 62：04．3クビ 567．8�
23 マイネルフレスコ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 クビ 10．8
818 デンコウガイア 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 452＋ 42：04．4クビ 17．9�
510 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 太宰 啓介大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 89．9�
713 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 丸山 元気吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 492＋ 62：04．5	 5．2�
12 ジ ラ ソ ー レ 牝3芦 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 出羽牧場 414－162：04．71 108．1�
35 ケ レ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 B420－12 〃 アタマ 190．7�
24 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 伊藤 工真 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 432－ 42：04．91� 164．3�
11 テイエムゴージャス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 478－ 42：05．0	 378．0�
59 キングデジタル 牡3鹿 56 藤岡 佑介伊藤 正男氏 西橋 豊治 新ひだか 上野 正恵 476± 02：05．1	 93．7�
611 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 北村 友一﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 426± 02：05．42 29．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，923，600円 複勝： 23，856，000円 枠連： 11，092，800円
馬連： 29，518，000円 馬単： 20，197，400円 ワイド： 16，344，900円
3連複： 43，585，800円 3連単： 68，513，800円 計： 229，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 460円 � 370円 枠 連（4－4） 3，370円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 870円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 51，710円

票 数

単勝票数 計 159236 的中 � 52052（1番人気）
複勝票数 計 238560 的中 � 59492（1番人気）� 10969（7番人気）� 14365（5番人気）
枠連票数 計 110928 的中 （4－4） 2433（11番人気）
馬連票数 計 295180 的中 �� 7081（11番人気）
馬単票数 計 201974 的中 �� 3059（14番人気）
ワイド票数 計 163449 的中 �� 3770（11番人気）�� 4767（8番人気）�� 1784（23番人気）
3連複票数 計 435858 的中 ��� 3126（32番人気）
3連単票数 計 685138 的中 ��� 978（136番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．9―12．8―12．8―13．3―12．8―11．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．3―48．2―1：01．0―1：13．8―1：27．1―1：39．9―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウラリマー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．1．5 京都8着

2011．5．4生 牡3栗 母 シェムリアップ 母母 フローラルレディ 3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。
（非抽選馬） 2頭 クリノダイコクテン号・シゲルサツマ号


