
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

05013 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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

22 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝3栗 54 北村 友一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478± 01：49．1 1．9�

55 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 5．9�
810 ショウサンシルエラ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 462± 0 〃 クビ 7．1�
44 ジューンハルジオン 牝3黒鹿54 国分 優作吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 444± 01：49．95 52．2�
33 スイートミーティア 牝3鹿 54 藤岡 康太伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 446－ 21：50．11� 3．6�
77 ラ ヴ ィ テ ス 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新ひだか 土居牧場 430± 01：50．31 33．4	
66 ロ ズ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �ローレルレーシング 坂口 正則 新ひだか 田中 春美 B426－121：50．72� 33．3

11 アルムポノポノ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430－ 81：51．01� 190．8�

78 ハ ハ ハ 牝3黒鹿54 秋山真一郎小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 412 ―1：51．42� 22．0�
89 キタノハピネス 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 432－ 21：51．82� 78．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，659，200円 複勝： 46，700，300円 枠連： 6，427，600円
馬連： 33，149，200円 馬単： 23，267，900円 ワイド： 26，626，900円
3連複： 52，355，800円 3連単： 97，485，000円 計： 307，671，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 180円 枠 連（2－5） 800円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 300円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，050円

票 数

単勝票数 計 216592 的中 � 90657（1番人気）
複勝票数 計 467003 的中 � 294613（1番人気）� 34295（3番人気）� 28577（4番人気）
枠連票数 計 64276 的中 （2－5） 6187（3番人気）
馬連票数 計 331492 的中 �� 36694（2番人気）
馬単票数 計 232679 的中 �� 16223（3番人気）
ワイド票数 計 266269 的中 �� 21245（3番人気）�� 23414（2番人気）�� 12195（6番人気）
3連複票数 計 523558 的中 ��� 35500（4番人気）
3連単票数 計 974850 的中 ��� 17419（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―31．3―44．6―57．5―1：10．3―1：23．0―1：35．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ノ ヴ ェ ッ ラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2018．9．29 阪神3着

2016．2．9生 牝3栗 母 ヴ ァ レ ッ タ 母母 Vituisa 4戦1勝 賞金 10，800，000円
※ハハハ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05014 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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

44 シャイニーロック 牡3鹿 56 北村 友一小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 494－ 61：48．3 1．3�

22 キモンボーイ 牡3鹿 56
55 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 498－ 21：48．83 4．2�

55 ヤマタケフリーダム 牡3黒鹿56 丸田 恭介山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 466－ 41：48．9� 38．4�
77 タ ゴ ム 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B496－ 61：49．43 13．4�
33 トーセンアメジスト 牝3青 54

51 ▲西村 淳也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 490＋ 21：51．8大差 12．9�

89 スターオブワンダー 牡3栗 56 黛 弘人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 412＋ 41：52．12 209．0	
11 タマモパスクワ 牡3鹿 56 �島 克駿タマモ
 川村 禎彦 新ひだか 鹿嶋牧場 472＋101：52．95 122．6�
78 テッセラレイナ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗ディアレストクラブ
 山内 研二 浦河 ディアレスト
クラブ 454－141：54．07 37．6�

66 サ イ ゴ ド ン 牡3鹿 56 国分 優作田畑 富子氏 大根田裕之 浦河 笹島 政信 474 ―1：54．31� 21．1
810 カシノグランプリ 牡3栗 56

55 ☆義 英真柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 474＋101：55．89 104．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，068，800円 複勝： 81，108，600円 枠連： 6，887，100円
馬連： 31，641，900円 馬単： 26，142，800円 ワイド： 26，058，100円
3連複： 50，249，900円 3連単： 114，454，700円 計： 356，611，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 270円 枠 連（2－4） 200円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 380円 �� 540円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，620円

票 数

単勝票数 計 200688 的中 � 118673（1番人気）
複勝票数 計 811086 的中 � 657584（1番人気）� 57607（2番人気）� 11574（6番人気）
枠連票数 計 68871 的中 （2－4） 26195（1番人気）
馬連票数 計 316419 的中 �� 133242（1番人気）
馬単票数 計 261428 的中 �� 77734（1番人気）
ワイド票数 計 260581 的中 �� 83010（1番人気）�� 12934（5番人気）�� 8536（9番人気）
3連複票数 計 502499 的中 ��� 49339（3番人気）
3連単票数 計1144547 的中 ��� 51023（4番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．2―13．3―12．9―12．6―13．0―13．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．8―44．1―57．0―1：09．6―1：22．6―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーロック �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．11．10 京都2着

2016．3．15生 牡3鹿 母 ノードラメール 母母 My Brightia 4戦1勝 賞金 10，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テッセラレイナ号・サイゴドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月10日

まで平地競走に出走できない。
カシノグランプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月10日まで平地
競走に出走できない。

※サイゴドン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 小倉競馬 第２日



05015 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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

23 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 472－ 21：10．6 3．9�
48 ルージュオブグレイ 牝3栗 54 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 428－ 4 〃 アタマ 37．8�
612 フィーユブランシェ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 418± 0 〃 ハナ 15．1�
36 クールリアル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 466＋ 61：10．91� 9．0�
59 レッドパラス 牝3芦 54

53 ☆横山 武史 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 10．5�
816 ナムラガンマン 牡3栗 56 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 472－ 61：11．0クビ 13．9	
47 スワローテイルジグ 牝3黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 クビ 67．0

35 パープルヌーン 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 61：11．21� 6．7�
715 ステラバローズ 牝3鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 438 ―1：11．3� 49．4�
714 ヴ ェ ネ レ 牝3鹿 54 菱田 裕二高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 436－ 81：11．4� 181．4
817 ムーンレット 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 468－141：11．5� 78．5�
510 リーチザサミット 牡3青鹿56 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 436－ 21：11．6� 6．3�
12 ブルベアカルネ 牡3黒鹿56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大林ファーム 456－ 41：11．81� 231．8�
24 グラウシュトラール 牡3芦 56 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 462＋101：11．9� 13．4�
713 トワイライトパレス 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 410 ―1：12．0� 78．1�
611 ムスティッカ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 422＋ 81：12．42� 56．8�
11 ミ ス プ ロ ト 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 434－ 61：14．1大差 33．4�
818 ジュディシャス 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋161：14．2クビ 7．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，832，700円 複勝： 39，947，000円 枠連： 20，097，300円
馬連： 56，970，400円 馬単： 25，219，800円 ワイド： 46，515，800円
3連複： 102，466，900円 3連単： 101，481，700円 計： 419，531，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 220円 � 730円 � 390円 枠 連（2－4） 3，960円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 11，510円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，240円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 31，740円 3 連 単 ��� 118，090円

票 数

単勝票数 計 268327 的中 � 54935（1番人気）
複勝票数 計 399470 的中 � 56515（2番人気）� 12387（10番人気）� 25461（8番人気）
枠連票数 計 200973 的中 （2－4） 3931（15番人気）
馬連票数 計 569704 的中 �� 5982（32番人気）
馬単票数 計 252198 的中 �� 1643（50番人気）
ワイド票数 計 465158 的中 �� 4688（35番人気）�� 9945（11番人気）�� 2284（51番人気）
3連複票数 計1024669 的中 ��� 2421（100番人気）
3連単票数 計1014817 的中 ��� 623（410番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．7―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．2
3 ・（1，4）（17，9，10）（12，18）（6，16）5（3，11，8）－（2，7）－14－15－13 4 ・（1，4，9）（17，10）（12，6）8（5，16，18）（3，7）2，11－（14，15）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンタイガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．2 阪神7着

2016．1．19生 牡3鹿 母 チェリーフォレスト 母母 フォレストゾーン 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスプロト号・ジュディシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月10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。
（非当選馬） 1頭 バトルアグレッシブ号
（非抽選馬） 2頭 アスタールビー号・メイショウタイガン号

05016 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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
1：56．9
1：56．1

良
良

11 フィデリオグリーン 牡3鹿 56 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 504± 02：03．2 14．6�
55 ダディーズトリップ 牡3青 56 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 440＋ 6 〃 クビ 3．9�
44 ツクバソヴァール 牡3黒鹿56 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 470－ 82：03．83� 9．9�
710 ト ロ ハ 牝3黒鹿54 北村 友一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 02：03．9� 1．8�
22 シャイニングデイズ 牡3鹿 56 荻野 琢真杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 478± 02：04．32� 35．9�
33 プチティアレ 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史落合 幸弘氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 454－ 22：04．4� 6．8�
812 カルダングリル 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 390＋ 22：04．61� 138．4	
68 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿56 �島 克駿岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 B458－ 22：04．91	 145．8

56 マヤノハルモニア 牝3鹿 54 小崎 綾也田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 422＋18 〃 ハナ 82．5�
811 エクスポーネント 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 木村 秀則 426＋ 4 〃 クビ 74．5�
79 チェスナットバレー 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480－ 82：05．11� 19．8
67 イッツマイウェイ 牡3鹿 56 吉田 隼人�フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 82：06．8大差 30．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，891，600円 複勝： 32，757，700円 枠連： 9，373，600円
馬連： 36，892，100円 馬単： 24，608，300円 ワイド： 32，220，700円
3連複： 58，623，400円 3連単： 89，785，100円 計： 313，152，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 340円 � 170円 � 260円 枠 連（1－5） 2，410円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，240円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 41，540円

票 数

単勝票数 計 288916 的中 � 15772（5番人気）
複勝票数 計 327577 的中 � 21727（5番人気）� 58263（2番人気）� 30586（4番人気）
枠連票数 計 93736 的中 （1－5） 3007（10番人気）
馬連票数 計 368921 的中 �� 11275（9番人気）
馬単票数 計 246083 的中 �� 2633（21番人気）
ワイド票数 計 322207 的中 �� 10558（8番人気）�� 6378（14番人気）�� 16168（5番人気）
3連複票数 計 586234 的中 ��� 9394（15番人気）
3連単票数 計 897851 的中 ��� 1567（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．6―49．5―1：01．9―1：13．8―1：25．9―1：37．9―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．3
1
3
1－8（4，9）5（3，10）6（2，7，11）－12
1＝5－（8，9）10，4（3，11）6（2，7）12

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

勝馬の
紹 介

フィデリオグリーン �
�
父 ザサンデーフサイチ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．23 中山3着

2016．5．18生 牡3鹿 母 ミサノグリーン 母母 ボストングリーン 5戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 プチティアレ号の騎手横山武史は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・8番）



05017 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 カ レ ン モ エ 牝3芦 54 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460 ―1：10．7 2．2�
510 メイショウウチデ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 470 ―1：11．02 4．4�
24 マイマーベラスワン 牝3栗 54 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 406 ― 〃 ハナ 12．0�
12 ミニオンペール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新冠 サンローゼン 458 ―1：11．1クビ 20．8�
23 ショウサンワンラヤ 牝3黒鹿54 中谷 雄太鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 416 ―1：11．31� 46．7�
817 リブパッション 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 450 ―1：11．61� 16．0	
611 ヤースミーン 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 北俣 牧夫 416 ― 〃 クビ 121．9

612 ガビーズドリーム 牡3鹿 56 嶋田 純次長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 470 ―1：11．7クビ 136．1�
818 レーヴプランセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 今 牧場 410 ―1：11．8� 115．8�
36 ハートリンク 牝3栗 54 西田雄一郎西村新一郎氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 464 ― 〃 アタマ 172．8
47 アレジェンス 牡3鹿 56 荻野 極杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 458 ― 〃 クビ 25．0�
48 ラストシーン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 460 ―1：12．01� 18．7�
816 ブーケアルメリア 牝3黒鹿54 松田 大作田中 純一氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 438 ―1：12．21� 71．7�
35 アンブシュール 牝3栗 54

53 ☆義 英真岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 410 ―1：12．41 118．0�
715 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 柴山 雄一�まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 426 ― 〃 アタマ 108．6�
714 ワンダーボーイ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：12．5� 180．0�
11 マイタイムオブデイ 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450 ―1：13．56 5．7�
713 ラ ビ リ ン ス 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子佐々木雄二氏 松元 茂樹 新ひだか 酒井 秀紀 438 ―1：13．81� 32．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，616，000円 複勝： 29，157，000円 枠連： 15，644，000円
馬連： 34，351，700円 馬単： 18，974，400円 ワイド： 30，361，400円
3連複： 56，188，800円 3連単： 66，998，200円 計： 279，291，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（5－5） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 250円 �� 450円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 276160 的中 � 98252（1番人気）
複勝票数 計 291570 的中 � 59506（2番人気）� 70307（1番人気）� 27964（4番人気）
枠連票数 計 156440 的中 （5－5） 20125（2番人気）
馬連票数 計 343517 的中 �� 46067（1番人気）
馬単票数 計 189744 的中 �� 15559（1番人気）
ワイド票数 計 303614 的中 �� 35695（1番人気）�� 16274（3番人気）�� 12170（4番人気）
3連複票数 計 561888 的中 ��� 30253（1番人気）
3連単票数 計 669982 的中 ��� 11845（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 10（9，18）－（5，15）2，17（4，14）3，11（6，8，12）（7，16）13－1 4 10，9－（2，5，18）15（4，17）3，11（6，14）12，8（7，16）－13－1

勝馬の
紹 介

カ レ ン モ エ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．2．3生 牝3芦 母 カレンチャン 母母 スプリングチケット 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エイシントドロキ号・エンジェルハート号・クリノベイクイーン号・サイゴドン号・ショウナンダニエル号・

ステイグリーン号・チーキーキュート号・ドゥオンフルール号・パドクロア号・ハハハ号・ビービーダン号・
フルーメン号

05018 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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）

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
56．9
56．9

重
重

58 ヒ ザ ク リ ゲ 牝4栗 55 藤岡 康太手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 430－ 2 58．9 6．7�
814 ナンクルナイサー 牝4栗 55 菱田 裕二小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 4 59．53� 8．0�
45 クインズカトレア 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 434＋18 59．6� 9．8�
57 マリノディアナ 牝4青鹿55 丹内 祐次和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 442－ 2 〃 ハナ 7．5�
22 � ブリッジオーヴァー 牝5黒鹿55 北村 友一下河�行雄氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 464－10 〃 クビ 3．6�
46 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 450± 0 59．91� 16．6	
610 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 �島 克駿東豊物産
 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 484－ 41：00．0� 63．8�
712 エ ピ ュ ー レ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 498± 01：00．1� 56．2�
813 ダノンチェリー 牝4鹿 55 荻野 極
ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋121：00．31� 23．8
33 ヒロノオリオン 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗サンエイ開発
 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 474± 01：00．62 46．6�
11 ウイナーズロード 牝5青鹿 55

54 ☆横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 398－141：00．7クビ 5．5�
711� ノヴァルーナ 牝5鹿 55

52 ▲西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B466＋ 2 〃 アタマ 22．7�

34 ウェーブガイア 牝4栗 55 松田 大作万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 450＋ 21：01．02 12．6�
69 � アドマイヤホルン 牝5栗 55 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 400＋ 81：01．31� 187．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，440，300円 複勝： 42，020，600円 枠連： 14，281，200円
馬連： 49，055，300円 馬単： 24，345，300円 ワイド： 39，836，400円
3連複： 75，386，700円 3連単： 86，977，500円 計： 360，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 270円 � 310円 枠 連（5－8） 1，150円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，320円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 77，080円

票 数

単勝票数 計 284403 的中 � 33909（3番人気）
複勝票数 計 420206 的中 � 61702（3番人気）� 38796（5番人気）� 32506（7番人気）
枠連票数 計 142812 的中 （5－8） 9551（3番人気）
馬連票数 計 490553 的中 �� 9742（16番人気）
馬単票数 計 243453 的中 �� 2250（38番人気）
ワイド票数 計 398364 的中 �� 8927（16番人気）�� 7768（20番人気）�� 5055（25番人気）
3連複票数 計 753867 的中 ��� 4092（50番人気）
3連単票数 計 869775 的中 ��� 818（281番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．7―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．3―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ザ ク リ ゲ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．13 中山4着

2015．4．1生 牝4栗 母 イ フ リ ー タ 母母 サンバデリオ 8戦2勝 賞金 18，650，000円



05019 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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
2：37．8
2：37．3

良
良

44 タイセイトレイル 牡4黒鹿56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 42：43．2 5．2�
812 コマノジャスパ 牡4黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 440± 02：43．41� 4．2�
69 コロンバスデイ 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 クビ 22．4�
57 カイザーヴェッター 牡4青鹿56 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B484＋14 〃 ハナ 4．6�
711 トロピカルストーム �6黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 22：43．61� 5．5�
56 ウインレーヴドール 牡4黒鹿56 黛 弘人	ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 42：43．7� 10．4

33 スズカワークシップ 牡4鹿 56

53 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 470± 02：43．91� 31．8�
68 ジャディード 牡4黒鹿 56

55 ☆横山 武史丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 438－ 42：44．21� 12．1�
45 アドマイヤツルギ �4栗 56 柴山 雄一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 62：44．41 132．6
22 � アウラマイスター 牡5鹿 57 国分 優作礒川 正明氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 524－ 22：44．61� 244．9�
710� サダムドミニック 牡5黒鹿57 岩崎 翼大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 456－ 82：45．02� 246．4�
813 マ ナ ロ ー ラ 牝5黒鹿55 藤岡 康太前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 62：45．32 7．5�
11 � プロヴェルビオ 牝5黒鹿 55

54 ☆藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 22：46．79 35．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，460，500円 複勝： 38，900，700円 枠連： 12，884，800円
馬連： 41，921，200円 馬単： 20，279，700円 ワイド： 34，095，600円
3連複： 68，058，900円 3連単： 82，044，600円 計： 322，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 170円 � 460円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，470円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 27，310円

票 数

単勝票数 計 244605 的中 � 37079（3番人気）
複勝票数 計 389007 的中 � 66739（1番人気）� 64405（2番人気）� 16693（8番人気）
枠連票数 計 128848 的中 （4－8） 14671（2番人気）
馬連票数 計 419212 的中 �� 36724（1番人気）
馬単票数 計 202797 的中 �� 8749（2番人気）
ワイド票数 計 340956 的中 �� 23170（1番人気）�� 5675（23番人気）�� 5696（22番人気）
3連複票数 計 680589 的中 ��� 8300（21番人気）
3連単票数 計 820446 的中 ��� 2178（95番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．8―12．9―13．1―13．8―13．1―12．8―12．1―12．2―12．2―12．1

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�
12．6―24．1―36．1―48．9―1：01．8―1：14．9―1：28．7―1：41．8―1：54．6―2：06．7―2：18．9―2：31．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 小倉6着

2015．2．5生 牡4黒鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 12戦2勝 賞金 18，450，000円

05020 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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

23 ゲンパチケンシン 牡5芦 57
56 ☆川又 賢治平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 482＋121：09．5 8．6�

11 � ソフトポジション 牡4鹿 57 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 476＋ 21：09．71� 7．1�
48 ト ラ ン プ 牡4鹿 57 荻野 極大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 456＋18 〃 アタマ 94．9�
59 ラッシュハート 牝5鹿 55 柴山 雄一小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 418－10 〃 ハナ 37．9�
12 マイネルサイルーン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 454＋ 2 〃 クビ 15．5�
510 ギンコイエレジー 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 	フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 450－121：09．8� 7．9


35 マイネルパッセ 牡6栗 57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 2 〃 ハナ 29．6�

714 サレンティーナ 牡5栗 57 丸山 元気 	サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 2 〃 ハナ 7．2�

816 ス ノ ー マ ン 牡6鹿 57 黛 弘人永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 500＋ 21：10．01 46．3
713 バーミーブリーズ 牝5鹿 55

54 ☆藤田菜七子吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 24．4�
36 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 508＋12 〃 アタマ 10．3�
818 ディーグランデ �5鹿 57 秋山真一郎嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 458－10 〃 ハナ 97．5�
817 クルークヴァール 牡4鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 41：10．1クビ 7．7�
611 ハートイズハート 牡6栗 57

56 ☆加藤 祥太北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466－ 41：10．31� 156．3�
612� モアナブルー 牝5栗 55 小崎 綾也平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466－ 2 〃 クビ 58．6�
715� バレンティーノ 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗吉田 勝利氏 小崎 憲 新冠 須崎牧場 414＋ 41：10．61	 217．3�
47 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也	ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 478＋ 6 〃 ハナ 138．1�
24 サンライズカナロア 牡4黒鹿57 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 476＋101：11．66 3．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，361，400円 複勝： 39，195，400円 枠連： 17，515，900円
馬連： 54，020，100円 馬単： 23，571，300円 ワイド： 44，771，900円
3連複： 95，756，700円 3連単： 101，492，100円 計： 403，684，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 300円 � 230円 � 2，320円 枠 連（1－2） 620円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 950円 �� 14，000円 �� 13，960円

3 連 複 ��� 90，450円 3 連 単 ��� 427，800円

票 数

単勝票数 計 273614 的中 � 25273（6番人気）
複勝票数 計 391954 的中 � 35791（5番人気）� 51126（3番人気）� 3578（15番人気）
枠連票数 計 175159 的中 （1－2） 21588（1番人気）
馬連票数 計 540201 的中 �� 15883（7番人気）
馬単票数 計 235713 的中 �� 3158（18番人気）
ワイド票数 計 447719 的中 �� 12728（7番人気）�� 804（87番人気）�� 806（86番人気）
3連複票数 計 957567 的中 ��� 794（221番人気）
3連単票数 計1014921 的中 ��� 172（1099番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．8
3 ・（4，8）－（5，12）（3，17）（1，13）2（9，7，14）（6，10，18）（11，16）15 4 ・（4，8）－（3，5）（1，12，17）2（9，13）（10，7，14）18（6，11，16）15

勝馬の
紹 介

ゲンパチケンシン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．15 京都1着

2014．3．5生 牡5芦 母 レ チ ャ ー ダ 母母 ドゥルセデレーチェ 27戦3勝 賞金 47，035，000円



05021 2月10日 晴 稍重 （31小倉1）第2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

711� シュプリームゾーン 牡5黒鹿57 柴山 雄一村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 506－101：47．0 4．2�
56 ペプチドバンブー 牡4黒鹿56 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 504＋18 〃 ハナ 2．7�
710� インペリオアスール �5鹿 57

56 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 514－ 2 〃 ハナ 41．4�
69 ウインドオブホープ �6栗 57

56 ☆藤田菜七子�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B530－ 21：47．95 14．4�
45 カラリエーヴァ 牝4鹿 54 宮崎 北斗天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 474± 01：48．0� 26．2�
68 ガッツィーソート 牡4栗 56 吉田 隼人小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 490－161：48．63� 10．2	
813 サンライズローリエ 牡4青鹿 56

55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 478＋101：48．81� 5．2


57 モズノーブルギフト 牡4黒鹿56 藤岡 康太 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 536＋ 81：48．9� 44．6�
812� メイプルグレイト 牡4栗 56 丸田 恭介節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 508－ 21：49．0� 36．0
44 メイショウダブル 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 506－ 21：49．31� 14．5�
33 ワタシヲマッテル 牝4栗 54 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 462－ 21：50．04 28．1�
11 ディナミーデン 牡4芦 56 北村 友一ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 478－ 4 〃 クビ 14．4�
22 � マ サ ト 牡4青 56

55 ☆井上 敏樹大倉 佑介氏 作田 誠二 新ひだか 酒井 秀紀 444－ 81：53．3大差 151．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，857，300円 複勝： 25，742，500円 枠連： 10，527，100円
馬連： 46，017，400円 馬単： 21，448，200円 ワイド： 30，566，100円
3連複： 71，779，600円 3連単： 96，554，400円 計： 326，492，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 150円 � 590円 枠 連（5－7） 590円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，240円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 238573 的中 � 44573（2番人気）
複勝票数 計 257425 的中 � 48682（2番人気）� 51282（1番人気）� 7817（11番人気）
枠連票数 計 105271 的中 （5－7） 13642（1番人気）
馬連票数 計 460174 的中 �� 44408（1番人気）
馬単票数 計 214482 的中 �� 10653（3番人気）
ワイド票数 計 305661 的中 �� 22960（1番人気）�� 3283（31番人気）�� 3552（26番人気）
3連複票数 計 717796 的中 ��� 7778（23番人気）
3連単票数 計 965544 的中 ��� 2045（116番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．7―43．9―56．8―1：09．0―1：21．7―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
4，9（1，10）12（7，8，11）（6，13）2（3，5）・（4，9）10（8，11，13）（1，6）（12，5）（7，3）－2

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

勝馬の
紹 介

�シュプリームゾーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サクラバクシンオー

2014．2．28生 牡5黒鹿 母 ロ メ ラ 母母 リズミカルシチー 13戦1勝 賞金 13，650，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月10日まで平地競走に出走
できない。

05022 2月10日 晴 良 （31小倉1）第2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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

35 ムーンレイカー 牡4鹿 56 吉田 隼人門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 474± 02：02．2 3．9�
612 ジ ャ コ マ ル 牡5鹿 57 横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 2 〃 クビ 6．1�
817� サンライズサーカス 牡6青鹿57 荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B528＋ 42：02．3クビ 15．3�
23 ガウディウム 牡5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 456－10 〃 ハナ 5．9�
713 コスモレリア 牡4栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 クビ 20．3�
510 エイシンクリック 牡5鹿 57 藤岡 康太	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472± 02：02．4� 12．4

47 パラノーマル 牝6栗 55 柴山 雄一 	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 446＋ 22：02．71� 127．2�
12 ウィナーポイント 牝4黒鹿54 藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 402＋ 82：02．8� 17．4�
36 シャフトオブライト 牡4栗 56 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 2 〃 ハナ 25．7
816 ミッキーロイヤル 牡5鹿 57 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 42：03．01 93．5�
48 ルナーランダー 牡6栗 57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 2 〃 アタマ 10．4�
24 キングフォルテ 牡4鹿 56 小崎 綾也平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 532＋ 82：03．1� 41．6�
714 ウェディングベール 牝4芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 446－ 2 〃 ハナ 83．0�
59 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 木幡 初也 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 520＋12 〃 クビ 119．4�
611 ブライティアシップ 牝4鹿 54 嶋田 純次小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 414－ 22：03．2� 147．8�
11 � ク ス リ バ コ 牡4鹿 56 西田雄一郎小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 458－ 5 〃 アタマ 105．7�
815 アドマイヤデジタル 牡4青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440± 02：06．7大差 5．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，065，100円 複勝： 51，350，900円 枠連： 18，064，100円
馬連： 73，544，900円 馬単： 30，595，100円 ワイド： 51，325，800円
3連複： 115，808，300円 3連単： 134，993，000円 計： 507，747，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 190円 � 350円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，170円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 18，530円

票 数

単勝票数 計 320651 的中 � 65380（1番人気）
複勝票数 計 513509 的中 � 98155（1番人気）� 72328（4番人気）� 30355（7番人気）
枠連票数 計 180641 的中 （3－6） 14594（3番人気）
馬連票数 計 735449 的中 �� 50179（2番人気）
馬単票数 計 305951 的中 �� 12046（3番人気）
ワイド票数 計 513258 的中 �� 31376（2番人気）�� 10797（13番人気）�� 10669（14番人気）
3連複票数 計1158083 的中 ��� 19149（11番人気）
3連単票数 計1349930 的中 ��� 5279（34番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．8―12．1―12．3―12．3―12．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．8―1：00．9―1：13．2―1：25．5―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
12，17（5，13）（6，8）（2，4，9）（7，14）（3，15）1，10－（11，16）
12，17，13（5，8）（6，10）9（2，4）（14，3）7，1，15－16，11

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

勝馬の
紹 介

ムーンレイカー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シルバーチャーム デビュー 2017．9．10 阪神2着

2015．2．20生 牡4鹿 母 シルバービート 母母 スターマレイン 13戦2勝 賞金 35，369，000円
〔その他〕 アドマイヤデジタル号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



05023 2月10日 晴 良 （31小倉1）第2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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

23 アウトライアーズ 牡5鹿 57 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 504－ 41：49．9 13．3�
22 メイショウフェイク 牡7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 510－ 8 〃 クビ 24．4�
712 ラ セ ッ ト 牡4鹿 56 柴山 雄一桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 488＋ 41：50．0クビ 6．3�
815 スカーレットカラー 牝4鹿 54 川島 信二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 クビ 18．4�
11 バティスティーニ 牡6鹿 57 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 B490－121：50．1クビ 9．0	
34 シャルルマーニュ 牡4鹿 56 川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 502－121：50．31� 6．9

713 マイネルネーベル 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 〃 同着 109．9�
59 ヴゼットジョリー 牝5黒鹿55 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 33．4�
46 レノヴァール 牡4鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 クビ 3．8
611 カフジバンガード 牡4鹿 56 吉田 隼人加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 480－ 21：50．4クビ 5．7�
610 アダムバローズ 牡5黒鹿57 秋山真一郎猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 508－20 〃 アタマ 27．3�
35 チカノワール 牝5鹿 55 丸山 元気�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 464－ 4 〃 ハナ 17．3�
58 レッドシルヴィ 牝6鹿 55 木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．5� 45．1�
814 アグネスフォルテ 牡6栗 57 �島 克駿畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 444－ 81：50．81	 48．3�
47 アテンフェスタ 牡6栗 57 荻野 極河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 B504－ 41：50．9� 17．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，618，900円 複勝： 78，032，000円 枠連： 46，319，400円
馬連： 197，946，600円 馬単： 73，672，700円 ワイド： 110，472，500円
3連複： 326，001，400円 3連単： 404，285，500円 計： 1，295，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 420円 � 620円 � 230円 枠 連（2－2） 14，880円

馬 連 �� 17，280円 馬 単 �� 32，050円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 1，980円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 46，280円 3 連 単 ��� 365，010円

票 数

単勝票数 計 586189 的中 � 35082（6番人気）
複勝票数 計 780320 的中 � 46435（6番人気）� 29290（9番人気）� 100830（3番人気）
枠連票数 計 463194 的中 （2－2） 2412（32番人気）
馬連票数 計1979466 的中 �� 8873（53番人気）
馬単票数 計 736727 的中 �� 1724（100番人気）
ワイド票数 計1104725 的中 �� 6434（55番人気）�� 14557（21番人気）�� 9559（38番人気）
3連複票数 計3260014 的中 ��� 5282（152番人気）
3連単票数 計4042855 的中 ��� 803（1026番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．6―12．9―12．6―12．0―12．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．0―49．9―1：02．5―1：14．5―1：26．7―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウトライアーズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．6 新潟2着

2014．3．24生 牡5鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 15戦4勝 賞金 78，485，000円

05024 2月10日 晴 良 （31小倉1）第2日 第12競走 ��1，200�
ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．2．10以降31．2．3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

715�� トーセンアルバータ 牝6鹿 51 丸田 恭介島川 �哉氏 古賀 史生 豪
Arrowfield Pastoral Pty Ltd,
Planette Thoroughbred Trad-
ing, Belford Prod

B486＋ 21：08．8 25．2�
713 ボーンスキルフル 牝4青鹿53 吉田 隼人吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 444－ 21：08．9� 6．4�
818 ア リ ン ナ 牝5鹿 53 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：09．11 64．2�
817 リンシャンカイホウ 牡4鹿 55 丹内 祐次�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 21：09．31	 6．4�
36 シュエットヌーベル 牝5栗 53 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B458－ 21：09．4� 21．4	
11 メジャーレート 牡4栗 55 北村 友一 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B444＋10 〃 ハナ 3．4�
24 トワイライトライフ 牝5鹿 53 丸山 元気 
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 470＋12 〃 ハナ 6．2�
48 ニシノラディアント 牡6鹿 55 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－ 81：09．5
 41．3
714 アドマイヤスカイ 牡7青鹿53 荻野 極近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466＋261：09．6
 24．8�
47 サラドリーム 牝4黒鹿52 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 430＋ 41：09．81
 21．7�
510 スパイチャクラ 牝6黒鹿52 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 454－ 4 〃 クビ 14．1�
816� スズカプリオール 牡8鹿 52 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 512± 0 〃 ハナ 234．2�
12 ピ ナ ク ル ズ �6黒鹿53 黛 弘人ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 498－ 21：10．01	 48．8�
35 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿52 小崎 綾也山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 456－ 81：10．1
 41．3�
23 ラブローレル 牝7青鹿52 菱田 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426＋ 2 〃 クビ 128．3�
612 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 横山 武史本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 482＋221：10．2
 8．6�
611 ブルレジーナ 牝4栗 52 川又 賢治髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 442＋ 21：10．3クビ 36．1�
59 � グレートブレス 牡7栗 53 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 528＋ 21：11．89 209．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 48，995，400円 複勝： 68，775，300円 枠連： 31，342，500円
馬連： 121，251，100円 馬単： 46，829，300円 ワイド： 85，649，600円
3連複： 209，113，400円 3連単： 243，625，800円 計： 855，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 710円 � 240円 � 2，110円 枠 連（7－7） 3，340円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 19，420円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 15，080円 �� 9，440円

3 連 複 ��� 141，160円 3 連 単 ��� 845，110円

票 数

単勝票数 計 489954 的中 � 15495（10番人気）
複勝票数 計 687753 的中 � 23528（10番人気）� 93415（3番人気）� 7370（15番人気）
枠連票数 計 313425 的中 （7－7） 7257（17番人気）
馬連票数 計1212511 的中 �� 11395（30番人気）
馬単票数 計 468293 的中 �� 1808（65番人気）
ワイド票数 計 856496 的中 �� 9536（25番人気）�� 1451（106番人気）�� 2326（87番人気）
3連複票数 計2091134 的中 ��� 1111（342番人気）
3連単票数 計2436258 的中 ��� 209（1960番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．3―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．5―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンアルバータ �

�
父 More Than Ready �

�
母父 Flying Spur

2013．10．4生 牝6鹿 母 Alverta 母母 Grilse 14戦2勝 賞金 32，685，000円
地方デビュー 2016．1．8 浦和

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 シュエットヌーベル号の騎手西田雄一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：11番・16

番・1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。
（非抽選馬） 4頭 ディアボレット号・プッシュアゲン号・ミトノアミーゴ号・メイケイダイハード号

３レース目



（31小倉1）第2日 2月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

189，770，000円
5，180，000円
19，410，000円
1，700，000円
20，310，000円
69，831，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
368，867，200円
573，688，000円
209，364，600円
776，761，900円
358，954，800円
558，500，800円
1，281，789，800円
1，620，177，600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 5，748，104，700円

総入場人員 12，852名 （有料入場人員 11，548名）
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