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05061 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6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
1：40．9

不良
重

510 サンライズナイト 牡3黒鹿56 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 472＋ 21：48．2 2．4�
713 スピリットワンベル 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 526＋14 〃 クビ 5．4�
714 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿56 菱田 裕二藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B484± 01：48．41� 13．6�
47 クリノバルテュス 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484± 01：49．03� 20．3�
11 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 432－ 21：49．21 162．2�
611 サンライズフルメン 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 510－ 2 〃 ハナ 3．5�
23 ドリームバンバン 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 462－ 41：49．3� 21．4	
815 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 464± 01：49．51� 16．4

612 キョウワスピネル 牡3栗 56 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 482＋ 21：49．71� 35．4�
816 メイドインヘヴン 牡3芦 56 �島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 440－ 41：50．12� 29．7
24 ベイブリッジ 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子�KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 440＋ 81：50．41� 73．9�
48 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 440－ 4 〃 アタマ 203．9�
36 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 474＋ 21：50．5� 24．8�
35 アイコンタクト 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 B512± 01：51．13� 83．2�
12 カシノサクラッコ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 今 牧場 462＋ 21：51．42 278．0�
59 カシノアイガー 牡3青鹿56 岩崎 翼柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 富菜牧場 438－24 〃 ハナ 379．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，148，900円 複勝： 34，654，700円 枠連： 10，440，600円
馬連： 37，878，000円 馬単： 19，116，900円 ワイド： 32，131，400円
3連複： 62，711，500円 3連単： 71，075，300円 計： 287，157，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 220円 � 320円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 560円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 14，750円

票 数

単勝票数 計 191489 的中 � 62463（1番人気）
複勝票数 計 346547 的中 � 126657（1番人気）� 30442（3番人気）� 18847（5番人気）
枠連票数 計 104406 的中 （5－7） 13393（2番人気）
馬連票数 計 378780 的中 �� 31169（2番人気）
馬単票数 計 191169 的中 �� 7860（3番人気）
ワイド票数 計 321314 的中 �� 20631（2番人気）�� 14742（4番人気）�� 5030（18番人気）
3連複票数 計 627115 的中 ��� 12048（9番人気）
3連単票数 計 710753 的中 ��� 3492（29番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．4―13．3―12．7―11．9―12．8―13．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．7―44．0―56．7―1：08．6―1：21．4―1：34．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズナイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．9．9 阪神4着

2015．4．14生 牡3黒鹿 母 ラブリーアリュール 母母 ラブリープリンセス 5戦1勝 賞金 10，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 インサイドアウト号・ダイメイライガー号
（非抽選馬） 1頭 ホクサイ号

05062 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6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 7，500，000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 リ ガ ス 牡4芦 57
54 ▲富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 524＋ 2 59．4 3．0�
22 � ブレーヴブラッド 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472－ 4 59．61 9．7�
712 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 500＋ 6 〃 アタマ 5．0�
45 タイキラメール 牡5栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486± 0 59．7� 22．9�
711 キタノユーリン 牝4鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 488＋ 6 59．91� 8．1	
58 フ ィ ネ ス 牝4青鹿55 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 432－ 21：00．0� 5．7

34 � セイシュプリーム 牝5鹿 55 岩崎 翼金田 成基氏 加藤 敬二 浦河 伏木田牧場 478＋161：00．1� 69．8�
11 ル ア 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 480＋141：00．2クビ 131．4�
813 キタサンシーザー 牡4黒鹿57 松若 風馬�大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 496＋ 51：00．3� 12．3
814 サ ノ ラ ブ 牝4青鹿 55

54 ☆小崎 綾也佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 B450－101：00．51� 19．7�
33 スーセントマリー 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：00．6� 10．4�
46 � スカイアクセス �9鹿 57 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 548＋101：00．7クビ 226．2�
57 スカイソング 牝4芦 55 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 476－ 61：00．8� 48．4�
610� ミラクルローカス 牝4青鹿55 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 438－ 91：01．33 94．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，353，200円 複勝： 33，435，500円 枠連： 9，514，700円
馬連： 39，661，500円 馬単： 20，460，300円 ワイド： 28，712，000円
3連複： 56，702，600円 3連単： 64，160，500円 計： 274，000，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 230円 � 160円 枠 連（2－6） 1，870円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 600円 �� 370円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 213532 的中 � 55233（1番人気）
複勝票数 計 334355 的中 � 84944（1番人気）� 28486（4番人気）� 54196（3番人気）
枠連票数 計 95147 的中 （2－6） 3929（8番人気）
馬連票数 計 396615 的中 �� 17684（4番人気）
馬単票数 計 204603 的中 �� 5342（6番人気）
ワイド票数 計 287120 的中 �� 12050（4番人気）�� 21270（2番人気）�� 9119（10番人気）
3連複票数 計 567026 的中 ��� 15643（6番人気）
3連単票数 計 641605 的中 ��� 3162（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．7―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．8―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ガ ス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．8．28 札幌2着

2014．4．30生 牡4芦 母 レジュイール 母母 レジナサンドラ 16戦2勝 賞金 30，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 イソノヴィグラス号

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6日 第3競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

23 レオコックブルー 牝3黒鹿54 川須 栄彦親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 430± 01：48．1 9．9�
47 レーヴドリーブ 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－101：48．2� 2．0�
611 ミッキーチャーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 440－ 2 〃 ハナ 2．9�
36 ジョーマキアート 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 460± 01：49．37 9．6�
59 ウインドピトレスク 牝3栗 54 中井 裕二福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 〃 アタマ 159．0�
815 ドレサージュ 牝3芦 54 丸田 恭介	ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋12 〃 ハナ 12．4

11 ピエナフラッシュ 牝3鹿 54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 472＋121：49．72 99．6�
12 フィナリザール 牝3栃栗 54

51 ▲富田 暁 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 450－ 81：49．91� 132．5�
35 アクアレーヌ 牝3鹿 54 丸山 元気鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 442＋ 61：50．0� 450．4
714 オンディーヌ 牝3鹿 54 西田雄一郎的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 504－16 〃 クビ 201．2�
713 リベラシオン 牝3栗 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：50．42� 288．5�
612 エコロプリンセス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 432－ 2 〃 ハナ 621．4�
510 アレグレメンテ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 6 〃 アタマ 15．5�

24 カシノデジール 牝3鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 424－ 21：50．61� 39．4�
48 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 460－ 81：50．91� 155．3�
816 アーバンベスト 牝3鹿 54 岩崎 翼中島 俊房氏 西橋 豊治 新ひだか 静内山田牧場 406＋ 21：52．07 373．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，790，900円 複勝： 53，104，200円 枠連： 10，630，400円
馬連： 40，519，000円 馬単： 23，646，300円 ワイド： 31，397，400円
3連複： 63，827，400円 3連単： 87，096，600円 計： 336，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 310円 �� 500円 �� 160円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 257909 的中 � 20810（4番人気）
複勝票数 計 531042 的中 � 31604（4番人気）� 286480（1番人気）� 86297（2番人気）
枠連票数 計 106304 的中 （2－4） 11585（2番人気）
馬連票数 計 405190 的中 �� 35852（2番人気）
馬単票数 計 236463 的中 �� 6302（11番人気）
ワイド票数 計 313974 的中 �� 23466（2番人気）�� 12893（8番人気）�� 65190（1番人気）
3連複票数 計 638274 的中 ��� 65651（1番人気）
3連単票数 計 870966 的中 ��� 6996（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．2―49．9―1：01．5―1：13．3―1：25．0―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオコックブルー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．5．28生 牝3黒鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 4戦1勝 賞金 7，200，000円

05064 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6日 第4競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

817 コーラルリーフ 牝3栗 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 430＋ 61：09．0 4．9�
510 マイティスピリット 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436－ 61：09．1� 3．5�
816 センショウユウト 牡3鹿 56 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 476－ 41：09．2クビ 10．4�
611 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 藤岡 康太水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 426－ 81：09．3� 5．4�
47 グランドフサイチ 牡3青鹿 56

54 △森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456± 01：09．4� 114．9	
24 バレンタインジェム 牝3鹿 54 岩崎 翼 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 386－ 6 〃 アタマ 7．9

36 レディライク 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 418－ 2 〃 アタマ 21．5�
35 ピ ー ナ ツ 牝3栗 54 �島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 474－ 2 〃 ハナ 117．7�
48 ノーモアサイレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 424± 01：09．71� 14．4
715 ゴールデンテソーロ 牝3栗 54 中谷 雄太了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 458－ 2 〃 クビ 37．9�

23 センターフィールド 牝3青鹿 54
51 ▲富田 暁中野 秀樹氏 木原 一良 新ひだか 坂本 智広 460－ 61：09．8� 45．3�

713 ノーフェイク 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－141：09．9クビ 24．8�

12 エイシンヘリオス 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 B480± 0 〃 アタマ 120．6�

11 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 446－16 〃 クビ 42．4�

612 コントラスト 牝3鹿 54
53 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 462± 0 〃 ハナ 47．3�
818 ビーチキャンドル 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 454± 01：10．11� 15．3�
714 トーセンフレール 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 416 ―1：10．2クビ 67．8�
59 キ ッ ク オ フ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 440－ 41：10．62� 97．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，384，700円 複勝： 33，049，000円 枠連： 12，782，900円
馬連： 38，901，500円 馬単： 17，570，700円 ワイド： 32，104，500円
3連複： 55，998，100円 3連単： 64，462，700円 計： 278，254，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 160円 � 360円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 430円 �� 940円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 233847 的中 � 37568（2番人気）
複勝票数 計 330490 的中 � 45834（3番人気）� 64298（1番人気）� 18729（7番人気）
枠連票数 計 127829 的中 （5－8） 18608（1番人気）
馬連票数 計 389015 的中 �� 28187（2番人気）
馬単票数 計 175707 的中 �� 5774（4番人気）
ワイド票数 計 321045 的中 �� 20551（2番人気）�� 8493（7番人気）�� 7965（9番人気）
3連複票数 計 559981 的中 ��� 8527（8番人気）
3連単票数 計 644627 的中 ��� 2027（36番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーラルリーフ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．24 函館5着

2015．3．31生 牝3栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 7戦1勝 賞金 8，950，000円
〔騎手変更〕 ゴールデンテソーロ号の騎手吉田隼人は，病気のため中谷雄太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オモシロソウ号・トーホウキャサリン号
（非抽選馬） 1頭 カハラレインボー号



05065 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6日 第5競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

815 アリストライン 牝3黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454－101：47．6 3．8�
12 ロードマドリード 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 440－ 4 〃 アタマ 1．7�
714 マイネルルティレ 牡3栗 56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 61：47．81� 30．6�
35 ナンゴクアイネット 牝3鹿 54 菱田 裕二渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 456＋ 81：47．9� 5．3�
48 アドマイヤセレブ 牝3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B450－ 61：48．11� 40．9	
713 ジ ョ ウ ト ウ 牡3栗 56 黛 弘人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 468－ 81：48．31� 148．6

23 ロ ジ ピ エ ナ 牝3栗 54 丸山 元気久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 434－ 41：48．61� 235．7�
816 オ モ ウ ツ ボ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 480－ 41：49．02� 46．3�
24 � ア ニ エ ー ゼ 牝3鹿 54 水口 優也�ノースヒルズ 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 450＋ 4 〃 ハナ 117．4
611 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B468－ 4 〃 クビ 13．0�
510 ヤマニンキアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 442＋ 41：49．31	 296．6�
36 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 柴山 雄一 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 船越牧場 426－12 〃 クビ 51．8�
47 � モ ト カ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 愛

Ecurie des Mon-
ceaux & Haras
de St Pair

438± 01：49．51� 40．0�
612 フラワーパターン 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 386＋ 2 〃 アタマ 438．8�

11 ソウラセブン 牝3青鹿54 酒井 学村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト
クラブ 440＋ 41：49．71� 328．7�

59 モーニングヒカル 牝3栗 54 西田雄一郎今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 416－ 61：50．87 415．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，247，700円 複勝： 64，509，800円 枠連： 11，359，000円
馬連： 36，750，800円 馬単： 26，923，200円 ワイド： 31，088，800円
3連複： 63，924，600円 3連単： 102，737，600円 計： 361，541，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 300円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 170円 �� 890円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 242477 的中 � 49973（2番人気）
複勝票数 計 645098 的中 � 64445（2番人気）� 429874（1番人気）� 15986（5番人気）
枠連票数 計 113590 的中 （1－8） 25950（1番人気）
馬連票数 計 367508 的中 �� 83084（1番人気）
馬単票数 計 269232 的中 �� 21828（3番人気）
ワイド票数 計 310888 的中 �� 58958（1番人気）�� 7319（9番人気）�� 12630（5番人気）
3連複票数 計 639246 的中 ��� 29035（4番人気）
3連単票数 計1027376 的中 ��� 10552（15番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―12．0―12．3―12．0―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．5―47．5―59．8―1：11．8―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アリストライン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Diktat デビュー 2017．11．3 京都6着

2015．3．13生 牝3黒鹿 母 アディクティド 母母 Astica 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ロードマドリード号の騎手吉田隼人は，病気のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 ナンゴクアイネット号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

マイネルルティレ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非当選馬） 1頭 パワポケロワージ号

05066 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6日 第6競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 エ キ ド ナ 牝5青鹿 55
53 △森 裕太朗�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 492＋ 21：46．6 6．1�

35 アルスフェルト 牝5黒鹿55 丸田 恭介�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：46．92 3．3�

510 リュミエールドール 牝4鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 61：47．0� 4．5�

11 � バイオレットフィズ 牝6黒鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 446－ 61：47．31� 27．9�
36 ジュブリーユ 牝4芦 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486－ 81：47．51� 8．5	
713 スズカスマート 牝4鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 468－ 21：47．81� 3．3

48 ミンネザング 牝4鹿 54 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：48．01� 37．0�
59 サムシングフレア 牝5鹿 55 松若 風馬阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 484－ 8 〃 ハナ 108．6�
12 メイショウバーズ 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 458－121：48．31� 38．7�
714 ゴールデンターキン 牝4栗 54

51 ▲横山 武史西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 454＋ 21：48．72� 103．0�
24 ポ ロ ス 牝5鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 470＋ 41：48．8クビ 452．5�
815� ラックアサイン 牝6鹿 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 21：48．9� 291．5�
23 � ペイシャブルー 牝4黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也北所 直人氏 坂口 正則 日高 中川 欽一 416－ 81：49．53� 249．1�
612 グロリアスメーカー 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 452－ 21：50．13� 39．4�
816� ロマンチックワーク 牝4鹿 54 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 北出 成人 千歳 社台ファーム 448－171：50．3� 105．1�
47 � プリンシアステラ 牝4青鹿54 菱田 裕二山本 律氏 高橋 文雅 新冠 小泉 学 446－ 31：53．4大差 180．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，063，200円 複勝： 25，548，400円 枠連： 8，666，000円
馬連： 30，334，300円 馬単： 16，889，600円 ワイド： 23，317，200円
3連複： 46，890，000円 3連単： 59，810，000円 計： 230，518，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 780円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 360円 �� 520円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 190632 的中 � 24995（4番人気）
複勝票数 計 255484 的中 � 33520（4番人気）� 54240（2番人気）� 47336（3番人気）
枠連票数 計 86660 的中 （3－6） 8528（5番人気）
馬連票数 計 303343 的中 �� 20052（5番人気）
馬単票数 計 168896 的中 �� 5439（10番人気）
ワイド票数 計 233172 的中 �� 16826（4番人気）�� 10781（6番人気）�� 16725（5番人気）
3連複票数 計 468900 的中 ��� 21204（5番人気）
3連単票数 計 598100 的中 ��� 3966（32番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．6―12．5―12．6―13．2―13．0―13．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―29．7―42．2―54．8―1：08．0―1：21．0―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ キ ド ナ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Dayjur デビュー 2015．7．5 中京3着

2013．4．13生 牝5青鹿 母 マ ー ゴ ー ン 母母 Whispered Secret 20戦3勝 賞金 37，524，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンシアステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピンキージョーンズ号



05067 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
2：38．1
2：37．3

良
良

510 ムイトオブリガード 牡4鹿 56 藤岡 佑介市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492± 02：37．8レコード 2．8�

815 レ レ オ ー ネ 牡6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 488－102：38．54 18．6�
36 シャインブライト 牡5芦 57

56 ☆木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 482－ 42：38．6� 9．9�

59 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B490－ 2 〃 アタマ 17．2�

12 ラッシュアワー 牡5黒鹿57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 82：38．91� 10．2	

713� リードザフィールド 牡4栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 444－ 22：39．21� 165．1


816 デューズワイルズ 牡5黒鹿 57
54 ▲富田 暁 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 476－ 8 〃 クビ 80．2�

612 ローズシュクレ 牝4栗 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：39．3� 5．9�
35 マスターコード 牡4黒鹿56 松若 風馬�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：39．4� 3．3
48 ジュニエーブル 牡4鹿 56 西田雄一郎柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 22：40．25 16．2�
47 	 ベストダンス 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486± 02：40．41� 61．6�
11 	 マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 アタマ 66．7�
23 エヴァンジル 牝6黒鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 470± 02：40．61
 386．0�
714	 アイアンエフケイ 牡4鹿 56 菱田 裕二池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか グローリーファーム 496－ 62：41．23� 268．9�
24 	 ヴィレッジダンサー 牝5鹿 55 原田 和真�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 B482－ 22：41．3� 414．3�
611	 アグネスザルーツ 牡5栗 57 酒井 学畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 476－ 22：41．61� 159．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，034，300円 複勝： 29，359，500円 枠連： 11，626，800円
馬連： 39，952，900円 馬単： 20，122，100円 ワイド： 29，294，000円
3連複： 57，485，600円 3連単： 70，346，600円 計： 282，221，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 430円 � 230円 枠 連（5－8） 2，290円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 900円 �� 580円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 7，720円 3 連 単 ��� 35，170円

票 数

単勝票数 計 240343 的中 � 66930（1番人気）
複勝票数 計 293595 的中 � 59812（2番人気）� 14109（8番人気）� 33099（4番人気）
枠連票数 計 116268 的中 （5－8） 3931（10番人気）
馬連票数 計 399529 的中 �� 9505（14番人気）
馬単票数 計 201221 的中 �� 3446（18番人気）
ワイド票数 計 292940 的中 �� 8292（12番人気）�� 13498（5番人気）�� 3948（21番人気）
3連複票数 計 574856 的中 ��� 5583（29番人気）
3連単票数 計 703466 的中 ��� 1450（119番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．2―12．6―13．0―13．3―12．2―11．9―11．5―11．5―11．3―11．9

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�
12．7―24．3―36．4―48．6―1：01．2―1：14．2―1：27．5―1：39．7―1：51．6―2：03．1―2：14．6―2：25．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡4鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 11戦2勝 賞金 28，478，000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 ダブルバインド号

05068 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6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 7，500，000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 オ ル ロ フ 牡6黒鹿57 丸山 元気寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516－ 81：07．9 115．6�

713 ティーエスバラ 牡6鹿 57
55 △森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504－ 41：08．43 31．2�

12 ラブローレル 牝6青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 418－ 41：08．61� 29．6�
715 シゲルタイガー 牡4鹿 57 柴山 雄一森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 6 〃 クビ 12．8�
36 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 藤岡 佑介石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 466＋ 4 〃 アタマ 28．4�
817 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492± 01：08．7クビ 1．7	
612 ブレッシングテレサ 牝5青鹿55 藤岡 康太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 137．3

24 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 �島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 482－ 4 〃 クビ 17．3�
23 ヤマニンシーベリー 牝4栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 426± 01：08．8クビ 227．2
59 ウインベントゥーラ 牡6鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B464－ 2 〃 クビ 8．0�
714 キットダイジョウブ 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 416－ 21：08．9� 26．5�
47 ミルトドリーム 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 522＋ 61：09．0� 8．6�
818 ミルトプリンス 牡4鹿 57 岩崎 翼永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 446－ 61：09．21� 174．6�
48 � ハクユウロゼ 牝4鹿 55 酒井 学 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 山本 昇寿 474＋ 61：09．3� 39．4�
35 コ リ ー ナ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 452± 01：09．4� 32．2�
816 コスモプラシデス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 41：09．71� 114．9�
11 サチノクイーン 牝7鹿 55 丸田 恭介佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B476± 01：09．8� 13．0�
510 ファンタジーボール 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 428－101：15．7大差 234．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，980，300円 複勝： 43，921，100円 枠連： 12，842，700円
馬連： 44，975，300円 馬単： 27，553，000円 ワイド： 37，376，000円
3連複： 66，575，000円 3連単： 94，808，300円 計： 355，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，560円 複 勝 � 2，230円 � 1，220円 � 1，050円 枠 連（6－7） 11，120円

馬 連 �� 32，790円 馬 単 �� 92，250円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 26，930円 �� 9，460円

3 連 複 ��� 640，140円 3 連 単 ��� 5，287，380円

票 数

単勝票数 計 269803 的中 � 1867（14番人気）
複勝票数 計 439211 的中 � 5102（13番人気）� 9617（11番人気）� 11298（10番人気）
枠連票数 計 128427 的中 （6－7） 895（25番人気）
馬連票数 計 449753 的中 �� 1063（65番人気）
馬単票数 計 275530 的中 �� 224（144番人気）
ワイド票数 計 373760 的中 �� 1231（61番人気）�� 357（118番人気）�� 1021（72番人気）
3連複票数 計 665750 的中 ��� 78（558番人気）
3連単票数 計 948083 的中 ��� 13（3356番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．4―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．2―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ル ロ フ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．9．21 新潟1着

2012．2．25生 牡6黒鹿 母 ラビットフット 母母 Argentario 15戦2勝 賞金 18，525，000円
〔騎手変更〕 シゲルタイガー号の騎手吉田隼人は，病気のため柴山雄一に変更。
〔発走状況〕 ヤマニンシーベリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ファンタジーボール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ファンタジーボール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年3月25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テイエムイキオイ号



05069 2月25日 曇 良 （30小倉1）第6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，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

47 ドルチェリア �5鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 520＋161：46．8 2．8�
714 ロードキング 牡5鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B484－ 61：46．9� 10．4�
713� マイネルツィール 牡5鹿 57 北村 友一杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 488－ 21：47．0クビ 12．4�
48 セヴィルロアー 牡4鹿 56 中谷 雄太北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 476－101：47．21� 8．0�
612 メイショウイッポン 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 482－ 21：47．41	 47．2�
24 ライデンバローズ 牡4芦 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B532－ 2 〃 クビ 3．8	
12 クリノキング �4栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B474± 0 〃 アタマ 12．2

35 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 480－ 61：47．61	 17．0�
36 アイルーロス 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 青森 諏訪牧場 464－ 21：48．02 287．5
815 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿56 藤懸 貴志加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 482＋10 〃 ハナ 76．1�
611 アイアムノーブル 牡4鹿 56

53 ▲横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 468＋ 6 〃 ハナ 18．9�
816 シルヴァーメテオ 牡4芦 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 486＋ 6 〃 クビ 23．3�
59 � ワンダープレジール 牡6黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 464－ 81：48．1クビ 25．1�
11 � レッドリッジ �5黒鹿57 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 536－12 〃 クビ 48．8�
23 グラスアクト 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム B448－ 21：48．31	 223．2�
510� クラウンホイール 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也矢野まり子氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 516－ 21：49．47 291．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，440，900円 複勝： 39，771，000円 枠連： 16，376，900円
馬連： 57，098，800円 馬単： 28，421，700円 ワイド： 45，705，200円
3連複： 83，074，600円 3連単： 109，511，700円 計： 410，400，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 290円 � 320円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 680円 �� 550円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 304409 的中 � 85073（1番人気）
複勝票数 計 397710 的中 � 79665（2番人気）� 31582（4番人気）� 27800（6番人気）
枠連票数 計 163769 的中 （4－7） 20664（2番人気）
馬連票数 計 570988 的中 �� 29189（5番人気）
馬単票数 計 284217 的中 �� 9157（5番人気）
ワイド票数 計 457052 的中 �� 17460（6番人気）�� 22057（4番人気）�� 6817（19番人気）
3連複票数 計 830746 的中 ��� 9977（18番人気）
3連単票数 計1095117 的中 ��� 3953（44番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―13．3―13．2―12．5―12．3―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―43．4―56．6―1：09．1―1：21．4―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドルチェリア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．7．17 中京4着

2013．3．5生 �5鹿 母 テンザンデザート 母母 スプリンターキャット 10戦2勝 賞金 26，220，000円
〔騎手変更〕 アイアムノーブル号の騎手吉田隼人は，病気のため横山武史に変更。
〔制裁〕 ロードキング号の騎手�島克駿は，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。
（非抽選馬） 1頭 トーアアステリオス号

05070 2月25日 小雨 良 （30小倉1）第6日 第10競走 2，000�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時50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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

44 レッドカイザー �7黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 490－ 61：59．0 7．2�
68 ドリームソルジャー 牡4栗 56 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 472＋ 21：59．31� 3．7�

67 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �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 450－ 41：59．51� 5．0�

55 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 56 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 418＋10 〃 ハナ 14．3�
811 レ ジ ェ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 アタマ 5．0	
710� メルドオール 牡6鹿 57 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B444－ 62：00．03 98．9

11 デルマオギン 牝5鹿 55 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－102：00．21� 8．7�
33 ワンダーアビルマン 牡5黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 486± 02：00．62� 37．3�
79 アシュワガンダ 牡5鹿 57 藤岡 康太髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 490－ 62：00．7� 11．8
812 クイントゥープル 牝4栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 22：00．91� 110．7�
22 キープトライン 牡8鹿 57 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B502± 02：01．75 319．0�
56 レイトブルーマー 牝4芦 54 丸山 元気堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 454＋ 62：02．76 7．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，998，300円 複勝： 39，979，600円 枠連： 15，611，900円
馬連： 59，492，100円 馬単： 30，834，300円 ワイド： 39，445，700円
3連複： 84，128，200円 3連単： 124，127，100円 計： 420，617，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 620円 �� 510円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 15，040円

票 数

単勝票数 計 269983 的中 � 29973（4番人気）
複勝票数 計 399796 的中 � 46206（4番人気）� 72665（2番人気）� 58890（3番人気）
枠連票数 計 156119 的中 （4－6） 14574（3番人気）
馬連票数 計 594921 的中 �� 27475（5番人気）
馬単票数 計 308343 的中 �� 5542（18番人気）
ワイド票数 計 394457 的中 �� 15826（6番人気）�� 19519（3番人気）�� 25482（2番人気）
3連複票数 計 841282 的中 ��� 29535（2番人気）
3連単票数 計1241271 的中 ��� 5982（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：00．2―1：12．6―1：24．1―1：35．7―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドカイザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Selkirk デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．1．30生 �7黒鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 35戦3勝 賞金 47，756，000円
〔騎手変更〕 アシュワガンダ号の騎手吉田隼人は，病気のため藤岡康太に変更。



05071 2月25日 小雨 良 （30小倉1）第6日 第11競走 ��1，800�
かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

79 レトロロック 牡6鹿 57 酒井 学金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 478－ 81：45．2 6．0�

811 プロフェット 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 2．9�
22 メイショウフェイク 牡6鹿 57 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：45．41� 7．4�
78 デンコウリキ 牡8黒鹿57 �島 克駿田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 512－ 41：45．72 93．3�
66 オブリゲーション 牡5鹿 57 松若 風馬�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 476＋ 81：45．9� 8．3	
55 ジャズファンク 牡6鹿 57 秋山真一郎市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 498－ 21：46．0� 32．9

11 	 タニノアーバンシー 牝5黒鹿55 藤岡 康太谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 512－ 61：46．31� 5．0�
810 ブランドベルグ 
6青鹿57 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 クビ 8．2�
33 ナイトバナレット 牡4芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：46．4クビ 11．3
44 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 438－ 21：46．5� 88．7�
67 サンライズタイセイ 牡8鹿 57 丸山 元気松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 466－121：46．81� 32．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，335，000円 複勝： 63，092，900円 枠連： 30，263，000円
馬連： 156，809，300円 馬単： 70，067，900円 ワイド： 75，681，900円
3連複： 216，038，400円 3連単： 356，497，100円 計： 1，019，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 130円 � 210円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 330円 �� 750円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 513350 的中 � 68089（3番人気）
複勝票数 計 630929 的中 � 85569（3番人気）� 157958（1番人気）� 64863（5番人気）
枠連票数 計 302630 的中 （7－8） 42597（1番人気）
馬連票数 計1568093 的中 �� 136671（1番人気）
馬単票数 計 700679 的中 �� 28331（3番人気）
ワイド票数 計 756819 的中 �� 63750（1番人気）�� 23909（10番人気）�� 40475（4番人気）
3連複票数 計2160384 的中 ��� 74109（4番人気）
3連単票数 計3564971 的中 ��� 23596（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．4―35．1―46．7―58．3―1：10．2―1：22．2―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

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6鹿 母 サムワントゥラブ 母母 シンコウラブリイ 22戦5勝 賞金 95，377，000円
〔騎手変更〕 レトロロック号の騎手吉田隼人は，病気のため酒井学に変更。
〔その他〕 ナイトバナレット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナイトバナレット号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年3月25日まで出走できない。

05072 2月25日 小雨 良 （30小倉1）第6日 第12競走 ��1，200�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．2．25以降30．2．18まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ロイヤルメジャー 牝4鹿 54 柴山 雄一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 452－ 21：07．7 4．9�
611 ブラッククローバー 牡6黒鹿56 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 500＋ 61：07．8� 4．3�
818 ティルナノーグ �6鹿 55 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 61：08．01� 25．7�
59 ウォーターラボ 牝6青鹿53 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 4 〃 ハナ 5．7�
12 	 キングクリチャン 牡9栗 50 森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504＋ 2 〃 アタマ 48．4�
715 ラッフォルツァート 牝6鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 21：08．1クビ 17．4	
713 イサチルホープ 牡6栗 54 中谷 雄太小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 474－ 6 〃 ハナ 11．5

816 ブラックバード �6鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B468± 01：08．2
 31．7�
36 ヤマニンマルキーザ 牡7栗 56 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 460－ 8 〃 クビ 37．8�
47 シエルブラン 牝4栗 53 岩崎 翼金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 446± 01：08．3クビ 16．5
510 ポップオーヴァー 牝6鹿 53 藤岡 康太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 クビ 5．9�
612 ナムラアッパー 牡7鹿 53 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B428＋ 21：08．4クビ 35．8�
24 プリティマックス 牝4栗 53 木幡 巧也丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 438± 0 〃 クビ 22．7�
817 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿53 菱田 裕二山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 454－ 8 〃 ハナ 18．7�
714	 コパノミザール 牡4鹿 53 藤田菜七子小林 祐介氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 460＋12 〃 ハナ 99．1�
11 ヤマニンアタシャン 牝7鹿 52 松若 風馬土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 434－ 81：08．82� 113．8�
48 ウィズアットレース 牝6黒鹿52 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 420－ 21：09．01 118．6�
23 レヴァンタール �9鹿 51 木幡 初也岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 448－ 41：09．1
 225．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，242，800円 複勝： 73，716，200円 枠連： 36，732，600円
馬連： 119，944，400円 馬単： 47，433，600円 ワイド： 79，160，800円
3連複： 184，996，400円 3連単： 221，948，000円 計： 812，174，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 160円 � 540円 枠 連（3－6） 940円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，240円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 52，700円

票 数

単勝票数 計 482428 的中 � 77387（2番人気）
複勝票数 計 737162 的中 � 103687（2番人気）� 143371（1番人気）� 26792（10番人気）
枠連票数 計 367326 的中 （3－6） 30018（3番人気）
馬連票数 計1199444 的中 �� 84544（1番人気）
馬単票数 計 474336 的中 �� 15123（2番人気）
ワイド票数 計 791608 的中 �� 45804（1番人気）�� 8695（25番人気）�� 8750（24番人気）
3連複票数 計1849964 的中 ��� 11663（33番人気）
3連単票数 計2219480 的中 ��� 3053（124番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．5―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．0―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．6．25 函館1着

2014．4．23生 牝4鹿 母 クリミナルコード 母母 ク ラ イ ム 15戦3勝 賞金 45，863，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ブラックバード号の騎手吉田隼人は，病気のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エルカミーノレアル号・サウンドテーブル号・ジェイラー号・スナークスカイ号・ソレイユフルール号・

ビーカーリー号・ユキノカトレア号

３レース目



（30小倉1）第6日 2月25日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

192，620，000円
5，180，000円
16，430，000円
1，430，000円
21，280，000円
74，776，000円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
341，020，200円
534，141，900円
186，847，500円
702，317，900円
349，039，600円
485，414，900円
1，042，352，400円
1，426，581，500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 5，067，715，900円

総入場人員 10，967名 （有料入場人員 9，961名）
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