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05049 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 ピ ッ パ 牝3栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：48．8 7．0�
22 エトワールドパリ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470± 01：48．9� 1．9�
46 キクノロージズ 牝3芦 54 北村 友一菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 470 ―1：49．64 28．9�
58 クリノアスコット 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 416－ 41：49．81� 3．9�
610 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 4 〃 ハナ 8．4�
814 カッチャウカモネ 牝3鹿 54 田中 健北側 雅勝氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 464＋ 11：50．11� 60．8	
815 ボニータミノル 牝3鹿 54 秋山真一郎吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 436－ 21：50．2� 40．2

23 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 岩崎 翼松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 436－10 〃 アタマ 51．3�
712 シ グ ナ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 416± 01：50．3クビ 156．1
34 シンボリセイント 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 462＋101：50．4� 197．0�
611 デルマグラッパ 牝3青鹿54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 462± 01：50．93 146．2�
47 ダンツスパート 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：51．11� 358．0�
713 ビッグジュジュ 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 406± 01：51．2クビ 403．3�
59 ボ リ ウ ッ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－ 8 〃 クビ 10．0�
35 カシノリヤン 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 456－ 61：52．68 254．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，350，900円 複勝： 34，303，500円 枠連： 9，612，400円
馬連： 32，015，900円 馬単： 19，855，500円 ワイド： 25，510，100円
3連複： 50，732，100円 3連単： 69，091，900円 計： 259，472，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 110円 � 560円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，620円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 24，030円

票 数

単勝票数 計 183509 的中 � 20970（3番人気）
複勝票数 計 343035 的中 � 30713（4番人気）� 167346（1番人気）� 7578（7番人気）
枠連票数 計 96124 的中 （1－2） 13771（2番人気）
馬連票数 計 320159 的中 �� 47644（2番人気）
馬単票数 計 198555 的中 �� 10130（6番人気）
ワイド票数 計 255101 的中 �� 27315（2番人気）�� 2217（23番人気）�� 7148（9番人気）
3連複票数 計 507321 的中 ��� 8423（15番人気）
3連単票数 計 690919 的中 ��� 2084（74番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．1―13．3―12．9―12．8―12．9―13．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．5―56．4―1：09．2―1：22．1―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
2，3，8（1，4）10－（12，9）14，11（5，13）－7，6－15
2（3，8）（1，4，10）（14，9）12（11，13）6（5，15）－7

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

勝馬の
紹 介

ピ ッ パ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．9 京都9着

2015．3．31生 牝3栗 母 サトノラミア 母母 ホームスイートホーム 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 ボニータミノル号の騎手吉田隼人は，病気のため秋山真一郎に変更。

05050 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時20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
56．9
56．9

重
重

69 ライオンボス 牡3栗 56 北村 友一�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 518－ 2 59．8 12．4�
814 マッスルバローズ 牡3栗 56 松若 風馬猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500＋ 61：00．65 2．0�
610� カポラヴォーロ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 498－ 41：01．13 3．4�
22 アインツェルカンプ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 478－121：01．2クビ 13．8�

57 ダンディマジシャン 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 486＋ 21：01．41� 141．1	

813 グラスレガシー 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B500－ 61：01．5	 10．6


46 デスティニーレイ 牡3青鹿56 
島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：01．81	 7．1�

33 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 丹内 祐次�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 B486± 01：02．01� 33．4�
45 バッカルコーン 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 
川 啓一 B420± 0 〃 クビ 51．2
34 パ ス イ 牡3栗 56 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 482－ 41：02．1� 111．3�
712 グラスキューティー 牝3青鹿54 長岡 禎仁半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 61：03．05 495．3�
711 テイエムブルグッコ 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 436 ―1：03．74 53．6�
11 カシノパンプアップ 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 ストームファーム

コーポレーション 468＋ 21：03．8� 173．3�
58 カシノエフォート �3黒鹿56 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 田中 春美 494＋161：15．5大差 422．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，894，100円 複勝： 21，172，500円 枠連： 7，385，300円
馬連： 27，805，600円 馬単： 16，107，200円 ワイド： 20，640，900円
3連複： 40，186，900円 3連単： 52，485，100円 計： 203，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 200円 � 110円 � 130円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 370円 �� 560円 �� 170円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 178941 的中 � 11485（5番人気）
複勝票数 計 211725 的中 � 17792（5番人気）� 72979（1番人気）� 38374（2番人気）
枠連票数 計 73853 的中 （6－8） 23531（1番人気）
馬連票数 計 278056 的中 �� 19776（4番人気）
馬単票数 計 161072 的中 �� 4193（12番人気）
ワイド票数 計 206409 的中 �� 12627（4番人気）�� 7719（8番人気）�� 40150（1番人気）
3連複票数 計 401869 的中 ��� 32345（3番人気）
3連単票数 計 524851 的中 ��� 4222（26番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．9―47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．8
3 9（13，14）6，5，4，2（7，10）3－12－1，11＝8 4 9（13，14）－6（5，4）（2，7）（3，10）＝12＝（1，11）＝8

勝馬の
紹 介

ライオンボス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．10．9 東京8着

2015．3．19生 牡3栗 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノエフォート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月24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） 1頭 クリノモリゾ号
（非抽選馬） 5頭 アノマリー号・コーラルフィーユ号・シンティエンディー号・フチコマ号・ミスベル号

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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

12 アップファーレン 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 21：08．9 3．6�
23 トモジャクアルト 牡3芦 56 菱田 裕二吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 492－ 3 〃 ハナ 42．6�
59 ステラローザ 牝3鹿 54 中谷 雄太星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 444± 01：09．0� 3．3�
11 ナンヨーイヴェール 牝3鹿 54 藤岡 康太中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 490＋ 4 〃 ハナ 7．8�
24 カレンヒップスター 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 452－18 〃 クビ 54．4�
36 アーヴァイン 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 478± 01：09．1クビ 4．9	
48 カプリッチョ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 450－ 41：09．31� 51．1

817 シャンデリアスピン 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B452＋ 4 〃 アタマ 8．1�
47 ツバキスマート 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�イクタ 作田 誠二 池田 高橋 正三 438＋ 81：09．61� 317．8
713 ヴ ェ ッ セ ル 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 6 〃 クビ 41．3�
611 カガプラナス 牝3鹿 54 黛 弘人香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 410± 01：09．7クビ 50．9�
35 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 456－101：09．8� 28．5�
612 シゲルコシアブラ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 468＋14 〃 クビ 57．6�
818 マジックランタン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁深澤 朝房氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 448－ 21：10．01	 375．0�
715 ア リ バ バ 牡3黒鹿56 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 444＋ 41：10．31� 31．3�
510 オマツリサワギ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：10．72� 50．4�
816 ワンダーゲッティン 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 392－ 81：11．65 440．3�
714 テイエムチャメワン 牝3鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 438＋ 21：11．81	 116．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，860，000円 複勝： 27，763，800円 枠連： 9，981，800円
馬連： 31，667，200円 馬単： 16，574，200円 ワイド： 25，967，900円
3連複： 46，134，700円 3連単： 52，308，400円 計： 231，258，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 740円 � 150円 枠 連（1－2） 1，920円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 390円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 43，990円

票 数

単勝票数 計 208600 的中 � 45563（2番人気）
複勝票数 計 277638 的中 � 59203（1番人気）� 6315（9番人気）� 53507（2番人気）
枠連票数 計 99818 的中 （1－2） 4019（8番人気）
馬連票数 計 316672 的中 �� 4261（16番人気）
馬単票数 計 165742 的中 �� 1514（24番人気）
ワイド票数 計 259679 的中 �� 3085（17番人気）�� 19112（2番人気）�� 3079（18番人気）
3連複票数 計 461347 的中 ��� 4769（15番人気）
3連単票数 計 523084 的中 ��� 862（113番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．1―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．3―44．9―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップファーレン �
�
父 ハードスパン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．7．22 中京2着

2015．2．10生 牝3栗 母 アブソリューション 母母 フリーフォーギブン 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔騎手変更〕 ナンヨーイヴェール号の騎手吉田隼人は，病気のため藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 カプリッチョ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 カプリッチョ号は，発走調教再審査。
※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 ブルベアハーブ号
（非抽選馬） 1頭 ヒロノオウカン号

05052 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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

611 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 438± 02：00．2 27．3�
36 キングフォルテ 牡3鹿 56 北村 友一平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 510＋ 42：00．41� 4．0�
47 コウセイゲキソウ 牡3青鹿 56

54 △森 裕太朗杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 484＋ 22：00．5� 128．3�
48 アルゴセイコウ 牡3黒鹿56 秋山真一郎エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 458－162：00．6� 4．4�
23 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 470＋ 22：00．91� 11．9�
816 クアトレフォイル 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 478＋142：01．11 2．1	
24 ローズサクシード 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 
シルクレーシング 吉村 圭司 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋ 22：01．41� 33．6�
11 ユーロジャイズ 牡3栗 56 西田雄一郎水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 448± 0 〃 ハナ 51．2�
714 クリノザビエル 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 416－ 62：01．61 479．4
612 クールリフレイン 牡3鹿 56 岩崎 翼下河�美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 512－ 4 〃 クビ 21．5�
715 ファイアプルーフ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 504± 02：01．7� 73．9�

818 シュヴァルレーヴ 牝3黒鹿54 荻野 琢真 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 チェスナット
ファーム 404－ 62：01．8� 213．7�

510 ペイシェンス 牝3栗 54 嶋田 純次北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 452－ 42：01．9� 26．1�
817 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 496－ 42：02．0� 44．2�
12 トワノホホエミ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 454＋ 4 〃 アタマ 279．8�
35 サ ニ ツ 牝3鹿 54 中谷 雄太大塚 亮一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B438－ 42：03．06 284．3�
59 カシノクリス 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 B438－ 62：03．1� 567．8�
713 ディアアルム 牝3青鹿54 松若 風馬ディアレストクラブ� 沖 芳夫 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 22：03．63 173．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，933，300円 複勝： 28，910，300円 枠連： 10，371，900円
馬連： 30，061，300円 馬単： 16，299，500円 ワイド： 24，932，500円
3連複： 48，280，600円 3連単： 55，189，400円 計： 235，978，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 450円 � 170円 � 2，230円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 22，140円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 103，160円 3 連 単 ��� 678，170円

票 数

単勝票数 計 219333 的中 � 6404（7番人気）
複勝票数 計 289103 的中 � 15120（6番人気）� 60211（2番人気）� 2617（13番人気）
枠連票数 計 103719 的中 （3－6） 4772（7番人気）
馬連票数 計 300613 的中 �� 6267（12番人気）
馬単票数 計 162995 的中 �� 1238（31番人気）
ワイド票数 計 249325 的中 �� 5566（12番人気）�� 283（87番人気）�� 1698（31番人気）
3連複票数 計 482806 的中 ��� 351（160番人気）
3連単票数 計 551894 的中 ��� 59（973番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．9―12．8―12．1―12．3―12．2―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―34．9―47．7―59．8―1：12．1―1：24．3―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4F48．1―3F35．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールインラヴ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．1．21 中京6着

2015．6．5生 牡3黒鹿 母 オードリーローズ 母母 ヤングエブロス 2戦1勝 賞金 5，000，000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） 2頭 サムライロード号・ショウナンバリウス号



05053 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時10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

69 ホウロクダマ 牡4鹿 57
55 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 556－ 6 59．6 6．9�
814� グレートブレス 牡6栗 57 岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 524－ 6 59．81 5．5�
57 � フェリシアルチア 牝4栗 55 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 502＋ 8 〃 ハナ 4．8�
712 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 446＋ 4 〃 アタマ 3．4�
45 ラブユーミー 牝4鹿 55 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 500＋ 21：00．01	 13．0�
11 ロードコメット 
4栗 57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 B506－ 41：00．1	 4．9	
34 スマートダフネ 牝4栗 55 藤岡 佑介大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 450± 01：00．3� 16．1

22 メイショウバンダイ 牡5栗 57 松若 風馬松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 464± 01：00．4	 43．3�
33 � ア イ ー ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 456＋ 8 〃 アタマ 243．3�
46 � サウンドスカイメサ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 448＋10 〃 ハナ 61．3
711 スリーミスヨハネス 牝4鹿 55 菱田 裕二永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 436－ 6 〃 同着 130．8�
610 パルフェット 牡4鹿 57 長岡 禎仁�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 522－ 21：00．82	 224．5�
58 � アイファーチェンジ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 412－ 21：00．9クビ 483．0�
813� タイバーカット 牡5栗 57 川島 信二水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 漆原 武男 470－ 6 （競走中止） 35．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，972，600円 複勝： 30，456，500円 枠連： 8，748，900円
馬連： 38，592，400円 馬単： 21，754，600円 ワイド： 28，329，900円
3連複： 56，335，000円 3連単： 74，357，300円 計： 282，547，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 200円 � 200円 枠 連（6－8） 1，650円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 550円 �� 650円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 16，280円

票 数

単勝票数 計 239726 的中 � 27784（5番人気）
複勝票数 計 304565 的中 � 38702（5番人気）� 38720（4番人気）� 39664（3番人気）
枠連票数 計 87489 的中 （6－8） 4107（8番人気）
馬連票数 計 385924 的中 �� 18647（8番人気）
馬単票数 計 217546 的中 �� 5047（14番人気）
ワイド票数 計 283299 的中 �� 13183（7番人気）�� 11002（9番人気）�� 13970（5番人気）
3連複票数 計 563350 的中 ��� 19301（3番人気）
3連単票数 計 743573 的中 ��� 3311（47番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．5―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．7
3 ・（5，9）12，14，4，1，11（10，7）－（2，6）（8，3） 4 ・（5，9）12（4，1，14）－（10，7，11）－（2，6）（8，3）

勝馬の
紹 介

ホウロクダマ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．9．3 新潟16着

2014．5．4生 牡4鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 14戦2勝 賞金 16，750，000円
〔騎手変更〕 フェリシアルチア号の騎手吉田隼人は，病気のため藤岡康太に変更。
〔競走中止〕 タイバーカット号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ウイナーズロード号・カキツバタチグサ号・クリノレオノール号・グローリア号・シゲルヒョウ号・

タイセイラビッシュ号・ハイデンガールズ号・メランコリア号

05054 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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 ヨシノザクラ 牝5芦 55 柴山 雄一前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 41：46．5 4．5�

68 ルエヴェルロール 牝4黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 21：46．71� 6．5�

67 フライングレディ 牝5黒鹿55 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 2．2�

56 グランディフローラ 牝6鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 468－ 41：46．8クビ 45．5�
79 メイショウミハル 牝4栗 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 450－101：47．01� 15．7	
55 パラノーマル 牝5栗 55 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 438± 01：47．21� 13．0

44 アルケミスト 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 438± 0 〃 ハナ 12．3�
710 サンクボヌール 牝6栗 55 松若 風馬 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－16 〃 同着 10．5�
33 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：47．41� 20．8
22 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 462－ 61：47．72 83．9�
812 テイエムフタエマル 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 488－ 81：48．01� 42．8�
811� スマートサクソン 牝4芦 54 菱田 裕二大川 徹氏 古賀 史生 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 478－12 〃 クビ 59．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，491，300円 複勝： 34，089，300円 枠連： 8，295，000円
馬連： 32，512，000円 馬単： 18，619，200円 ワイド： 26，820，600円
3連複： 45，796，200円 3連単： 64，193，000円 計： 253，816，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 540円 �� 230円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 11，010円

票 数

単勝票数 計 234913 的中 � 40984（2番人気）
複勝票数 計 340893 的中 � 63411（2番人気）� 32261（3番人気）� 113399（1番人気）
枠連票数 計 82950 的中 （1－6） 15286（1番人気）
馬連票数 計 325120 的中 �� 16031（6番人気）
馬単票数 計 186192 的中 �� 4330（10番人気）
ワイド票数 計 268206 的中 �� 11275（7番人気）�� 33368（1番人気）�� 19702（2番人気）
3連複票数 計 457962 的中 ��� 25929（2番人気）
3連単票数 計 641930 的中 ��� 4224（25番人気）

ハロンタイム 12．1―11．5―12．3―11．7―11．8―11．9―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．6―35．9―47．6―59．4―1：11．3―1：23．2―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヨシノザクラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2016．1．31 東京3着

2013．4．10生 牝5芦 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 14戦2勝 賞金 30，500，000円
〔発走状況〕 グランディフローラ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グランディフローラ号は，平成30年2月25日から平成30年3月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



05055 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：40．9

不良
重

58 � メイショウナンプウ 牡4青鹿 56
55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B480－ 41：45．9 2．5�

46 フュージョンロック 牡4栗 56 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 488＋14 〃 ハナ 2．9�

22 � リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 柴山 雄一平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498± 01：47．28 66．3�
813 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 国分 優作玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 472－ 41：47．3� 14．0�
711 ウエヲムイテアルコ 牡5青 57 長岡 禎仁千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム B480＋ 21：47．62 10．3�
34 ミスズバード 牡4鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 466－ 81：47．81� 168．5	
11 フジマサクイーン 牝4鹿 54

53 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B440＋ 61：48．22� 36．1

57 � ブレイクエース 牡6鹿 57 丸山 元気 �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 500± 0 〃 ハナ 55．1�
45 ジェイケイライジン 牡4栗 56 黛 弘人小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム B476－ 21：48．3� 59．6
33 � スーサンブルース 牡5鹿 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 石橋 守 新ひだか 片岡 博 478－ 61：48．72� 18．9�
69 � ショーストーム 牡5鹿 57 西田雄一郎吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 480－ 61：48．8	 266．0�
712 オーミシューマン 牡4鹿 56 秋山真一郎岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 458－101：48．9� 13．2�
814 オープンザウェイ 牡6栗 57

56 ☆木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 472＋ 21：49．0クビ 29．6�
610 ジ ョ ン ド ゥ 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 504－ 41：50．59 10．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，653，700円 複勝： 26，799，500円 枠連： 8，802，500円
馬連： 38，292，400円 馬単： 19，172，500円 ワイド： 27，243，200円
3連複： 48，721，300円 3連単： 65，305，600円 計： 255，990，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 1，070円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，900円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 29，330円

票 数

単勝票数 計 216537 的中 � 67988（1番人気）
複勝票数 計 267995 的中 � 70013（1番人気）� 61147（2番人気）� 3565（12番人気）
枠連票数 計 88025 的中 （4－5） 18409（1番人気）
馬連票数 計 382924 的中 �� 77300（1番人気）
馬単票数 計 191725 的中 �� 16222（2番人気）
ワイド票数 計 272432 的中 �� 54805（1番人気）�� 3019（23番人気）�� 1574（39番人気）
3連複票数 計 487213 的中 ��� 3987（30番人気）
3連単票数 計 653056 的中 ��� 1614（78番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．0―13．0―12．5―12．5―12．4―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―43．1―55．6―1：08．1―1：20．5―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�メイショウナンプウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー

2014．4．9生 牡4青鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ 19戦1勝 賞金 23，200，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウナンプウ号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

05056 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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 7，500，000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

59 ロードスター 牡5栗 57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 81：45．9 3．7�

11 マイネルザウバア 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：46．11� 3．6�

713 グランノーブル 牡5鹿 57
55 △森 裕太朗三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 496－ 61：46．2� 54．8�

48 カフジグローリー 牡4黒鹿56 菱田 裕二加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 B518－141：46．41 30．2�
35 サウンドマジック 牝4栗 54 柴山 雄一増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 436± 01：46．61� 41．6�
36 マイネルシュバリエ �6鹿 57

56 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 41：46．7� 18．7	

815 レッドグルック 牡7鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 アタマ 79．5

612 ウェーブヒーロー 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 502－ 8 〃 クビ 8．8�
23 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 黛 弘人八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424－ 2 〃 ハナ 14．3�
816 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 56 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 460－ 21：47．02 53．0
47 メイクグローリー 牡4栗 56 松若 風馬ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 474－ 21：47．1� 24．3�
24 	 ダイナマイトガイ 牡4栗 56

53 ▲藤田菜七子�KTレーシング 本間 忍 浦河 桑田牧場 480＋ 21：47．31� 50．0�
714 ファントムグレイ 牡5芦 57

56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 436± 01：47．4
 4．0�
611 ナッツスター 牡5鹿 57 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 452－ 21：47．93 49．0�
12 ビービーパドル 牡4鹿 56 丸山 元気坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 460－ 4 〃 アタマ 249．8�
510 デスティネイション 牡4鹿 56 岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 41：48．11� 29．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，020，100円 複勝： 30，112，000円 枠連： 10，245，400円
馬連： 36，008，600円 馬単： 16，865，100円 ワイド： 27，699，200円
3連複： 51，860，300円 3連単： 58，510，200円 計： 250，320，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 890円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，330円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 44，230円

票 数

単勝票数 計 190201 的中 � 40372（2番人気）
複勝票数 計 301120 的中 � 54049（2番人気）� 52934（3番人気）� 6124（11番人気）
枠連票数 計 102454 的中 （1－5） 10935（1番人気）
馬連票数 計 360086 的中 �� 32623（2番人気）
馬単票数 計 168651 的中 �� 7469（2番人気）
ワイド票数 計 276992 的中 �� 21327（2番人気）�� 2865（24番人気）�� 2711（26番人気）
3連複票数 計 518603 的中 ��� 3608（31番人気）
3連単票数 計 585102 的中 ��� 959（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
11．9―22．9―34．4―46．3―58．7―1：11．1―1：23．0―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8
1
3
8－5，1－9（6，10，11）14（2，7，13）12，16－（3，4）15
8－（5，1）（9，6）（2，11）（13，14）（16，10，12）7（3，4）－15

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

勝馬の
紹 介

ロードスター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Selkirk デビュー 2015．9．6 小倉2着

2013．3．7生 牡5栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 16戦3勝 賞金 32，390，000円
〔騎手変更〕 マイネルシュバリエ号の騎手吉田隼人は，病気のため木幡初也に変更。



05057 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 トワイライトライフ 牝4鹿 55
54 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 61：08．1 18．1�
817 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 3．6�
36 ハトマークワルツ 牝4栗 55 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 430± 01：08．31� 42．0�
47 プラトリーナ 牝5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 402－101：08．4クビ 25．3�
510 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 460± 0 〃 ハナ 3．0�
48 トウカイレーヌ 牝4青 55 �島 克駿内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 426＋ 6 〃 クビ 10．5	
59 キョウエイレガシー 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 408＋ 21：08．5クビ 15．8

713 ア マ ノ ガ ワ 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 432－ 2 〃 アタマ 108．0�
11 シュピールカルテ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464± 0 〃 クビ 18．1
714 ニシノエアレス 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 458＋101：08．6クビ 72．2�
715 フラウティスタ 牝4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 アタマ 5．2�
23 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 クビ 19．8�
816 イヴノオモイデ 牝4鹿 55 西田雄一郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 422－ 61：08．7クビ 82．2�
24 アリエスムーン 牝7青鹿 55

52 ▲富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 440－ 4 〃 クビ 56．1�
12 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿 55

54 ☆城戸 義政松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 444－ 61：08．8� 154．0�
611� ハナノバード 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 466－ 81：09．54 443．1�
818 スノードーナツ 牝4黒鹿55 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 474＋ 21：10．03 146．0�
35 バトルグランドリイ 牝5鹿 55 中谷 雄太飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 452－ 41：10．85 278．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，261，400円 複勝： 33，845，400円 枠連： 15，311，000円
馬連： 51，764，600円 馬単： 24，501，800円 ワイド： 36，104，000円
3連複： 75，576，600円 3連単： 90，852，900円 計： 352，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 420円 � 190円 � 920円 枠 連（6－8） 2，830円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 8，070円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 30，940円 3 連 単 ��� 189，270円

票 数

単勝票数 計 242614 的中 � 10677（6番人気）
複勝票数 計 338454 的中 � 19713（6番人気）� 56949（2番人気）� 8004（10番人気）
枠連票数 計 153110 的中 （6－8） 4190（12番人気）
馬連票数 計 517646 的中 �� 13300（9番人気）
馬単票数 計 245018 的中 �� 2241（31番人気）
ワイド票数 計 361040 的中 �� 9195（9番人気）�� 1120（64番人気）�� 4085（24番人気）
3連複票数 計 755766 的中 ��� 1832（86番人気）
3連単票数 計 908529 的中 ��� 348（487番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トワイライトライフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．2 福島5着

2014．4．28生 牝4鹿 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 11戦2勝 賞金 18，100，000円
〔騎手変更〕 ニシノエアレス号の騎手吉田隼人は，病気のため丸山元気に変更。

05058 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

815 コマビショウ 牡3黒鹿56 藤岡 康太小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 41：46．2 3．7�
59 キャベンディッシュ 牡3栗 56 柴山 雄一本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484－101：46．83� 21．8�
35 ハーベストムーン 牡3黒鹿56 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 514－ 61：46．9� 5．3�
510 スーサンドン 牡3鹿 56 川島 信二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 478－121：47．0� 28．6�
611 サージュミノル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：47．42� 3．3�
12 ラブリーイレブン 牝3栗 54 松若 風馬吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 424－ 41：47．82� 13．4�
11 シンコーメグチャン 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 464－ 61：47．9� 13．5	
48 シ メ イ 牡3青鹿56 木幡 巧也仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 21：48．11	 160．2

713 デルマカシャーサ 牝3栗 54 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 61：48．2
 23．8�
816 タマモカトレア 牝3鹿 54 富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480＋ 6 〃 アタマ 40．9
47 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿56 丹内 祐次重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 476－ 61：48．3� 327．5�
714 ブロンズケイ 牡3黒鹿56 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 504＋10 〃 クビ 30．6�
23 ベルアーシュ 牝3芦 54 小崎 綾也矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 460± 01：48．51 83．8�
612 モンサンフィエール 牡3栗 56 北村 友一山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 442－101：49．24 7．6�
24 メジャーマジック 牝3鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492－ 81：49．3
 53．0�
36 ダイシンステルラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 21：49．51	 307．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，986，700円 複勝： 48，030，000円 枠連： 22，536，600円
馬連： 72，351，600円 馬単： 33，070，500円 ワイド： 49，585，600円
3連複： 115，658，700円 3連単： 129，914，400円 計： 505，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 460円 � 190円 枠 連（5－8） 2，470円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 590円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 46，230円

票 数

単勝票数 計 339867 的中 � 71634（2番人気）
複勝票数 計 480300 的中 � 77639（2番人気）� 21541（7番人気）� 74151（3番人気）
枠連票数 計 225366 的中 （5－8） 7045（12番人気）
馬連票数 計 723516 的中 �� 14676（14番人気）
馬単票数 計 330705 的中 �� 4615（19番人気）
ワイド票数 計 495856 的中 �� 10473（11番人気）�� 22907（4番人気）�� 7154（21番人気）
3連複票数 計1156587 的中 ��� 9522（33番人気）
3連単票数 計1299144 的中 ��� 2037（148番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．8―13．0―13．0―12．7―12．7―12．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．7―42．7―55．7―1：08．4―1：21．1―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

コマビショウ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．22 京都7着

2015．5．7生 牡3黒鹿 母 サウンドバイト 母母 リュドゥパーム 4戦2勝 賞金 16，864，000円
〔騎手変更〕 ベルアーシュ号の騎手吉田隼人は，病気のため小崎綾也に変更。
〔発走状況〕 スーサンドン号は，発走地点への集合に遅れたため，発走時刻2分遅延。
※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 アンフィニスター号



05059 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第11競走 ��
��2，600�

さ ら く ら や ま

皿 倉 山 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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

55 テーオーフォルテ 牡4鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 506－102：38．3 2．7�
811 ミルトプレスト 牡4鹿 56 中谷 雄太永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 508＋ 62：38．72� 17．9�
44 グローブシアター 牡4黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－122：38．91 3．5�
22 メイショウブシン 牡8鹿 57 松若 風馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 474－122：39．11� 73．4�
56 タイセイアプローズ 牡6鹿 57 秋山真一郎田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 480± 02：39．2クビ 13．8�
11 	 マコトガラハッド 
5鹿 57 �島 克駿	ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 488－ 42：39．3� 10．9

812 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 56 丸山 元気小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 486－ 22：39．4� 9．1�
79 アドマイヤメテオ 
7青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 6．6�
710	 ミトノグラス 牡5鹿 57 柴山 雄一ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 476－ 42：39．82� 11．7
68 メイショウオオゼキ 
8鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B488＋ 22：39．9� 256．9�
33 プティットクルール 牝4黒鹿54 田中 健首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 426－122：40．0� 64．7�
67 コスモバーダン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 520－ 22：40．42� 90．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，826，500円 複勝： 52，985，700円 枠連： 28，395，600円
馬連： 134，304，100円 馬単： 56，848，500円 ワイド： 67，120，400円
3連複： 186，222，300円 3連単： 274，487，500円 計： 848，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 460円 � 150円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 980円 �� 260円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 15，240円

票 数

単勝票数 計 478265 的中 � 138562（1番人気）
複勝票数 計 529857 的中 � 117697（1番人気）� 20013（8番人気）� 106741（2番人気）
枠連票数 計 283956 的中 （5－8） 25709（4番人気）
馬連票数 計1343041 的中 �� 32209（13番人気）
馬単票数 計 568485 的中 �� 9276（20番人気）
ワイド票数 計 671204 的中 �� 16020（14番人気）�� 79154（1番人気）�� 15080（16番人気）
3連複票数 計1862223 的中 ��� 52697（6番人気）
3連単票数 計2744875 的中 ��� 13050（38番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．1―12．1―12．2―12．9―12．8―12．8―12．4―11．7―12．1―11．4―11．5

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�
13．1―24．3―36．4―48．5―1：00．7―1：13．6―1：26．4―1：39．2―1：51．6―2：03．3―2：15．4―2：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．7―3F35．0
1
�
7－10，1，3，5（6，9）11，4，8，2－12
7，10，5（1，6，11）3（4，9）（2，8）－12

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォルテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．2．12 京都1着

2014．3．15生 牡4鹿 母 グッデーコパ 母母 ウェディングオーク 10戦3勝 賞金 35，409，000円
〔騎手変更〕 ミルトプレスト号の騎手吉田隼人は，病気のため中谷雄太に変更。

05060 2月24日 晴 良 （30小倉1）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

815 ショウナンアヴィド 牡5青鹿57 藤岡 康太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B496＋ 41：07．9 5．9�
714� マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 502－ 21：08．22 3．5�

510	 アポロリュウセイ 牡5栗 57 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 502－ 61：08．3
 50．2�
47 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466± 01：08．51� 4．1�
23 リルティングインク 牝5黒鹿55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 444－ 4 〃 クビ 53．7	
35 ニシノヒナマツリ 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 476－ 61：08．6� 4．9

611 アイムウィッシング 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：08．7クビ 120．3�
36 ハートイズハート 牡5栗 57 小崎 綾也北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464－ 2 〃 クビ 139．3�
11 トウカイクローネ 牡6青鹿57 藤岡 佑介内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 480－ 21：08．91 25．4
12 レディギャング 牝4芦 55 秋山真一郎近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 474± 01：09．0クビ 9．1�
713	 ロングハード 牝5黒鹿55 菱田 裕二中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 448－ 41：09．1� 95．4�
24 クーペオブジェミニ 牡4栗 57 松若 風馬要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 460± 01：09．2
 72．3�
612 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 81．7�
59 スーサンゴー 牝4鹿 55 川島 信二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 434－101：09．3クビ 18．5�
817 セレノグラフィー �5黒鹿57 中谷 雄太村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490－ 8 〃 クビ 16．7�
48 	 アスカダイヤモンド 牝4鹿 55 木幡 初也中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440－ 61：09．61� 267．5�
816 ユ ッ セ 牝5栗 55 西田雄一郎�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 482－ 21：10．02� 342．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 37，885，300円 複勝： 50，042，500円 枠連： 24，546，100円
馬連： 88，170，500円 馬単： 37，543，500円 ワイド： 56，315，400円
3連複： 129，326，700円 3連単： 160，791，000円 計： 584，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 160円 � 890円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，810円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 61，580円

票 数

単勝票数 計 378853 的中 � 51291（4番人気）
複勝票数 計 500425 的中 � 69055（4番人気）� 102786（1番人気）� 10383（9番人気）
枠連票数 計 245461 的中 （7－8） 23956（2番人気）
馬連票数 計 881705 的中 �� 61146（3番人気）
馬単票数 計 375435 的中 �� 10374（8番人気）
ワイド票数 計 563154 的中 �� 37023（3番人気）�� 3572（38番人気）�� 5906（23番人気）
3連複票数 計1293267 的中 ��� 7274（40番人気）
3連単票数 計1607910 的中 ��� 1893（179番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．4―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―45．5―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．8
3 10（2，13，14）15，5（3，9，16）（6，12，17）8－7（4，11）－1 4 10（14，15）（13，5）2（3，9）（6，16）（12，17）－7，8（4，11）1

勝馬の
紹 介

ショウナンアヴィド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2015．7．26 中京2着

2013．3．20生 牡5青鹿 母 ショウナンサリーレ 母母 ラスキンウォーク 20戦2勝 賞金 30，503，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（30小倉1）第5日 2月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

177，000，000円
7，780，000円
14，940，000円
1，680，000円
19，560，000円
74，483，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
311，135，900円
418，511，000円
164，232，500円
613，546，200円
297，212，100円
416，269，700円
894，831，400円
1，147，486，700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 4，263，225，500円

総入場人員 8，283名 （有料入場人員 7，493名）
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