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05085 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8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

612 テーオーフォース 牡3黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：46．9 3．4�
11 トリプルレインボー 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 480＋ 21：48．8大差 4．0�
48 サンローレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社
ケイズ 448－ 41：49．54 29．1�

611 カフジデューク 牡3芦 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：49．71� 3．2�
714 ダイキリシマ 牡3黒鹿56 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 470－ 7 〃 ハナ 9．0�
36 シ ー ホ ー ス 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 430－ 21：49．8� 38．9	
24 インサイドアウト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也山口 裕介氏 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 462± 01：51．07 66．2

59 タマモキンバリー 牡3黒鹿56 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 422－ 8 〃 アタマ 39．0�
47 マイネルグリージョ 牡3芦 56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 競優牧場 B478＋ 61：51．1クビ 18．7�
713 ダイメイライガー 牡3鹿 56 丹内 祐次宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 478－ 41：51．84 260．6
510 キッチンウイッチ 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 426－ 41：51．9クビ 50．5�
35 オーミプレスト 牡3黒鹿56 松若 風馬岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 青森 諏訪牧場 470＋ 61：52．0� 100．6�
816 クリノペーテルス 牝3鹿 54

53 ☆義 英真栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 478＋ 61：52．42� 29．9�
815 パ ス ポ ー ト 牝3黒鹿54 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 440－ 81：53．35 102．0�
12 ネオンブルー 牡3鹿 56 原田 和真山口功一郎氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 514＋ 61：53．4� 34．4�
23 リベリュール 牡3栗 56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 464－201：55．6大差 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，497，500円 複勝： 24，115，000円 枠連： 13，545，200円
馬連： 38，020，900円 馬単： 18，172，800円 ワイド： 28，441，000円
3連複： 60，185，300円 3連単： 61，434，400円 計： 261，412，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 140円 � 510円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，570円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 33，380円

票 数

単勝票数 計 174975 的中 � 40157（2番人気）
複勝票数 計 241150 的中 � 43331（3番人気）� 53786（1番人気）� 8337（7番人気）
枠連票数 計 135452 的中 （1－6） 30350（1番人気）
馬連票数 計 380209 的中 �� 23228（4番人気）
馬単票数 計 181728 的中 �� 5776（9番人気）
ワイド票数 計 284410 的中 �� 13577（5番人気）�� 4517（15番人気）�� 3999（20番人気）
3連複票数 計 601853 的中 ��� 5601（23番人気）
3連単票数 計 614344 的中 ��� 1334（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．9―56．6―1：08．8―1：21．0―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーフォース �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．8 京都6着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 キャンディーストア 母母 フサイチハッスル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミプレスト号・クリノペーテルス号・パスポート号・ネオンブルー号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競走に出走できない。
リベリュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月4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 サムライロード号

05086 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8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

11 クリノレオノール 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 442＋ 2 59．5 26．5�
33 � ワンダーグロワール 牡6鹿 57 城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 508－ 2 59．6� 2．5�
56 スナークライデン 牡4芦 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 480＋12 59．81 40．4�
45 ワンダーバイファル 牡7鹿 57 岡田 祥嗣山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470－ 41：00．01 3．4�
813 スズカオーショウ 牡7栗 57 柴山 雄一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B518＋ 4 〃 ハナ 39．9�
44 � 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 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 524± 0 〃 ハナ 6．3	
68 カキツバタチグサ �5鹿 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 B514± 01：00．21	 12．3

69 シゲルヒョウ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B486＋ 4 〃 クビ 16．4�
22 � ア イ ー ダ 牝4鹿 55 黛 弘人 �ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 458＋ 2 〃 ハナ 134．8�
710 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 444－ 2 〃 アタマ 6．5
711 パルフェット 牡4鹿 57 二本柳 壮�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 526＋ 41：00．3クビ 256．0�
812� ミラクルローカス 牝4青鹿 55

54 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 440＋ 21：00．61� 82．2�
57 � キクノテソロ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也吉田 勝利氏 石毛 善彦 浦河 高村牧場 468－ 21：00．92 226．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，234，700円 複勝： 25，984，100円 枠連： 8，809，500円
馬連： 35，333，900円 馬単： 19，104，100円 ワイド： 24，832，800円
3連複： 49，499，600円 3連単： 68，527，200円 計： 251，325，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 490円 � 150円 � 1，150円 枠 連（1－3） 3，580円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 11，910円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 55，080円 3 連 単 ��� 379，250円

票 数

単勝票数 計 192347 的中 � 5793（7番人気）
複勝票数 計 259841 的中 � 11787（7番人気）� 60977（1番人気）� 4522（9番人気）
枠連票数 計 88095 的中 （1－3） 1902（11番人気）
馬連票数 計 353339 的中 �� 7131（13番人気）
馬単票数 計 191041 的中 �� 1475（34番人気）
ワイド票数 計 248328 的中 �� 4898（14番人気）�� 526（47番人気）�� 1912（26番人気）
3連複票数 計 494996 的中 ��� 674（92番人気）
3連単票数 計 685272 的中 ��� 131（556番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノレオノール �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2016．11．6 東京11着

2014．5．4生 牝4鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 15戦2勝 賞金 17，700，000円

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第3競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

35 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 464－ 82：00．3 9．4�
817 アスタービーナス 牝3鹿 54 柴山 雄一加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 392－ 42：00．51� 8．9�
48 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468－ 4 〃 ハナ 11．7�
714 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 442± 02：00．82 19．0�
23 ウインタリエンテ 牝3芦 54 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 2 〃 クビ 104．6	
59 マセラシオン 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 444－ 82：00．9クビ 57．7

47 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472－ 62：01．32� 8．9�
510 ラポートトーク 牝3青鹿54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 460＋ 4 〃 アタマ 10．3�
713 ラヴファンシフル 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 486± 02：01．4クビ 2．1
36 バードランド 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 416＋ 6 〃 クビ 318．6�
818 リンフォルツァンド 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458－ 82：01．5クビ 9．7�
816 ウインエスキース 牝3栗 54 山口 勲�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 434＋ 22：01．71� 51．9�

（佐賀）

24 エメラルドプラバ 牝3栗 54 岩崎 翼�大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム 448－ 42：01．91� 324．5�
612 エアヴェイユ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 412－162：02．53� 171．7�
715 ポンズチャン 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 千歳 社台ファーム 430－242：04．09 120．4�
611 ヴィオローネ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 450＋ 22：04．1クビ 22．9�
12 オマツリサワギ 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 438－ 42：04．2� 448．0�
11 ソウラセブン 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト
クラブ 440± 02：04．94 340．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，488，800円 複勝： 37，786，700円 枠連： 12，059，700円
馬連： 40，232，700円 馬単： 21，971，300円 ワイド： 32，072，000円
3連複： 63，100，000円 3連単： 71，848，200円 計： 305，559，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 250円 � 390円 枠 連（3－8） 1，800円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，090円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，380円 3 連 単 ��� 61，490円

票 数

単勝票数 計 264888 的中 � 22516（4番人気）
複勝票数 計 377867 的中 � 33877（3番人気）� 41361（2番人気）� 23705（7番人気）
枠連票数 計 120597 的中 （3－8） 5168（7番人気）
馬連票数 計 402327 的中 �� 8662（12番人気）
馬単票数 計 219713 的中 �� 2298（20番人気）
ワイド票数 計 320720 的中 �� 7432（10番人気）�� 7638（9番人気）�� 5691（17番人気）
3連複票数 計 631000 的中 ��� 5642（28番人気）
3連単票数 計 718482 的中 ��� 847（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．1―47．6―59．8―1：11．9―1：23．8―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

トーホウアルテミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．12 京都10着

2015．3．29生 牝3栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 6戦1勝 賞金 7，300，000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 リベラシオン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05088 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8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

36 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 B444± 01：08．8 3．8�
713 ラヴァクール 牝3栗 54 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 506＋ 41：09．22� 3．3�
12 クリノルーベンス 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 422± 01：09．41� 16．9�
510 ピ カ バ 牝3鹿 54 川須 栄彦�大栄牧場 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 442－ 4 〃 アタマ 8．3�
59 ミ ス ジ ー ナ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 400＋ 61：09．5	 186．3�
24 
 ラジオタイソウ 牡3鹿 56 山口 勲冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 486－ 21：09．6	 21．3	
（佐賀）

47 トワイライトタイム 牡3青鹿 56
53 ▲富田 暁三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 アタマ 8．5


818 ヒロノオウカン 牡3青鹿56 川島 信二小野 博郷氏 服部 利之 清水 小野瀬 竜馬 430－ 4 〃 ハナ 111．2�
714 メイショウトラマツ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 502－ 4 〃 ハナ 4．4�
612 コーラルフィーユ 牝3栗 54 柴山 雄一 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 三石川上牧場 422－161：09．8	 109．9�
817 アルマアノン 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 446－ 61：10．11� 44．1�
715 メ ス カ ル 牝3栗 54 秋山真一郎�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 ハナ 109．0�
611
 シンティエンディー 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 加 Robert G.
Harvey 504＋ 4 〃 アタマ 39．0�

23 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 丹内 祐次東豊物産 古賀 史生 浦河 富菜牧場 432＋ 61：10．41	 36．2�
816 ピ ワ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 432－ 81：10．82� 513．3�
48 ラッシュビギン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 浦河 地興牧場 448＋161：11．43� 191．0�
35 ビバラエポボン 牝3黒鹿54 荻野 琢真�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 438－ 61：11．61� 358．2�
11 サンホノルル 牡3青鹿56 中井 裕二 加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 及川 幸夫 428＋ 61：12．77 380．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，522，400円 複勝： 31，364，600円 枠連： 12，544，400円
馬連： 40，494，200円 馬単： 19，286，800円 ワイド： 30，687，200円
3連複： 58，510，200円 3連単： 67，497，000円 計： 282，906，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 370円 枠 連（3－7） 370円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 400円 �� 790円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 225224 的中 � 47371（2番人気）
複勝票数 計 313646 的中 � 64728（2番人気）� 51824（3番人気）� 16395（6番人気）
枠連票数 計 125444 的中 （3－7） 26208（1番人気）
馬連票数 計 404942 的中 �� 37541（3番人気）
馬単票数 計 192868 的中 �� 8037（6番人気）
ワイド票数 計 306872 的中 �� 21335（3番人気）�� 9689（8番人気）�� 8088（12番人気）
3連複票数 計 585102 的中 ��� 12434（10番人気）
3連単票数 計 674970 的中 ��� 3785（29番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―10．8―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．3―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラローザ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．6．10 阪神3着

2015．3．7生 牝3鹿 母 ピーチブローフィズ 母母 ピンクパピヨン 7戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンホノルル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



05089 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8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

35 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：48．6 17．5�

510 ル ベ ラ イ ト 牡3鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474＋181：48．91� 5．9�
714 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：49．0� 2．7�
23 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 柴山 雄一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 41：49．21� 32．6�
11 スズカワークシップ 牡3鹿 56 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 460± 0 〃 アタマ 38．0	
48 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 41：49．41� 6．1

12 アイネバーフェイル 牝3黒鹿54 中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 444－ 6 〃 クビ 5．1�
24 ウインルーカス 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 468－ 41：49．61� 10．4�
611 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± 01：49．91� 14．8
47 ヴ ィ グ ー ル 牝3鹿 54 �島 克駿サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 454－ 61：50．0� 22．1�
36 ホリーユニコーン 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 416＋ 21：50．1クビ 386．2�
612 ショウナンバースト 牡3黒鹿56 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 428＋ 41：50．41� 171．2�
713 トウケイサミドリ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 452± 01：50．61� 406．8�
816 ニ ュ ム パ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：50．91� 263．0�
59 パワポケロワージ 牡3芦 56 丸山 元気柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 岡野牧場 472± 01：51．53� 39．6�
815 サンノーマン 牝3黒鹿54 川島 信二 �加藤ステーブル 高橋 義博 日高 藤本ファーム 412＋ 41：51．71� 428．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，683，000円 複勝： 37，747，500円 枠連： 10，938，100円
馬連： 43，322，900円 馬単： 22，200，800円 ワイド： 33，334，200円
3連複： 61，829，400円 3連単： 75，802，600円 計： 310，858，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 440円 � 220円 � 140円 枠 連（3－5） 6，600円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 16，710円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，120円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 55，400円

票 数

単勝票数 計 256830 的中 � 11711（7番人気）
複勝票数 計 377475 的中 � 16595（7番人気）� 40517（4番人気）� 93527（1番人気）
枠連票数 計 109381 的中 （3－5） 1284（20番人気）
馬連票数 計 433229 的中 �� 4312（26番人気）
馬単票数 計 222008 的中 �� 996（51番人気）
ワイド票数 計 333342 的中 �� 4137（24番人気）�� 7479（13番人気）�� 18320（3番人気）
3連複票数 計 618294 的中 ��� 7361（18番人気）
3連単票数 計 758026 的中 ��� 992（176番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．3―12．4―11．8―11．8―11．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．2―48．6―1：00．4―1：12．2―1：24．1―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ハ ヴ ィ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．1．28生 牡3鹿 母 マ ト ゥ ラ ー 母母 オリエンタルアート 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※パワポケロワージ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05090 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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

611 リキサンダイオー 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464± 02：33．6 7．3�
48 � ワンダーラジャ 牡4栗 56 丸山 元気山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 490－ 82：34．66 6．8�
23 バンダムザブラッド 牡5黒鹿57 荻野 琢真山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 474＋ 62：34．7� 23．0�
612 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 494± 02：35．12� 8．4�
510 グラスアクト 牡5鹿 57 二本柳 壮半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 452＋ 42：35．52� 130．4�
47 ランドジュピター 牡4鹿 56

55 ☆義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 472＋ 62：35．71� 235．5	
11 ワイドコマンダー 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 522± 02：35．8� 76．5

713 ジェイケイライジン 牡4栗 56

55 ☆木幡 巧也小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム B472－ 4 〃 ハナ 38．1�
36 サイドチェンジ 牡4黒鹿56 藤岡 康太大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B508± 02：35．9	 1．9�
714� フレンドミラクル 牡5栗 57

54 ▲藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 466－102：36．32 7．8
12 アイアムノーブル 牡4鹿 56 山口 勲堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 468± 0 〃 クビ 28．3�

（佐賀）

816� シ ン ゲ キ 牡6栗 57 田中 健 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 508＋ 62：36．4クビ 83．0�

815 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿56 中谷 雄太加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 482± 02：36．82� 84．0�
24 � プレツィオーゼ 
6鹿 57

56 ☆小崎 綾也髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 B438± 02：37．12 213．1�
59 フォースフィールド 牡6黒鹿 57

54 ▲横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 438－ 22：37．31� 19．1�
35 � レオクイック 牡6鹿 57 丹内 祐次坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 460＋ 82：38．910 249．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，262，000円 複勝： 26，069，300円 枠連： 9，450，500円
馬連： 32，440，500円 馬単： 18，650，700円 ワイド： 26，431，600円
3連複： 49，290，300円 3連単： 65，728，800円 計： 249，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 200円 � 420円 枠 連（4－6） 1，520円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，920円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 63，530円

票 数

単勝票数 計 212620 的中 � 23186（3番人気）
複勝票数 計 260693 的中 � 25708（4番人気）� 38848（2番人気）� 13975（6番人気）
枠連票数 計 94505 的中 （4－6） 4807（7番人気）
馬連票数 計 324405 的中 �� 10581（8番人気）
馬単票数 計 186507 的中 �� 2838（15番人気）
ワイド票数 計 264316 的中 �� 7622（7番人気）�� 3499（18番人気）�� 3083（20番人気）
3連複票数 計 492903 的中 ��� 2568（41番人気）
3連単票数 計 657288 的中 ��� 750（180番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．7―12．7―13．2―13．1―12．8―12．6―13．3―13．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．0―36．1―48．8―1：01．5―1：14．7―1：27．8―1：40．6―1：53．2―2：06．5―2：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F53．0―3F40．4
1
�
6＝11（2，14）（12，15）（1，16）－7（9，13）4，10－8－3＝5
6－11－2，14（12，16）－（15，13）3（1，9，8）（7，10）－4＝5

2
�

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

リキサンダイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．3．12 中山2着

2013．4．26生 牡5黒鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 13戦3勝 賞金 29，150，000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 ブライトクォーツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



05091 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第7競走 ��1，200�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，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

34 シゲルタイガー 牡4鹿 57 吉田 隼人森中 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± 01：08．4 7．2�

58 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 〃 アタマ 16．3�

35 � アポロリュウセイ 牡5栗 57
56 ☆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 506＋ 4 〃 クビ 5．2�

46 メイショウシャチ 牡5鹿 57
56 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 468－101：08．5� 17．6�

11 � スターゲイザー 牡4鹿 57 藤岡 康太野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 456－101：08．71� 36．1�
815 フェルクレール 牝5芦 55

52 ▲横山 武史米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 432＋ 41：08．8� 77．5	
814 ラ ソ 牝4黒鹿55 城戸 義政西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 432＋ 41：08．9クビ 125．7

611� ゴーフォワード 	5鹿 57

54 ▲藤田菜七子前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：09．11� 23．2�
610� センターフォワード 	5鹿 57 山口 勲馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 448－14 〃 アタマ 15．6�

（佐賀）

22 � 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 482＋ 21：09．2� 202．9
713� ジ ェ ス ロ 	5鹿 57 
島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 424－ 81：09．41 17．1�
712 ウインペイザージュ 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 448－ 41：09．5� 33．4�
47 ラニカイサンデー 牡4鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 454－ 61：09．6� 3．3�
59 トウショウジャイロ 	5黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B502－ 81：09．92 6．5�
23 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 478＋ 21：12．0大差 10．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，190，200円 複勝： 34，680，900円 枠連： 13，110，200円
馬連： 45，196，200円 馬単： 21，533，100円 ワイド： 34，816，400円
3連複： 67，875，100円 3連単： 83，505，400円 計： 323，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 400円 � 200円 枠 連（3－5） 890円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 11，610円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 720円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 11，430円 3 連 単 ��� 74，740円

票 数

単勝票数 計 231902 的中 � 25468（4番人気）
複勝票数 計 346809 的中 � 44219（3番人気）� 19125（7番人気）� 49644（2番人気）
枠連票数 計 131102 的中 （3－5） 11366（3番人気）
馬連票数 計 451962 的中 �� 6000（26番人気）
馬単票数 計 215331 的中 �� 1391（48番人気）
ワイド票数 計 348164 的中 �� 5014（23番人気）�� 12967（5番人気）�� 6279（15番人気）
3連複票数 計 678751 的中 ��� 4452（42番人気）
3連単票数 計 835054 的中 ��� 810（247番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．3―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．5―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルタイガー �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．7．2 福島15着

2014．2．12生 牡4鹿 母 グリーンレディ 母母 Fawaayid 20戦2勝 賞金 20，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノヒナマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05092 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第8競走 ��2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

811 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：01．0 4．9�

55 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 414－ 4 〃 クビ 6．7�
56 エイシンクリック 牡4鹿 57 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472－ 22：01．1クビ 3．1�
22 ステイキングダム 牡5鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 クビ 8．5�
79 ラ プ ル ー ズ 牡5鹿 57 �島 克駿西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B494＋ 42：01．2クビ 34．9	
33 � マッシュクール 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 498＋ 82：01．3� 44．3�

67 リ セ エ ン ヌ 牝5青鹿 55
54 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 アタマ 29．8�

68 ナリタゴールド 	6鹿 57
54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 422＋ 42：01．4
 4．4

44 チャップリン 牡6黒鹿57 丸山 元気髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 500＋ 42：01．5� 45．1�
812 レッドグルック 牡7鹿 57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 502－ 22：01．6クビ 18．1�
710 ゲイルバローズ 牡4鹿 57 松若 風馬猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 434± 02：01．92 16．6�
11 メイショウカクオビ 	5鹿 57

55 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 478－ 2 〃 クビ 69．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，874，600円 複勝： 27，838，100円 枠連： 9，669，000円
馬連： 35，336，000円 馬単： 19，273，700円 ワイド： 27，628，900円
3連複： 48，251，900円 3連単： 72，421，200円 計： 261，293，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 170円 � 130円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 290円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 208746 的中 � 33898（3番人気）
複勝票数 計 278381 的中 � 47313（3番人気）� 35234（4番人気）� 65594（1番人気）
枠連票数 計 96690 的中 （5－8） 19577（1番人気）
馬連票数 計 353360 的中 �� 20730（5番人気）
馬単票数 計 192737 的中 �� 6191（8番人気）
ワイド票数 計 276289 的中 �� 16314（4番人気）�� 25671（1番人気）�� 15562（5番人気）
3連複票数 計 482519 的中 ��� 27696（2番人気）
3連単票数 計 724212 的中 ��� 6490（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．2―49．9―1：02．0―1：13．6―1：25．3―1：37．0―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルパンドーロ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2016．7．10 函館3着

2014．4．15生 牡4黒鹿 母 ゴールドフォイル 母母 ディマイング 15戦2勝 賞金 21，200，000円
〔制裁〕 ラプルーズ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



05093 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8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）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

712 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 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 440＋ 41：47．7 14．6�
34 ノーブルスノー 牝5芦 55 吉田 隼人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 484＋ 4 〃 ハナ 4．2�
57 � サンシャーロット 牝4栗 55 山口 勲 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 434－14 〃 アタマ 28．0�

（佐賀）

45 メイショウナゴミ 牝6青鹿 55
52 ▲横山 武史松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 456－ 21：47．91� 5．5	

46 ダンツチェック 牝5鹿 55
53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 508－ 2 〃 アタマ 4．0


69 ハギノセゾン 牝7青鹿55 松山 弘平安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 488－ 81：48．21� 15．5�
813 ジュブリーユ 牝4芦 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486± 0 〃 ハナ 10．6�
58 ジャーマンアイリス 牝5芦 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462－ 41：48．41� 4．3
33 � アイファーショコラ 牝4栗 55 岡田 祥嗣中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 420＋ 41：48．82� 308．7�
610 アスターストーリー 牝4鹿 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 450＋ 21：49．12 20．0�
711 ミスレジェンド 牝4黒鹿55 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：49．2クビ 75．9�
814 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 464－ 61：49．94 402．6�
11 � メイショウクノイチ 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 424－161：50．43 60．4�
22 � ルクレツィア 牝5鹿 55 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 414＋ 61：50．61 261．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，153，500円 複勝： 34，248，000円 枠連： 13，366，200円
馬連： 47，031，700円 馬単： 24，068，300円 ワイド： 32，706，300円
3連複： 64，489，400円 3連単： 90，856，500円 計： 329，919，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 270円 � 170円 � 790円 枠 連（3－7） 2，360円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 870円 �� 4，360円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 19，860円 3 連 単 ��� 91，230円

票 数

単勝票数 計 231535 的中 � 12660（6番人気）
複勝票数 計 342480 的中 � 32960（5番人気）� 63434（2番人気）� 8816（9番人気）
枠連票数 計 133662 的中 （3－7） 4371（13番人気）
馬連票数 計 470317 的中 �� 14862（9番人気）
馬単票数 計 240683 的中 �� 3019（24番人気）
ワイド票数 計 327063 的中 �� 10053（9番人気）�� 1875（39番人気）�� 3630（26番人気）
3連複票数 計 644894 的中 ��� 2435（60番人気）
3連単票数 計 908565 的中 ��� 722（282番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．5―13．0―12．3―12．0―12．5―12．9―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．7―31．2―44．2―56．5―1：08．5―1：21．0―1：33．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ピンキージョーンズ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．6．19 東京8着

2014．5．13生 牝4栗 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 19戦2勝 賞金 26，250，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05094 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時50分 （芝・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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 � モズスーパーフレア 牝3栗 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 482＋161：08．3 5．5�

713 トゥラヴェスーラ 牡3鹿 56 義 英真吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 466－141：08．51� 15．5�
59 メイケイダイハード 牡3鹿 56 秋山真一郎名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 526＋ 41：08．6	 21．5�
612 ティーカラット 牡3黒鹿56 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 498－ 2 〃 アタマ 4．1�
36 ダンツクレイオー 牝3鹿 54 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 472－ 21：08．7� 12．8�
47 タイセイソニック 牡3黒鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 456＋ 4 〃 アタマ 4．2	
817 ウ ィ ズ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 472－ 61：08．8� 5．1

818 トーホウガーベラ 牝3鹿 54 横山 武史東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 440－ 41：08．9� 28．1�
510 ジュンドリーム 牝3鹿 54 丸山 元気河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 474± 01：09．11
 20．9�
816 ノーモアサイレンス 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 418－ 61：09．2	 285．6
23 モンサンロジェ 牝3黒鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B484－ 6 〃 ハナ 57．1�
715 リーガルリリー 牝3栗 54 菱田 裕二阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 468± 01：09．51	 19．0�
24 � ソフトポジション 牡3鹿 56 松若 風馬北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 460＋ 21：09．6� 74．0�
714 カシノクオーレ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 456＋ 6 〃 ハナ 273．2�
12 � マ イ メ ン 牝3黒鹿54 山口 勲原 大栄氏 東 眞市 日高 ファーミングヤナキタ 416± 01：09．91	 316．9�

（佐賀） （佐賀）

11 ハクサンフエロ 牡3鹿 56 木幡 初也河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 川 啓一 460－ 8 〃 アタマ 35．9�
611 ニシノコデマリ 牝3鹿 54 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 416＋ 41：10．0� 189．8�
35 コントラスト 牝3鹿 54 川島 信二田頭 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 456－ 61：12．1大差 274．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，206，300円 複勝： 47，712，300円 枠連： 22，629，000円
馬連： 74，998，700円 馬単： 35，792，200円 ワイド： 49，395，900円
3連複： 117，752，300円 3連単： 148，927，000円 計： 529，413，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 260円 � 550円 � 600円 枠 連（4－7） 1，300円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，580円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 23，870円 3 連 単 ��� 98，420円

票 数

単勝票数 計 322063 的中 � 46107（4番人気）
複勝票数 計 477123 的中 � 56168（4番人気）� 21180（8番人気）� 19182（9番人気）
枠連票数 計 226290 的中 （4－7） 13397（5番人気）
馬連票数 計 749987 的中 �� 11330（21番人気）
馬単票数 計 357922 的中 �� 3325（28番人気）
ワイド票数 計 493959 的中 �� 7784（18番人気）�� 8160（15番人気）�� 3385（43番人気）
3連複票数 計1177523 的中 ��� 3699（78番人気）
3連単票数 計1489270 的中 ��� 1097（301番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―11．0―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．9―44．3―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me デビュー 2017．8．19 小倉1着

2015．4．1生 牝3栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 6戦2勝 賞金 20，341，000円
〔制裁〕 ウィズ号の騎手吉田隼人は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コントラスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月4日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



05095 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第11競走 ��1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走15時25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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

712 ダンツペンダント 牝5黒鹿55 岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 506－ 41：47．4 14．1�
610 エ マ ノ ン 牝5黒鹿55 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492－10 〃 アタマ 9．1�
69 エッジースタイル 牝5栗 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．5� 4．0�
46 ブライトムーン 牝4黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 2 〃 クビ 6．1�
34 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 丸山 元気栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 434－ 41：47．6クビ 41．0	
22 � レッドベリンダ 牝6鹿 55 木幡 初也 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B460－ 8 〃 クビ 14．4

45 ヤマニンエルフィン 牝7鹿 55 田中 健土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 504± 01：47．7� 9．7�
58 アルマレイモミ 牝5鹿 55 柴山 雄一コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450± 0 〃 クビ 17．3�
57 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 428± 01：47．8クビ 15．6
711 トウカイシェーン 牝5栗 55 太宰 啓介内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 458＋ 21：47．9� 35．1�
814 マ ユ キ 牝7栗 55 山口 勲稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 494＋ 81：48．0� 128．0�

（佐賀）

813 リングオブハピネス 牝5栗 55 松若 風馬五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：48．21	 56．3�
11 タンタグローリア 牝4鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 386－ 8 〃 ハナ 3．5�
33 ジ ェ イ ラ ー 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：48．62� 151．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，184，800円 複勝： 62，939，800円 枠連： 44，221，100円
馬連： 172，088，300円 馬単： 75，026，500円 ワイド： 87，080，100円
3連複： 275，460，000円 3連単： 397，202，200円 計： 1，159，202，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 420円 � 280円 � 180円 枠 連（6－7） 1，580円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 14，610円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，140円 �� 720円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 83，780円

票 数

単勝票数 計 451848 的中 � 25540（6番人気）
複勝票数 計 629398 的中 � 33228（9番人気）� 55810（4番人気）� 112104（2番人気）
枠連票数 計 442211 的中 （6－7） 21615（7番人気）
馬連票数 計1720883 的中 �� 18097（27番人気）
馬単票数 計 750265 的中 �� 3849（55番人気）
ワイド票数 計 870801 的中 �� 11012（27番人気）�� 19525（15番人気）�� 32170（6番人気）
3連複票数 計2754600 的中 ��� 20614（41番人気）
3連単票数 計3972022 的中 ��� 3437（290番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．2―47．9―59．7―1：11．6―1：23．5―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツペンダント �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．2．27 阪神1着

2013．3．22生 牝5黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 12戦4勝 賞金 39，808，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05096 3月4日 晴 良 （30小倉1）第8日 第12競走 ��
��1，200�

や つ し ろ

八 代 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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

811 タイセイブレーク �4栗 57 丸山 元気田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 498－ 21：08．2 2．8�
810	 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 506＋ 41：08．51
 2．2�

22 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 416－ 21：08．71� 14．1�
44 ウイングアクティブ 牡6鹿 57 吉田 隼人池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 B468－ 4 〃 アタマ 16．7�
66 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 444－ 4 〃 アタマ 28．8�
55 ス ワ ニ ル ダ 牝5芦 55 岩崎 翼服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 442－161：08．91� 47．4	
78 ウインストラグル 牡4黒鹿57 山口 勲�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 482－ 2 〃 クビ 36．3


（佐賀）

67 オトコギマサムネ �7鹿 57 荻野 琢真塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B492－ 61：09．0� 34．7�
79 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 西田雄一郎�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 434－ 41：09．1クビ 140．2
33 プラチナコード 牡6芦 57 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 B506－ 41：09．2
 7．7�
11 パッションチカ 牝4鹿 55 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 452± 01：09．73 14．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，850，900円 複勝： 39，121，000円 枠連： 28，105，500円
馬連： 78，864，300円 馬単： 46，445，600円 ワイド： 47，602，000円
3連複： 112，187，200円 3連単： 213，683，100円 計： 603，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（8－8） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 150円 �� 510円 �� 350円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 378509 的中 � 106734（2番人気）
複勝票数 計 391210 的中 � 101614（2番人気）� 113754（1番人気）� 28931（4番人気）
枠連票数 計 281055 的中 （8－8） 84771（1番人気）
馬連票数 計 788643 的中 �� 234693（1番人気）
馬単票数 計 464456 的中 �� 61220（2番人気）
ワイド票数 計 476020 的中 �� 109198（1番人気）�� 18663（6番人気）�� 29756（3番人気）
3連複票数 計1121872 的中 ��� 103879（2番人気）
3連単票数 計2136831 的中 ��� 55107（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．9―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．5―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイブレーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．25 阪神1着

2014．3．23生 �4栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 15戦2勝 賞金 42，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目



（30小倉1）第8日 3月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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
2，590，000円
14，820，000円
1，700，000円
18，910，000円
69，394，500円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
315，148，700円
429，607，300円
198，448，400円
683，360，300円
341，525，900円
455，028，400円
1，028，430，700円
1，417，433，600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 4，868，983，300円

総入場人員 12，885名 （有料入場人員 11，728名）



平成30年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，482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

1，500，790，000円
29，810，000円
127，910，000円
13，430，000円
167，300，000円
591，530，000円
38，752，000円
14，227，200円

勝馬投票券売得金
2，805，383，800円
4，157，475，600円
1，630，894，900円
6，125，755，900円
2，885，949，800円
4，110，745，800円
9，235，906，500円
12，110，598，500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 43，062，710，800円

総入場延人員 78，634名 （有料入場延人員 71，440名）
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