
05003 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1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

59 ジンセイハオマツリ 牡3黒鹿 56
53 ▲菱田 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 478± 01：08．7 1．8�

818 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436＋ 21：08．91� 24．3�
35 ジャパンイモン 牝3栗 54 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 434－ 21：09．0クビ 14．3�
612 ファンタジーデイ 牝3栗 54 北村 友一安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 21：09．32 12．7�
12 デイドリーマー 牝3鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424± 0 〃 ハナ 5．5�
713 エレガントアゲン 牝3栗 54

52 △西村 太一浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 412＋ 6 〃 クビ 246．9�
11 テイエムライオネス 牝3青鹿 54

51 ▲水口 優也竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 460－121：09．51 13．9	
714 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 530－101：09．71� 37．4

47 ワールドリーヴァ 牡3鹿 56 松田 大作�リーヴァ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 420－ 4 〃 クビ 53．4�
48 シュリメジャー 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 460± 01：09．8	 16．4
817 ターフジェニック 牝3鹿 54 鮫島 良太釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 470－ 41：09．9� 204．3�
816
 ブルーモントレー 牝3栗 54 大野 拓弥�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC 466－10 〃 クビ 89．2�
36 タッテハンジョウ 牡3栗 56 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 61：10．11 64．7�
715 ソ ウ キ ュ ウ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 426－ 6 〃 クビ 32．5�
510 ヒアルロンサン 牝3鹿 54 丹内 祐次�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 426－12 〃 アタマ 67．4�
24 
 ゴールデンステッキ 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 506＋181：10．2クビ 19．7�
611 ゴールデンハンター 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480＋ 21：10．52 47．2�
23 アイアンブランド 牝3青鹿54 高倉 稜池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 382－121：11．24 275．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，788，300円 複勝： 27，447，500円 枠連： 8，090，300円
馬連： 23，978，600円 馬単： 17，888，600円 ワイド： 15，216，100円
3連複： 35，547，000円 3連単： 55，492，900円 計： 199，449，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 460円 � 290円 枠 連（5－8） 1，530円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 540円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 26，020円

票 数

単勝票数 計 157883 的中 � 69812（1番人気）
複勝票数 計 274475 的中 � 99760（1番人気）� 10593（8番人気）� 19064（4番人気）
枠連票数 計 80903 的中 （5－8） 3927（7番人気）
馬連票数 計 239786 的中 �� 7584（7番人気）
馬単票数 計 178886 的中 �� 3607（12番人気）
ワイド票数 計 152161 的中 �� 3574（8番人気）�� 7436（5番人気）�� 2526（13番人気）
3連複票数 計 355470 的中 ��� 4413（19番人気）
3連単票数 計 554929 的中 ��� 1574（56番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 5（16，18）9，12，7，2（13，17）（4，1，14）（6，15）（10，11）3，8 4 5（16，18）（9，12）（7，2）（13，17）（4，1，14）（6，15）（10，11）（3，8）

勝馬の
紹 介

ジンセイハオマツリ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．4．11生 牡3黒鹿 母 キ マ グ レ 母母 シューティンスター 5戦1勝 賞金 10，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハイフェアレディー号

05004 2月9日 曇 良 （25小倉1）第1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
1：44．1

良
良

11 テイエムレンジャー 牡3鹿 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 484－ 21：48．5 4．9�
611 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 496＋ 41：48．71� 6．5�
23 エーシンラクーン 牝3鹿 54 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 456－ 2 〃 クビ 6．5�
35 メイショウブシン 牡3鹿 56 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 450－ 61：48．91� 10．7�
714 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 柴山 雄一栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 462＋121：49．11� 39．1�
816 コーラルタワー 牡3黒鹿56 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 444± 01：49．2� 34．5	
612 ディアプリンセス 牝3黒鹿54 中舘 英二ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 440＋ 21：49．41� 216．2

47 コスモサリー 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：49．61� 25．5�
48 ルミアージュ 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 498－ 41：49．7� 2．4
713 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 480－ 21：49．91� 264．5�
59 スプリングシャトル 牡3栗 56

53 ▲菱田 裕二加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 476＋ 81：50．11� 84．6�
12 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 鮫島 良太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 486－ 21：50．2� 90．1�
510 オクターブユニゾン 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 01：50．41� 10．0�
36 シアワセノホシ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 426－141：50．5� 202．8�
24 ヤマニンアンビー 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 440－ 21：51．03 195．6�
815 フ ァ ウ ヌ ス 牡3鹿 56

53 ▲中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム 510＋ 81：51．21� 160．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，207，900円 複勝： 26，066，600円 枠連： 7，611，900円
馬連： 25，665，500円 馬単： 17，739，900円 ワイド： 13，240，700円
3連複： 35，787，800円 3連単： 57，333，100円 計： 199，653，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 210円 � 190円 枠 連（1－6） 1，560円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 530円 �� 490円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計 162079 的中 � 26268（2番人気）
複勝票数 計 260666 的中 � 42084（2番人気）� 31180（4番人気）� 38268（3番人気）
枠連票数 計 76119 的中 （1－6） 3624（7番人気）
馬連票数 計 256655 的中 �� 14173（4番人気）
馬単票数 計 177399 的中 �� 4426（10番人気）
ワイド票数 計 132407 的中 �� 6125（6番人気）�� 6776（4番人気）�� 6322（5番人気）
3連複票数 計 357878 的中 ��� 11565（4番人気）
3連単票数 計 573331 的中 ��� 2928（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．8―12．8―12．0―12．0―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．6―49．4―1：01．4―1：13．4―1：25．0―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムレンジャー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．15 中京7着

2010．5．4生 牡3鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア 10戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走状況〕 メイショウブシン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 コウエイアース号・サルタイアー号


