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05001 2月9日 小雨 稍重 （31小倉1）第1日 第1競走 ��
��1，000�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
56．9
56．9

重
重

711� ユ ニ キ ャ ラ 牝3鹿 54 松若 風馬岡 浩二氏 中竹 和也 米 Claiborne
Farm 478－ 4 59．7 6．3�

11 メイショウメイリン 牡3黒鹿 56
53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 454－ 41：00．01� 3．2�

45 ロイヤルヨット 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 61：00．53 15．4�
22 モズベイビー 牡3青鹿56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 B502± 0 〃 アタマ 2．8�
57 ミエルミエーレ 牝3鹿 54 小崎 綾也�KTレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446－161：01．03 98．0�
58 � ブライトンテソーロ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox

Stud Limited 474± 01：01．21	 3．6	
34 カシノヴィオレ 牝3栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 450＋121：01．51
 63．9

69 ピュアサクヤヒメ 牝3鹿 54 �島 克駿鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：01．6� 50．7�
813 スカートフワリ 牝3黒鹿54 �島 良太 �アフロin El Paso 岡田 稲男 熊本 ストームファーム

コーポレーション 410－ 41：01．92 95．3�
610 リネンリボン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 正則 新冠 芳住 鉄兵 448－ 21：02．0アタマ 36．1
33 ユウキティアラー 牝3青鹿54 国分 優作雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 390 ―1：02．21	 132．3�
46 ノンノンナイン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 的場牧場 404± 01：03．26 258．0�
712 カシノグルー 牡3黒鹿56 嶋田 純次柏木 務氏 加藤 和宏 熊本 ストームファーム

コーポレーション 462＋ 81：05．6大差 257．2�
（13頭）

814 スピリットクォーツ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 津島 優治 418± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，901，800円 複勝： 27，350，600円 枠連： 7，587，900円
馬連： 35，472，200円 馬単： 18，794，300円 ワイド： 26，032，900円
3連複： 49，003，600円 3連単： 66，618，200円 計： 250，761，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 150円 � 380円 枠 連（1－7） 1，110円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，480円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 24，800円

票 数

単勝票数 差引計 199018（返還計 14430） 的中 � 25203（4番人気）
複勝票数 差引計 273506（返還計 22092） 的中 � 38967（4番人気）� 56458（3番人気）� 14335（5番人気）
枠連票数 差引計 75879（返還計 234） 的中 （1－7） 5289（4番人気）
馬連票数 差引計 354722（返還計 68799） 的中 �� 30121（5番人気）
馬単票数 差引計 187943（返還計 35759） 的中 �� 6508（11番人気）
ワイド票数 差引計 260329（返還計 50747） 的中 �� 19562（5番人気）�� 4222（12番人気）�� 7065（9番人気）
3連複票数 差引計 490036（返還計176154） 的中 ��� 7968（12番人気）
3連単票数 差引計 666182（返還計240052） 的中 ��� 1947（61番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．8―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．5―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F37．0
3 2，10，11－1（5，8，9）－（4，13）3，7－12－6 4 2，11（10，1）5（8，9）－（4，13）－7，3＝6，12

勝馬の
紹 介

�ユ ニ キ ャ ラ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Phone Trick デビュー 2018．10．27 京都7着

2016．5．19生 牝3鹿 母 Joke 母母 Tour 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔競走除外〕 スピリットクォーツ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノグルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シャンテ号・ラブミーサアヤ号・ランネシアーナ号

05002 2月9日 曇 稍重 （31小倉1）第1日 第2競走 ��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 モ サ 牡3鹿 56 武 豊岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 490－ 21：47．9 1．6�

811 タ イ サ イ 牡3栗 56 中井 裕二�KTレーシング 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋241：48．32� 53．0�

78 ユイノムサシ 牡3芦 56 丸山 元気由井健太郎氏 萩原 清 新ひだか 山口 忠彦 464± 01：48．61� 35．3�
66 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 松若 風馬森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 454＋ 41：49．02� 17．1�
67 ビップサタン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋161：49．1クビ 25．4�
55 トモジャマサムネ 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 シンボリ牧場 516 ―1：49．41� 7．7	
11 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 472－ 41：49．93 5．7

44 モーニングコン 牡3栗 56 西田雄一郎今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 438＋ 41：50．0クビ 34．1�
79 ブルベアテラコッタ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 池田牧場 548－101：51．59 166．1�
22 カシノラウト 牡3鹿 56 黛 弘人柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 492＋121：53．110 59．9
810 グランエスタード 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子星野 祐介氏 根本 康広 日高 前野牧場 B432± 01：54．16 6．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，083，200円 複勝： 41，202，500円 枠連： 7，314，200円
馬連： 36，393，900円 馬単： 24，666，200円 ワイド： 32，692，300円
3連複： 57，739，900円 3連単： 95，297，500円 計： 321，389，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 960円 � 620円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 970円 �� 11，380円

3 連 複 ��� 33，410円 3 連 単 ��� 105，800円

票 数

単勝票数 計 260832 的中 � 124845（1番人気）
複勝票数 計 412025 的中 � 177695（1番人気）� 6581（9番人気）� 10560（8番人気）
枠連票数 計 73142 的中 （3－8） 11132（2番人気）
馬連票数 計 363939 的中 �� 5454（15番人気）
馬単票数 計 246662 的中 �� 2761（20番人気）
ワイド票数 計 326923 的中 �� 4319（21番人気）�� 8998（10番人気）�� 715（47番人気）
3連複票数 計 577399 的中 ��� 1296（68番人気）
3連単票数 計 952975 的中 ��� 653（242番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．8―44．1―56．7―1：09．0―1：21．5―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．9
1
3
・（7，11）8（3，5）10（1，4）（2，9）6・（7，11，8）3（5，10）（1，6）9，4－2

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

勝馬の
紹 介

モ サ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．6．24 阪神7着

2016．5．23生 牡3鹿 母 バリーバーン 母母 シルバージョイ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノラウト号・グランエスタード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月

9日まで平地競走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第１日



05003 2月9日 曇 稍重 （31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

816 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 56 武 豊金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 466＋ 61：09．7 4．4�
12 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 436－101：10．23 7．9�
817 クールジェンヌ 牝3芦 54 松若 風馬田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 434± 01：10．3� 28．9�
35 マイネルカゲツ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 4 〃 クビ 12．3�

36 パ ド カ ト ル 牡3鹿 56 小崎 綾也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 454＋ 21：10．4� 8．0�
510 コハルビヨリ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：10．61� 4．1	
23 ダイリュウボーラー 牡3青鹿56 藤岡 康太大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 422－ 41：10．81� 18．2

47 ケアレスラヴ 牝3栗 54 秋山真一郎泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 392± 01：10．9クビ 129．5�
611 ジョーカリン 牝3黒鹿54 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 400－ 41：11．0� 6．5�
24 オイシイナア 牝3鹿 54 菱田 裕二小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 454± 0 〃 アタマ 58．8
713 ランスフォード 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 140．1�
48 ステップシー 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 448＋16 〃 ハナ 61．6�
715 クイーンハーツ 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 402－ 4 〃 クビ 9．8�
11 ホットスタンプ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B450－ 41：11．21 76．8�
59 フゼアノート 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 30．7�
818 スカイポート 牝3鹿 54 黛 弘人�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 426＋ 81：11．51� 291．5�
612 フェアリースキップ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 414＋ 41：11．6クビ 252．0�

714 イ ノ セ ン ト 牡3栗 56 吉田 隼人石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 酒井牧場 452＋101：12．55 137．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，551，400円 複勝： 46，457，200円 枠連： 14，434，400円
馬連： 54，506，800円 馬単： 25，489，100円 ワイド： 47，935，900円
3連複： 96，487，800円 3連単： 101，545，400円 計： 412，408，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 310円 � 680円 枠 連（1－8） 1，770円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，370円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 21，500円 3 連 単 ��� 80，100円

票 数

単勝票数 計 255514 的中 � 45964（2番人気）
複勝票数 計 464572 的中 � 76653（2番人気）� 37541（5番人気）� 14790（9番人気）
枠連票数 計 144344 的中 （1－8） 6286（10番人気）
馬連票数 計 545068 的中 �� 19015（6番人気）
馬単票数 計 254891 的中 �� 4979（11番人気）
ワイド票数 計 479359 的中 �� 13104（10番人気）�� 5141（28番人気）�� 3206（34番人気）
3連複票数 計 964878 的中 ��� 3365（64番人気）
3連単票数 計1015454 的中 ��� 919（262番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイトフォーラヴ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．11．24 京都5着

2016．4．1生 牡3鹿 母 リトルラブソング 母母 ダブルシンホニー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジョーカリン号の騎手�島良太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・8番・6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインカーマイン号・デュエットソング号
（非抽選馬） 2頭 アクティーボミノル号・リライト号

05004 2月9日 曇 稍重 （31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
1：43．9

良
良

710 ギ ル マ 牡3鹿 56 武 豊杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 482－161：52．6 1．7�
33 ルッチョーラ 牡3青 56 �島 良太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 474－ 61：52．7� 4．8�
68 ヘヴンズコーヴ 牡3青鹿56 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 81：52．8� 20．8�
44 シックザール 牡3栗 56 柴山 雄一前田 幸治氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 480－ 61：53．22� 9．3�
69 アラタマピサ 牡3青鹿56 吉田 隼人荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 462－ 21：53．41� 46．4�
56 スターオブバラード 牡3黒鹿56 吉田 順治光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 444－ 21：53．5� 19．2	

（佐賀）

57 ナ ム ラ モ ア 牝3鹿 54 中井 裕二奈村 睦弘氏 浜田多実雄 新冠 武田 寛治 468± 01：53．6� 38．5

711 ゴーアブロード 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 498± 0 〃 クビ 269．7�
11 アイアンミリオン 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか 原口牧場 428－ 41：53．7� 41．4�
812 トモジャチャーリー 牡3鹿 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 500－ 2 〃 ハナ 5．5
813 コスモブッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 428＋241：54．55 88．7�
22 ヒラリークイン 牝3黒鹿54 菱田 裕二高橋 文男氏 尾形 和幸 洞	湖 レイクヴィラファーム 450＋ 61：54．71� 275．4�
45 ク ワ ヒ カ リ 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 458＋ 81：55．55 118．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，025，900円 複勝： 62，433，800円 枠連： 9，853，200円
馬連： 42，336，400円 馬単： 29，517，300円 ワイド： 40，190，300円
3連複： 71，768，900円 3連単： 117，712，800円 計： 404，838，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 310円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 220円 �� 570円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 310259 的中 � 139048（1番人気）
複勝票数 計 624338 的中 � 325278（1番人気）� 67978（3番人気）� 23243（6番人気）
枠連票数 計 98532 的中 （3－7） 15656（2番人気）
馬連票数 計 423364 的中 �� 61589（2番人気）
馬単票数 計 295173 的中 �� 31220（2番人気）
ワイド票数 計 401903 的中 �� 54907（1番人気）�� 16811（6番人気）�� 7472（15番人気）
3連複票数 計 717689 的中 ��� 18198（8番人気）
3連単票数 計1177128 的中 ��� 13202（13番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．7―13．6―13．0―12．7―11．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．3―51．9―1：04．9―1：17．6―1：29．5―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
4，8（3，10）（7，12）9，13（5，6，11）（2，1）
4（8，10）3（7，9，12）（5，11，1，13）（2，6）

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

勝馬の
紹 介

ギ ル マ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 小倉2着

2016．4．17生 牡3鹿 母 レストレスハート 母母 スルーミーナウ 7戦1勝 賞金 14，900，000円
〔制裁〕 ナムラモア号の騎手中井裕二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



05005 2月9日 小雨 稍重 （31小倉1）第1日 第5競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時10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

77 オ ル ノ ス 牝6芦 55
52 ▲西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 464＋ 81：46．8 5．3�

89 メイショウササユリ 牝5黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 508－ 21：47．22� 1．7�

44 ピンキージョーンズ 牝5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 454＋ 21：47．41� 6．2�
11 ガトーブリランテ 牝4栗 54

53 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 460－121：48．35 25．3�
66 アドマイヤローザ 牝5芦 55 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 13．8�
810 クロフネプリンセス 牝4栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 422－ 41：48．4クビ 83．4	

33 ブルベアクワイ 牝4鹿 54 丸田 恭介 
ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448－141：48．61 24．1�
78 サイレントアスカ 牝5鹿 55 小崎 綾也髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 同着 70．8�
55 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 486－ 21：48．81� 9．1
22 ラ ン リ ー ナ 牝4芦 54

53 ☆藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 472－121：48．9クビ 34．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，002，400円 複勝： 36，491，000円 枠連： 7，799，200円
馬連： 42，333，200円 馬単： 25，939，200円 ワイド： 36，086，800円
3連複： 64，872，600円 3連単： 111，647，600円 計： 351，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 220円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 260024 的中 � 38627（2番人気）
複勝票数 計 364910 的中 � 55848（3番人気）� 127142（1番人気）� 58444（2番人気）
枠連票数 計 77992 的中 （7－8） 17084（1番人気）
馬連票数 計 423332 的中 �� 75765（1番人気）
馬単票数 計 259392 的中 �� 15940（4番人気）
ワイド票数 計 360868 的中 �� 49482（1番人気）�� 21997（4番人気）�� 43489（2番人気）
3連複票数 計 648726 的中 ��� 67350（2番人気）
3連単票数 計1116476 的中 ��� 17648（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．5―45．0―57．9―1：10．5―1：22．8―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ノ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 With Approval デビュー 2015．10．24 京都5着

2013．4．4生 牝6芦 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 24戦3勝 賞金 32，900，000円
〔制裁〕 クロフネプリンセス号の騎手義英真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

05006 2月9日 小雨 稍重 （31小倉1）第1日 第6競走 ��
��1，000�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，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 デザートストーム 牡5黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 2 59．0 9．8�

813 ガ ウ ル 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 486＋ 2 59．21� 18．3�
58 トーホウレジーナ 牝5栗 55 松若 風馬東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 468＋14 59．41 5．1�
34 	 スリーチャーム 牝5鹿 55 菱田 裕二永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡田牧場 476－ 2 〃 アタマ 28．9�
712 タマモシンプロン 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 534＋ 6 〃 ハナ 2．9�
57 ヘ ー ザ 牝4栗 55

54 ☆坂井 瑠星岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B430－ 6 〃 クビ 6．1	
33 
 ジャスパーエイト 牡4栗 57 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

486－ 2 59．61� 3．4

69 スリーチェイサー 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478＋12 59．81� 27．3�
46 マ ッ セ ル 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464± 0 59．9� 112．9�

45 	 シュバルツブリッツ 4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 井高牧場 412－ 41：00．32� 205．2

610 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 荻野 琢真�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 442－ 41：00．4クビ 412．9�
711	 アーツレイジング 牝4黒鹿55 小崎 綾也三浦 勝仁氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 470－ 4 〃 クビ 101．3�
22 カワキタロマン 牡4黒鹿57 嶋田 純次川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 B474＋ 61：01．14 100．1�
814 ニコルハイウェイ 牡4鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 鹿児島 服部 文明 468－ 21：01．42 236．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，789，300円 複勝： 45，003，300円 枠連： 13，503，900円
馬連： 61，734，700円 馬単： 32，489，900円 ワイド： 45，492，300円
3連複： 90，532，000円 3連単： 124，650，700円 計： 451，196，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 510円 � 190円 枠 連（1－8） 6，670円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 17，190円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 710円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 13，930円 3 連 単 ��� 109，670円

票 数

単勝票数 計 377893 的中 � 30698（5番人気）
複勝票数 計 450033 的中 � 43287（5番人気）� 19526（6番人気）� 71376（4番人気）
枠連票数 計 135039 的中 （1－8） 1568（18番人気）
馬連票数 計 617347 的中 �� 5411（23番人気）
馬単票数 計 324899 的中 �� 1417（46番人気）
ワイド票数 計 454923 的中 �� 4934（23番人気）�� 17217（9番人気）�� 7642（15番人気）
3連複票数 計 905320 的中 ��� 4871（42番人気）
3連単票数 計1246507 的中 ��� 824（296番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．4―46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．2
3 ・（6，8）11（7，13）12，9，4（2，5，10）3－1，14 4 ・（6，8）（7，11，13）12（4，9）（5，10）（2，3）1－14

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡5黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 19戦3勝 賞金 42，683，000円



05007 2月9日 小雨 稍重 （31小倉1）第1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）

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

24 � チタンクレバー 牝6青鹿55 荻野 極鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 452＋141：09．0 70．9�
59 キャスパリーグ 牝5鹿 55 柴山 雄一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 444－ 21：09．31� 7．7�
612 タガノカレン 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 61：09．4� 284．0�

713 ドロウアカード 牝5栗 55 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋10 〃 クビ 2．4�

714 プリティマックス 牝5栗 55
54 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442－ 81：09．5� 21．7�

23 ゴールドケープ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 クビ 31．0	
12 リリカルドリーム 牝4黒鹿55 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 432－ 41：09．6クビ 6．3

47 メイショウサンアイ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482＋101：09．7� 18．7�
35 セイウンミツコ 牝4黒鹿55 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 444± 0 〃 クビ 22．1�
816 コンセッションズ 牝4栗 55 	島 克駿ニッシンレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 434＋ 81：09．8クビ 23．7
611 シエルブラン 牝5栗 55 岩崎 翼金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 21．9�
11 � プリンシアブラスカ 牝4栗 55

54 ☆藤田菜七子芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 北俣 牧夫 434± 0 〃 アタマ 19．0�
510 ペプチドリリー 牝5黒鹿55 竹之下智昭沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 446＋ 61：09．9� 127．0�
36 � マンボスカイ 牝5黒鹿 55

52 ▲西村 淳也吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500－ 61：10．0� 6．5�
715 ピースフルウィーク 牝4栗 55 菱田 裕二小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 408＋ 81：10．42� 374．6�
48 ゴールデンテソーロ 牝4栗 55

54 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 468＋ 81：10．5� 20．2�
818� マ エ ガ ミ 牝4黒鹿55 嶋田 純次副島 義久氏 石毛 善彦 浦河 木戸口牧場 422－161：10．6� 327．5�
817� キャンディソング 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 440－281：11．13 101．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，134，000円 複勝： 63，624，400円 枠連： 19，570，000円
馬連： 74，228，500円 馬単： 35，438，000円 ワイド： 64，444，200円
3連複： 122，452，600円 3連単： 140，344，500円 計： 557，236，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，090円 複 勝 � 1，360円 � 230円 � 5，640円 枠 連（2－5） 6，240円

馬 連 �� 17，710円 馬 単 �� 58，150円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 81，520円 �� 22，030円

3 連 複 ��� 759，000円 3 連 単 ��� 5，355，250円

票 数

単勝票数 計 371340 的中 � 4187（13番人気）
複勝票数 計 636244 的中 � 11028（13番人気）� 91965（2番人気）� 2545（16番人気）
枠連票数 計 195700 的中 （2－5） 2428（23番人気）
馬連票数 計 742285 的中 �� 3248（49番人気）
馬単票数 計 354380 的中 �� 457（131番人気）
ワイド票数 計 644442 的中 �� 3488（46番人気）�� 203（137番人気）�� 753（97番人気）
3連複票数 計1224526 的中 ��� 121（534番人気）
3連単票数 計1403445 的中 ��� 19（3205番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．0―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．3―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チタンクレバー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ゼンノエルシド

2013．4．6生 牝6青鹿 母 ウインプラチナム 母母 ダイヤモンドビコー 15戦1勝 賞金 19，570，000円
初出走 JRA

05008 2月9日 小雨 稍重 （31小倉1）第1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

713 ワイプティアーズ 牡4栗 56
55 ☆藤田菜七子吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 512－ 21：48．2 28．3�

59 マイネルズイーガー 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 516－181：48．41� 20．6�

11 マイネルザウバア 牡5栗 57
56 ☆坂井 瑠星 �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 460－ 41：48．61� 8．6�
12 タガノスカイハイ 牡4鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 41：48．7� 3．9�
24 ウインオルビット 牡4鹿 56

55 ☆木幡 初也�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B496－12 〃 ハナ 78．8�
36 � ペ ガ ー ズ 牡5鹿 57

54 ▲服部 寿希 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 496＋ 81：48．8	 126．5	

23 ルックスマート 牡4鹿 56 丸田 恭介平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 470－10 〃 ハナ 18．1

815 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 510－ 41：49．01� 2．6�
35 � シンボリブーケ 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 478－ 41：49．31� 64．6�
816 ジェードグリーン 
5鹿 57

56 ☆横山 武史 キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：49．4	 11．2�
48 � プリンセスアール 牝4栗 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 460＋ 4 〃 クビ 125．6�
714 ミーティアトレイル 牡4芦 56

55 ☆川又 賢治 キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋101：49．5クビ 11．5�
510 ムーンザムーン 牝5鹿 55 藤岡 康太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 476－ 81：49．6	 9．8�
612 アドマイヤカラット 牝4青鹿54 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 414± 01：49．81	 48．9�
611 キョウワベルナルド 牡5鹿 57 中井 裕二協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 466± 01：49．9	 317．0�
47 カフジグローリー 牡5黒鹿57 丸山 元気加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 512－ 21：50．53	 57．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，032，700円 複勝： 61，722，000円 枠連： 23，170，800円
馬連： 70，035，800円 馬単： 30，321，900円 ワイド： 58，898，900円
3連複： 111，599，300円 3連単： 122，816，700円 計： 513，598，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 970円 � 560円 � 340円 枠 連（5－7） 2，200円

馬 連 �� 23，420円 馬 単 �� 41，720円

ワ イ ド �� 6，690円 �� 3，580円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 59，530円 3 連 単 ��� 471，120円

票 数

単勝票数 計 350327 的中 � 9877（9番人気）
複勝票数 計 617220 的中 � 15562（9番人気）� 28555（8番人気）� 51657（5番人気）
枠連票数 計 231708 的中 （5－7） 8156（10番人気）
馬連票数 計 700358 的中 �� 2317（51番人気）
馬単票数 計 303219 的中 �� 545（97番人気）
ワイド票数 計 588989 的中 �� 2244（54番人気）�� 4226（35番人気）�� 7955（21番人気）
3連複票数 計1115993 的中 ��� 1406（146番人気）
3連単票数 計1228167 的中 ��� 189（980番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．3―12．1―12．0―12．1―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．0―48．1―1：00．1―1：12．2―1：24．0―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
7，9（2，4，13）（6，15）（1，14）（8，5，16）3－10，12，11・（7，9）（2，4，13）15（1，14）6（5，16）（8，3）（12，10）11

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

勝馬の
紹 介

ワイプティアーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．3 中京4着

2015．5．10生 牡4栗 母 ナミダガキラリ 母母 Leading Light 9戦2勝 賞金 15，650，000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 アリュマージュ号



05009 2月9日 曇 稍重 （31小倉1）第1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

11 サトノゲイル 牡4青鹿56 武 豊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 464－ 41：47．2 3．3�
55 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466＋ 21：47．3� 2．5�
22 メンターモード 牡5鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B488－ 21：47．4� 10．1�
33 トウシンタイガー �6鹿 57

54 ▲服部 寿希�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 508＋181：48．03� 34．7�
811 シュンクルーズ 牡7黒鹿57 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 41：48．21� 132．2�
66 ミトノブラック 牡4青鹿 56

53 ▲西村 淳也ロイヤルパーク 田所 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－121：48．62� 12．5	
44 レッドヴェルサス 牡6鹿 57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B524± 01：48．81 12．4

810 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 B444－ 6 〃 クビ 140．5�
78 � ソルフェージュ 牡4鹿 56 小崎 綾也ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 432＋ 21：49．01	 51．2�
67 � ビービーシールズ 牡4黒鹿 56

55 ☆藤田菜七子坂東牧場 加用 正 平取 坂東牧場 554－ 61：51．2大差 8．1�
79 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 512－ 61：56．8大差 8．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，918，900円 複勝： 42，042，100円 枠連： 13，552，500円
馬連： 73，814，100円 馬単： 39，530，900円 ワイド： 50，475，700円
3連複： 98，511，700円 3連単： 163，938，900円 計： 519，784，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 470円 �� 370円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 379189 的中 � 90726（2番人気）
複勝票数 計 420421 的中 � 97858（2番人気）� 114292（1番人気）� 43385（3番人気）
枠連票数 計 135525 的中 （1－5） 26123（1番人気）
馬連票数 計 738141 的中 �� 144083（1番人気）
馬単票数 計 395309 的中 �� 37121（2番人気）
ワイド票数 計 504757 的中 �� 82335（1番人気）�� 23873（7番人気）�� 31725（3番人気）
3連複票数 計 985117 的中 ��� 84238（1番人気）
3連単票数 計1639389 的中 ��� 36820（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．1―43．1―56．0―1：08．7―1：21．5―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3
・（6，7）（1，2，8）－（4，5，9）10－11，3・（6，7，2）（1，5）－（4，10）9（11，8）3

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

勝馬の
紹 介

サトノゲイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．11 京都6着

2015．5．4生 牡4青鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 9戦2勝 賞金 16，000，000円
〔その他〕 アリスカン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※シュンクルーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05010 2月9日 曇 稍重 （31小倉1）第1日 第10競走 ��
��2，000�あ す な ろ 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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

78 ハバナウインド 牡3青鹿56 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 464＋ 22：02．9 7．8�
33 カセドラルベル 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504－16 〃 アタマ 2．3�
89 ウレキサイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：03．43 14．8�
11 アドマイヤリーブラ 牡3栗 56 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 22：03．5� 29．2�
810	 スターオブジーン 牡3鹿 56 吉田 順治光安 了氏 真島 元徳 日高 広富牧場 376－ 42：03．92
 160．0�

（佐賀） （佐賀）

44 ト ゥ ア レ グ 牡3鹿 56 丸山 元気諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋182：04．32
 23．0	
55 ヘ リ オ ス 牡3黒鹿56 吉田 隼人
KTレーシング 友道 康夫 浦河 桑田牧場 B462－ 42：04．72
 16．6�
22 アスクフラッシュ 牡3黒鹿56 武 豊廣崎利洋HD
 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 506－ 4 〃 クビ 3．1�
66 カフジジュピター 牡3鹿 56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 446－122：05．33
 6．0
77 	 オールアウト 牡3栗 56 山口 勲酒井 孝敏氏 東 眞市 新ひだか 前川 隆則 474－ 62：05．62 237．6�

（佐賀） （佐賀）

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，242，300円 複勝： 55，167，900円 枠連： 13，208，500円
馬連： 91，431，600円 馬単： 48，489，100円 ワイド： 60，691，200円
3連複： 121，527，700円 3連単： 222，012，800円 計： 666，771，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 120円 � 250円 枠 連（3－7） 1，130円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，190円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 20，690円

票 数

単勝票数 計 542423 的中 � 54936（4番人気）
複勝票数 計 551679 的中 � 68948（3番人気）� 157979（1番人気）� 43128（5番人気）
枠連票数 計 132085 的中 （3－7） 8990（4番人気）
馬連票数 計 914316 的中 �� 63180（4番人気）
馬単票数 計 484891 的中 �� 13120（9番人気）
ワイド票数 計 606912 的中 �� 42376（3番人気）�� 12269（17番人気）�� 23533（8番人気）
3連複票数 計1215277 的中 ��� 24528（13番人気）
3連単票数 計2220128 的中 ��� 7777（74番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．8―13．2―13．1―13．1―12．9―12．4―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．8―34．6―47．8―1：00．9―1：14．0―1：26．9―1：39．3―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．0
1
3
6－5－2－（4，9）－（1，8）3－（7，10）・（6，5）2（4，9）（1，3）－（8，10）7

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

勝馬の
紹 介

ハバナウインド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．14 新潟1着

2016．1．24生 牡3青鹿 母 グァンタナメラ 母母 スカイアライアンス 3戦2勝 賞金 18，210，000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。



05011 2月9日 曇 稍重 （31小倉1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

だ ん の う ら

壇 之 浦 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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

611 バイオレントブロー 牡4黒鹿56 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 484± 02：01．1 47．4�
47 アンネリース 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 22：01．31� 15．1�
59 エーティーサンダー 牡6青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 522－ 6 〃 ハナ 3．0�
48 アドマイヤメテオ 	8青鹿57 吉田 隼人近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：01．51
 79．6�
817 マルーンエンブレム 牝4栗 54 藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 382± 02：01．6クビ 6．1	
35 レオコックブルー 牝4黒鹿54 武 豊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 434－ 6 〃 ハナ 4．6

510 バイオスパーク 牡4黒鹿56 丸山 元気宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 484＋282：01．7
 18．5�
715 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 416－ 4 〃 ハナ 134．8�
12 ジェネラルゴジップ 牡7青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 クビ 27．0
612 ミヤジユウダイ 牡5鹿 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 538－ 62：01．91 20．1�
24 ドリームソルジャー 牡5栗 57 菱田 裕二 �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 480＋ 8 〃 クビ 18．6�

23 オスカールビー 牝4鹿 54 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン
ズファーム 488＋ 22：02．0クビ 7．0�

713 ウインミレーユ 牝6黒鹿55 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 470－ 22：02．42
 114．0�
36 ブラックオニキス 牝5青鹿55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 426－ 42：02．5
 33．6�
818 ジョーマイク 	6栗 57 �島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 484－ 22：02．71� 281．8�
816 レッドアルティスタ 	7鹿 57 松田 大作 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：03．33
 70．7�
11 ロードアクシス 牡4黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 468＋ 4 〃 アタマ 45．8�
714 ハ イ ド ラ ン 牝4黒鹿54 荻野 極五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472－ 42：03．61� 53．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 75，876，700円 複勝： 117，944，400円 枠連： 61，105，300円
馬連： 240，985，800円 馬単： 88，216，600円 ワイド： 161，721，000円
3連複： 431，984，200円 3連単： 484，596，000円 計： 1，662，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，740円 複 勝 � 1，030円 � 330円 � 160円 枠 連（4－6） 5，510円

馬 連 �� 36，670円 馬 単 �� 73，020円

ワ イ ド �� 6，870円 �� 2，830円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 34，440円 3 連 単 ��� 403，830円

票 数

単勝票数 計 758767 的中 � 12792（12番人気）
複勝票数 計1179444 的中 � 22933（13番人気）� 86580（5番人気）� 250343（1番人気）
枠連票数 計 611053 的中 （4－6） 8589（24番人気）
馬連票数 計2409858 的中 �� 5093（75番人気）
馬単票数 計 882166 的中 �� 906（156番人気）
ワイド票数 計1617210 的中 �� 5913（70番人気）�� 14582（31番人気）�� 39723（8番人気）
3連複票数 計4319842 的中 ��� 9405（108番人気）
3連単票数 計4845960 的中 ��� 870（1039番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．8―12．7―12．8―12．3―11．9―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―34．5―47．3―1：00．0―1：12．8―1：25．1―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオレントブロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．3 阪神2着

2015．4．15生 牡4黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 12戦3勝 賞金 43，093，000円
〔制裁〕 バイオスパーク号の騎手丸山元気は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000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） 3頭 トーホウアルテミス号・ホットファイヤー号・ミトノグラス号

05012 2月9日 曇 稍重 （31小倉1）第1日 第12競走 ��
��1，200�

が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 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 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 コンパウンダー 牡4黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440± 01：09．5 5．9�

48 � コスモペリドット 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-
vestments Ltd 498± 01：09．6	 9．3�

35 コンピレーション 
5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 ハナ 46．4�
816 レジーナファースト 牝4鹿 55 武 豊ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 462＋ 41：09．91� 2．4�
715� ジ ェ ス ロ 
6鹿 57 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 438± 0 〃 クビ 171．6	
59 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 410－ 61：10．0クビ 89．0

510 プリヴェット 牝4鹿 55 城戸 義政下河�行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478＋ 41：10．1� 14．2�
611� デルマキセキ 牝4鹿 55 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock B464＋141：10．31 30．8
612� マイネルアムニス 牡5芦 57 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 502＋ 21：10．4� 18．1�

714 ビップソルダー 牡5鹿 57 吉田 隼人鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 494－ 4 〃 ハナ 50．6�
817 ポルボローネ 牝7栗 55 松若 風馬小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 446＋ 2 〃 ハナ 87．9�
12 エ ト ナ 牡4鹿 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 500＋101：10．5	 91．1�
23 ショウナンアンビル 牡4栗 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 450＋ 61：10．71	 42．9�
818 イッツマイターン 牡4鹿 57 横山 武史岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514＋201：10．8	 33．2�
36 � セイウンアカマイ 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

452＋ 81：10．9	 37．7�
47 スリーケープマンボ 牡4鹿 57 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 502± 01：11．53	 5．5�
713�� ボスキャットグレイ 牡6芦 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B468＋101：11．71	 27．7�
11 タイセイアピール 牝4黒鹿55 柴山 雄一田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452± 01：13．08 25．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，565，300円 複勝： 82，058，200円 枠連： 42，348，500円
馬連： 135，376，200円 馬単： 58，665，100円 ワイド： 101，431，100円
3連複： 232，965，300円 3連単： 283，243，900円 計： 997，653，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 250円 � 900円 枠 連（2－4） 850円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 900円 �� 4，010円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 31，640円 3 連 単 ��� 137，910円

票 数

単勝票数 計 615653 的中 � 82122（3番人気）
複勝票数 計 820582 的中 � 109867（3番人気）� 93730（4番人気）� 19424（12番人気）
枠連票数 計 423485 的中 （2－4） 38563（2番人気）
馬連票数 計1353762 的中 �� 42567（7番人気）
馬単票数 計 586651 的中 �� 9359（13番人気）
ワイド票数 計1014311 的中 �� 30341（6番人気）�� 6380（44番人気）�� 4952（56番人気）
3連複票数 計2329653 的中 ��� 5521（95番人気）
3連単票数 計2832439 的中 ��� 1489（389番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンパウンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Manduro デビュー 2017．10．21 京都2着

2015．3．1生 牡4黒鹿 母 アポセカリー 母母 Sister Maria 10戦2勝 賞金 22，109，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 スリーケープマンボ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイアピール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月9日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スリーケープマンボ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月9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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クーファディーヴァ号・シュンクルーズ号・ドゥモワゼル号



（31小倉1）第1日 2月9日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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
5，180，000円
16，290，000円
1，740，000円
19，560，000円
69，195，500円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
468，123，900円
681，497，400円
233，448，400円
958，649，200円
457，557，600円
726，092，600円
1，549，445，600円
2，034，425，000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 7，109，239，700円

総入場人員 8，602名 （有料入場人員 7，750名）
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