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05073 3月2日 晴 稍重 （31小倉1）第7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

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 504＋ 2 58．8 6．7�
45 メイショウメイリン 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 456＋ 2 58．9� 3．8�
33 グレースアンバー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 428－ 2 59．22 3．1�
34 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B454－ 6 59．52 7．0�
610 クーファピーカブー 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 452± 0 59．6� 5．4�
711 ウ フ フ 牡3栗 56 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 新ひだか 藤沢牧場 486－ 2 59．91� 35．1	
58 クリノベロニカ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 436＋ 6 〃 アタマ 21．1

712 スズカモンド 牡3栗 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 452± 01：00．53� 15．0�
46 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 水口 優也 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B560－261：00．6� 152．6�
813 モ ズ ク ロ ス 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 480－201：00．81 29．4
814 グランエソール 牝3鹿 54 中井 裕二村上龍太郎氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 422＋ 61：01．33 195．9�
11 クリノマレンゴ 牝3黒鹿54 井上 敏樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 宮崎 橋口 幸一郎 422－ 41：01．93� 245．6�
57 イチバンダイコ 牡3黒鹿56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 474＋121：02．0� 246．5�
69 カネトシウイングス 牝3鹿 54 義 英真兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 476 ―1：03．59 123．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，977，700円 複勝： 33，993，200円 枠連： 8，276，700円
馬連： 32，772，700円 馬単： 17，557，000円 ワイド： 27，111，700円
3連複： 53，240，400円 3連単： 65，646，200円 計： 255，575，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（2－4） 1，150円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 340円 �� 370円 �� 220円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 169777 的中 � 20205（4番人気）
複勝票数 計 339932 的中 � 40934（4番人気）� 65951（2番人気）� 102368（1番人気）
枠連票数 計 82767 的中 （2－4） 5576（4番人気）
馬連票数 計 327727 的中 �� 25676（2番人気）
馬単票数 計 175570 的中 �� 5564（11番人気）
ワイド票数 計 271117 的中 �� 19092（2番人気）�� 17049（4番人気）�� 36030（1番人気）
3連複票数 計 532404 的中 ��� 45346（2番人気）
3連単票数 計 656462 的中 ��� 7471（12番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．6―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズベイビー �
�
父 グランプリボス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．21 京都4着

2016．4．15生 牡3青鹿 母 バーレーヘッズ 母母 ヴ ェ ス タ 5戦1勝 賞金 10，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシウイングス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヘアピンローズ号・メイショウワキザシ号

05074 3月2日 晴 稍重 （31小倉1）第7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

612 ス ナ イ プ 牡3栗 56 柴田 未崎 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 須崎牧場 514－ 21：47．9 2．1�

11 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± 01：48．0� 8．8�

611� ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift
Farm LLC B456－ 41：48．31� 4．3�

48 エメラルドカット 牝3鹿 54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 浦河 小林 仁 480± 01：48．72� 275．4�
816 キモンカラー 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 436＋141：49．12� 7．2�
36 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 丸田 恭介谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 454＋ 21：49．31� 59．7	
47 マイディスティニー 牝3鹿 54 西田雄一郎 �ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498＋ 21：49．61� 175．7

35 トモジャマサムネ 牡3栗 56 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 日高 シンボリ牧場 512－ 41：50．13 22．7�
12 ウインヴァモス 牡3黒鹿56 荻野 琢真�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 452－ 6 〃 クビ 259．5�
59 オイシイナア 牝3鹿 54 丹内 祐次小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 456＋ 21：50．2� 14．4
23 アーチンガイ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B480－101：50．83� 20．3�
714 イチザテイオー 牡3鹿 56 幸 英明奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 482＋181：51．11� 65．5�
713� ステラインアテーザ 牡3芦 56

53 ▲西村 淳也加藤 誠氏 中竹 和也 加
James Everatt, Jane-
ane Everatt & Arika
Everatt－Meeuse

B508－ 61：51．84 17．3�
510 トウケイココノエ 牝3芦 54 松田 大作木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 520＋ 21：52．54 46．3�
24 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± 01：54．2大差 427．0�
815� シブヤクロッシング 牡3鹿 56 中谷 雄太W．ギャロー氏 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

548－ 6 （競走中止） 125．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，765，100円 複勝： 29，978，900円 枠連： 9，100，700円
馬連： 31，888，700円 馬単： 15，485，700円 ワイド： 24，968，000円
3連複： 46，758，600円 3連単： 55，278，800円 計： 234，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 207651 的中 � 78309（1番人気）
複勝票数 計 299789 的中 � 102761（1番人気）� 34544（3番人気）� 57637（2番人気）
枠連票数 計 91007 的中 （1－6） 10700（3番人気）
馬連票数 計 318887 的中 �� 30450（3番人気）
馬単票数 計 154857 的中 �� 9109（4番人気）
ワイド票数 計 249680 的中 �� 20065（2番人気）�� 40936（1番人気）�� 9457（6番人気）
3連複票数 計 467586 的中 ��� 29482（2番人気）
3連単票数 計 552788 的中 ��� 8174（5番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．5―12．4―12．4―13．0―13．5―13．6―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．3―41．7―54．1―1：07．1―1：20．6―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス ナ イ プ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．2．2 京都2着

2016．2．14生 牡3栗 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 トモジャマサムネ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 シブヤクロッシング号は，競走中に異常歩様となったため4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 トモジャマサムネ号は，発走調教再審査。

シブヤクロッシング号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノンノンナイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2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 モントカイザー号

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月2日 晴 良 （31小倉1）第7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
1：56．9
1：56．1

良
良

715 ト ロ ハ 牝3黒鹿54 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 42：01．5 4．0�
818 アルテラローザ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 460－102：02．03 2．3�
47 ア ラ ス カ 牝3鹿 54 丸山 元気池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 388± 02：02．31� 9．5�
714 コ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 396－102：02．51� 49．7�
12 ゲンティアナ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 414－ 62：02．6クビ 10．3	
713 ウインアミーリア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 422± 02：02．7� 25．3

23 プチティアレ 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新落合 幸弘氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 456＋ 22：02．8� 31．5�
59 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 丸田 恭介田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 422＋ 2 〃 アタマ 10．5�
510 グラッブアドリーム 牝3黒鹿54 中谷 雄太ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 484－ 4 〃 ハナ 25．8
48 メロディーレーン 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 330－122：03．01 24．6�
11 クリーンガーベラ 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗石橋 和夫氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 456 ― 〃 クビ 151．1�
612 フラワーズアート 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 392－122：03．1� 66．3�
36 サニーバレット 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 470± 02：03．31� 43．9�

35 ショウナンパルコ 牝3栗 54 城戸 義政国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 446＋ 22：03．4� 59．5�
24 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 秋山真一郎東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 476 ― 〃 ハナ 64．0�
816 レガーロブロッサム 牝3鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム橋口 慎介 千歳 社台ファーム 406－102：03．5� 59．7�
817 ルビーガール 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 420－142：04．98 131．0�
611 トモジャパルムドル 牝3栗 54

51 ▲団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 新冠 森 牧場 B474＋ 62：09．7大差 91．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，575，800円 複勝： 32，117，800円 枠連： 11，126，800円
馬連： 32，540，400円 馬単： 16，990，900円 ワイド： 29，202，700円
3連複： 52，686，900円 3連単： 58，899，400円 計： 254，140，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 240円 �� 480円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 205758 的中 � 40959（2番人気）
複勝票数 計 321178 的中 � 61151（2番人気）� 83045（1番人気）� 40487（3番人気）
枠連票数 計 111268 的中 （7－8） 21966（1番人気）
馬連票数 計 325404 的中 �� 51466（1番人気）
馬単票数 計 169909 的中 �� 10210（2番人気）
ワイド票数 計 292027 的中 �� 35667（1番人気）�� 14498（2番人気）�� 12417（5番人気）
3連複票数 計 526869 的中 ��� 27989（1番人気）
3連単票数 計 588994 的中 ��� 6586（5番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．5―11．9―12．2―12．9―12．5―12．4―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．0―46．9―59．1―1：12．0―1：24．5―1：36．9―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ト ロ ハ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．8．19 小倉3着

2016．3．7生 牝3黒鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 6戦1勝 賞金 12，050，000円
〔その他〕 トモジャパルムドル号は，競走中に疾病〔左第3手根骨板状骨折〕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。

05076 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7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

23 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 452－101：09．2 33．8�

35 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 444＋ 81：09．41� 21．9�
713 サ ラ マ ー 牝3栗 54 藤岡 康太畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 460＋ 6 〃 クビ 11．7�
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 464＋ 61：09．5� 27．3�
47 ウインカーマイン 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 21：09．71 9．5�
11 ミスアニバーサリー 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 クビ 11．2	
36 コスモスターリング 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也 
ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 470－ 41：09．91� 86．9�
59 ラインエミネント 牡3鹿 56 小崎 綾也大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 466－ 41：10．0� 7．4�
715 ジューンシルフィア 牝3栗 54 幸 英明吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 428－ 81：10．1� 3．4
48 リ ラ イ ト 牡3青 56 丸山 元気前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 456－ 81：10．31� 6．7�
611 ヨドノオーシャン 牡3鹿 56 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 414－ 41：10．51 43．0�
714 ニシノテンカラット 牝3黒鹿54 嶋田 純次西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 398－ 6 〃 クビ 21．9�
816 ウインバラーディア 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：10．6クビ 7．0�
612 ブラボーフェスタ �3栗 56

53 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470－121：10．81� 22．2�
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 472＋ 41：11．12 145．1�
818 アドベントクランツ 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 450－ 41：11．2� 132．8�
24 ローマンウォリアー 牡3青鹿56 柴山 雄一岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 460－161：11．62� 258．5�
510 メイショウウルル 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 中脇 満 466－ 41：12．34 245．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，399，900円 複勝： 34，871，100円 枠連： 13，184，800円
馬連： 38，745，900円 馬単： 17，440，300円 ワイド： 34，397，000円
3連複： 66，526，200円 3連単： 65，665，400円 計： 294，230，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，380円 複 勝 � 1，060円 � 710円 � 410円 枠 連（2－3） 10，550円

馬 連 �� 13，460円 馬 単 �� 30，340円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 6，760円 �� 4，740円

3 連 複 ��� 145，890円 3 連 単 ��� 710，550円

票 数

単勝票数 計 233999 的中 � 5531（12番人気）
複勝票数 計 348711 的中 � 8240（12番人気）� 12809（9番人気）� 23957（7番人気）
枠連票数 計 131848 的中 （2－3） 968（28番人気）
馬連票数 計 387459 的中 �� 2230（50番人気）
馬単票数 計 174403 的中 �� 431（108番人気）
ワイド票数 計 343970 的中 �� 2018（52番人気）�� 1309（67番人気）�� 1873（55番人気）
3連複票数 計 665262 的中 ��� 342（309番人気）
3連単票数 計 656654 的中 ��� 67（1623番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラウシュトラール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2018．10．8 東京10着

2016．5．1生 牡3芦 母 フ ォ ー ミ ー 母母 アンファテュエ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウルル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月2日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ローマンウォリアー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月2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 フェアリースキップ号



05077 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7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

612 ジ ェ ン メ オ 牝3黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 464＋161：49．4 31．7�
12 スターオブバラード 牡3黒鹿56 秋山真一郎光安 了氏 荒川 義之 新ひだか 小野 秀治 444± 01：49．82� 9．0�
24 テイエムマイスター 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム
牧場株式会社 424－ 61：50．11� 331．6�

48 ウインドルチェ 牝3栗 54
53 ☆横山 武史�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 430－ 61：50．42 182．4�

11 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 444＋ 2 〃 ハナ 5．4	

815 セクシーサンキュー 牡3芦 56
55 ☆川又 賢治山下 良子氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 444± 0 〃 クビ 14．7


47 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 56
53 ▲斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 486 ―1：50．5クビ 29．5�

714 ラハイナヌーン 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか タイヘイ牧場 436＋ 4 〃 クビ 50．7�
713 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 アタマ 16．4
35 ヴ ェ ネ レ 牝3鹿 54 小崎 綾也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 436± 01：50．6� 160．2�
611 クルージーン 牡3黒鹿56 荻野 極 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 484－141：50．7� 14．3�
816 ワイルドオーキッド 牝3栗 54 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 400± 01：51．02 7．0�
23 アヴァターラ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：51．1クビ 2．0�
510 ムスティッカ 牝3鹿 54 木幡 初也中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 420－ 2 〃 クビ 204．0�
36 スズカデュー 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 日高 白井牧場 402－ 21：51．95 61．0�
59 クリノワンダフル 牡3栗 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 422－141：52．11� 323．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，913，900円 複勝： 30，143，200円 枠連： 11，962，800円
馬連： 35，915，100円 馬単： 19，798，300円 ワイド： 32，454，800円
3連複： 57，036，200円 3連単： 69，255，300円 計： 282，479，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 540円 � 260円 � 7，570円 枠 連（1－6） 1，570円

馬 連 �� 12，790円 馬 単 �� 28，770円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 41，570円 �� 20，520円

3 連 複 ��� 339，500円 3 連 単 ��� 1，287，430円

票 数

単勝票数 計 259139 的中 � 6525（9番人気）
複勝票数 計 301432 的中 � 14240（8番人気）� 36290（4番人気）� 890（16番人気）
枠連票数 計 119628 的中 （1－6） 5889（6番人気）
馬連票数 計 359151 的中 �� 2176（36番人気）
馬単票数 計 197983 的中 �� 516（73番人気）
ワイド票数 計 324548 的中 �� 2655（34番人気）�� 200（96番人気）�� 406（74番人気）
3連複票数 計 570362 的中 ��� 126（309番人気）
3連単票数 計 692553 的中 ��� 39（1321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．9―49．3―1：01．7―1：13．1―1：25．0―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ ン メ オ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Cozzene デビュー 2018．9．29 阪神13着

2016．3．14生 牝3黒鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハートリンク号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤビーナス号

05078 3月2日 曇 稍重 （31小倉1）第7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，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 リュミエールドール 牝5鹿 55 藤岡 康太 �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 516＋ 61：46．3 11．2�

24 テイエムソレイユ 牝4鹿 55
52 ▲斎藤 新竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B490＋ 2 〃 クビ 4．9�

816 ガトーブリランテ 牝4栗 55
54 ☆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 462＋ 21：46．4� 28．0�

48 キクノロージズ 牝4芦 55
52 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 474－ 6 〃 アタマ 5．0�

23 メ ヌ エ ッ ト 牝5芦 55
52 ▲西村 淳也 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 458－141：46．82� 9．5	

714 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 444－ 41：46．9� 3．9


815 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470－ 21：47．0� 22．2�
35 � レーヌミラクル 牝6鹿 55 菱田 裕二酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 490－ 41：47．1� 32．5�
612 ブルベアクワイ 牝4鹿 55 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 460＋ 61：47．41� 27．4
36 タツオウカランブ 牝4栗 55 丸山 元気鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 492± 0 〃 ハナ 106．4�
47 � バイオレットフィズ 牝7黒鹿55 義 英真中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 452－ 81：47．5クビ 65．4�
11 ジャンティエス 牝4栗 55 松田 大作落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 476－ 61：47．81� 7．3�
59 カグラヤルージュ 牝4黒鹿55 黛 弘人西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 476＋12 〃 ハナ 25．3�
510 コウセイマユヒメ 牝8鹿 55 木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 458－ 61：48．12 49．3�
713 プロネルクール 牝4鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 488－ 21：48．31� 34．6�
12 タイセイパルフェ 牝4黒鹿55 柴山 雄一田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 458＋ 41：48．72� 129．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，457，300円 複勝： 33，334，600円 枠連： 9，905，100円
馬連： 33，168，600円 馬単： 16，210，100円 ワイド： 33，579，500円
3連複： 55，813，100円 3連単： 58，444，900円 計： 262，913，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 310円 � 200円 � 750円 枠 連（2－6） 1，330円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 990円 �� 4，350円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 29，060円 3 連 単 ��� 160，500円

票 数

単勝票数 計 224573 的中 � 15962（6番人気）
複勝票数 計 333346 的中 � 28149（5番人気）� 50710（2番人気）� 9735（10番人気）
枠連票数 計 99051 的中 （2－6） 5769（5番人気）
馬連票数 計 331686 的中 �� 7398（10番人気）
馬単票数 計 162101 的中 �� 1664（23番人気）
ワイド票数 計 335795 的中 �� 9047（9番人気）�� 1942（52番人気）�� 3418（30番人気）
3連複票数 計 558131 的中 ��� 1440（102番人気）
3連単票数 計 584449 的中 ��� 264（514番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．4―13．2―12．5―12．1―12．2―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．7―43．9―56．4―1：08．5―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8
1
3
・（1，8）（7，15）（3，16）（4，14）（11，12）（2，5）（10，13）9－6・（1，8，15，16）（3，4，14）7（11，12）5（9，10，13）2，6

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

勝馬の
紹 介

リュミエールドール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都6着

2014．1．3生 牝5鹿 母 アルスノヴァ 母母 オリエンタルアート 21戦2勝 賞金 33，116，000円
※タイセイパルフェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05079 3月2日 曇 稍重 （31小倉1）第7日 第7競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，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

45 ポートナイトサイト 牝4栗 55
54 ☆横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 466－ 4 58．2 7．1�

712 サイモンゼーレ 牡6鹿 57
54 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 478－ 2 58．62� 3．7�

610 タガノヒバナ �4栗 57 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 2 〃 ハナ 20．0�

46 セグレートシチー 牡4栗 57 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510－12 58．81� 12．7�
33 クリノアントニヌス 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 522－ 8 59．01� 17．2�
711 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 436＋ 2 59．1� 7．2	
814 タイキラメール 牡6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 476＋ 4 59．2クビ 11．8�
58 サトノブレイズ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 496－ 8 〃 アタマ 4．8�
69 リリープリンセス 牝4黒鹿 55

52 ▲斎藤 新村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B466＋ 6 〃 ハナ 13．2
34 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 嶋田 純次
ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 438－ 4 59．52 253．9�
813 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 452± 0 59．6クビ 71．5�
57 リアルモンテ 牡4鹿 57 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 472－ 41：00．02� 76．9�
22 メイショウトラマツ 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 508＋ 81：00．1クビ 30．1�
11 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 452－ 41：00．42 11．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，590，300円 複勝： 38，503，500円 枠連： 11，891，000円
馬連： 41，231，000円 馬単： 20，668，700円 ワイド： 34，206，100円
3連複： 63，227，000円 3連単： 75，006，500円 計： 310，324，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 170円 � 600円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，880円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 52，890円

票 数

単勝票数 計 255903 的中 � 28530（3番人気）
複勝票数 計 385035 的中 � 39813（4番人気）� 72185（1番人気）� 13167（10番人気）
枠連票数 計 118910 的中 （4－7） 15768（2番人気）
馬連票数 計 412310 的中 �� 26148（2番人気）
馬単票数 計 206687 的中 �� 4683（10番人気）
ワイド票数 計 342061 的中 �� 16178（4番人気）�� 2924（38番人気）�� 5226（23番人気）
3連複票数 計 632270 的中 ��� 4929（35番人気）
3連単票数 計 750065 的中 ��� 1028（177番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．8―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポートナイトサイト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．4 東京7着

2015．4．2生 牝4栗 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 12戦2勝 賞金 19，850，000円
※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） 4頭 タイセイパルフェ号・ニシノダンテ号・マリノディアナ号・レンレン号

05080 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7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）

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

715 リーガルリリー 牝4栗 55 菱田 裕二大宮 豊美氏 石坂 公一 厚真 阿部 栄乃進 470＋ 41：08．6 9．4�
24 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 442－ 2 〃 クビ 3．6�
47 ドロウアカード 牝5栗 55 秋山真一郎�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 470－ 21：08．7クビ 3．4�
48 ペイシャゲラン 牝5栗 55 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 454＋ 61：08．8� 86．1�
713 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 446＋ 21：08．9� 11．4�
59 メイショウラバンド 牝8鹿 55 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 462－ 41：09．11� 17．6	
11 ポルボローネ 牝7栗 55 幸 英明小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 446± 0 〃 ハナ 25．9

714� マンボスカイ 牝5黒鹿 55

52 ▲団野 大成吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 32．8�
816 アリエスムーン 牝8青鹿 55

54 ☆川又 賢治橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442－161：09．31 18．0�
510 ドゥモワゼル 牝5鹿 55 吉田 隼人小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 462＋ 21：09．4� 73．7
611 トーホウガーベラ 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 444＋ 61：09．5� 19．8�
35 プレイズラン 牝4栗 55 黛 弘人岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456－ 41：09．71� 22．0�
12 シーサイドロマンス 牝4鹿 55 中井 裕二吉田 千津氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 81：10．01� 40．0�
612 ニシノオトコマサリ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 422＋34 〃 クビ 11．0�
23 ケアリアポンド 牝4栗 55 古川 吉洋守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 440－ 8 〃 アタマ 253．9�
818� ヒ ダ ザ ク ラ 牝4黒鹿55 小崎 綾也日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 474－221：10．53 115．5�
817� スリーオリジン 牝5芦 55 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 404＋ 21：10．6クビ 159．1�
36 クロンヌデトワール 牝4栗 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 454－ 21：11．23� 16．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，236，200円 複勝： 36，532，300円 枠連： 13，413，100円
馬連： 42，119，200円 馬単： 19，077，800円 ワイド： 37，429，700円
3連複： 75，608，600円 3連単： 80，749，900円 計： 328，166，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 150円 � 120円 枠 連（2－7） 950円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 710円 �� 530円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 15，190円

票 数

単勝票数 計 232362 的中 � 19608（3番人気）
複勝票数 計 365323 的中 � 31507（3番人気）� 66030（2番人気）� 93565（1番人気）
枠連票数 計 134131 的中 （2－7） 10916（3番人気）
馬連票数 計 421192 的中 �� 13578（4番人気）
馬単票数 計 190778 的中 �� 3251（10番人気）
ワイド票数 計 374297 的中 �� 12336（4番人気）�� 17067（2番人気）�� 41540（1番人気）
3連複票数 計 756086 的中 ��� 28071（1番人気）
3連単票数 計 807499 的中 ��� 3853（21番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．0―44．5―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーガルリリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．10．22 京都4着

2015．3．29生 牝4栗 母 ファイナルリリー 母母 リンデンリリー 11戦2勝 賞金 16，800，000円
［他本会外：1戦0勝］



05081 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：44．1
1：43．9

良
良

33 インターセクション 牡4栗 57 藤岡 康太ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 81：49．8 4．3�

711� ウインハイラント 牡5鹿 57
56 ☆横山 武史�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 6 〃 ハナ 7．3�

46 � 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 500＋ 41：49．9� 27．6�
57 � 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± 01：50．0� 3．9�
69 パ フ ォ ー ム 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �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 460＋ 2 〃 アタマ 9．5	
610	 ディライトプロミス 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 米
Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 460－ 21：50．1� 11．4


11 ステイキングダム 牡6鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426－ 21：50．31
 7．6�
45 ラントシャフト 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 456± 0 〃 アタマ 75．4�
814 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57 秋山真一郎中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 446－ 81：50．4� 5．5
813 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＋ 21：50．61
 41．6�
712 キングドンドルマ 牡4青鹿57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 476＋ 2 〃 クビ 70．1�
22 マルターズゲイル 牡6青鹿57 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 486± 0 〃 ハナ 96．4�
34 ブルーウィング 牡4鹿 57 小崎 綾也ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 41：51．02� 39．4�
58 ディナミーデン 牡4芦 57

54 ▲西村 淳也ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 478± 01：51．1� 99．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，911，300円 複勝： 36，889，700円 枠連： 12，148，200円
馬連： 45，772，000円 馬単： 23，910，400円 ワイド： 37，731，100円
3連複： 76，218，800円 3連単： 94，131，500円 計： 352，713，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 230円 � 540円 枠 連（3－7） 1，500円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，460円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 37，910円

票 数

単勝票数 計 259113 的中 � 47238（2番人気）
複勝票数 計 368897 的中 � 71677（2番人気）� 41287（3番人気）� 14016（8番人気）
枠連票数 計 121482 的中 （3－7） 6260（9番人気）
馬連票数 計 457720 的中 �� 21575（6番人気）
馬単票数 計 239104 的中 �� 7290（5番人気）
ワイド票数 計 377311 的中 �� 16416（6番人気）�� 6540（16番人気）�� 3885（26番人気）
3連複票数 計 762188 的中 ��� 5179（38番人気）
3連単票数 計 941315 的中 ��� 1800（129番人気）

ハロンタイム 12．5―12．4―13．1―12．6―12．1―12．0―11．8―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．9―38．0―50．6―1：02．7―1：14．7―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インターセクション �
�
父 Street Cry �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．11．3 京都10着

2015．4．12生 牡4栗 母 ヴァインストリート 母母 Wood Vine 13戦2勝 賞金 25，425，000円
〔制裁〕 ペガーズ号の騎手服部寿希は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※スノーマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05082 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7日 第10競走 2，600�
よ ぶ こ

呼 子 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．3

良
良

55 トロピカルストーム �6黒鹿57 幸 英明吉田 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 448－ 22：41．5 3．7�

67 ジャディード 牡4黒鹿56 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442＋ 42：41．6� 12．2�
56 ダノンアポロン 牡4鹿 56 荻野 極�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 494＋ 82：42．45 10．3�
68 シゲルシイタケ 牡4鹿 56 菱田 裕二森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456－ 42：42．71� 21．3�
710 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 B490＋ 6 〃 ハナ 2．5	
44 ファントムグレイ 牡6芦 57 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 434± 0 〃 クビ 44．8

33 リリーマイスター 牡4黒鹿56 吉田 隼人土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 512－162：42．91� 61．5�
22 コロンバスデイ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460－ 42：43．0� 5．6�
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 460＋ 22：43．1クビ 157．3
812 レッドボヌール 牝5鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 408－ 42：43．52� 14．0�
79 マサハヤスター 牡5栗 57 黛 弘人中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 16．8�
811 センティフォリア 牝4黒鹿54 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 436－102：46．0大差 61．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，793，500円 複勝： 34，975，900円 枠連： 13，104，000円
馬連： 57，010，600円 馬単： 27，163，500円 ワイド： 34，686，600円
3連複： 77，014，400円 3連単： 111，297，100円 計： 382，045，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 260円 � 350円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 710円 �� 710円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 23，600円

票 数

単勝票数 計 267935 的中 � 57369（2番人気）
複勝票数 計 349759 的中 � 82081（2番人気）� 30613（4番人気）� 20789（6番人気）
枠連票数 計 131040 的中 （5－6） 10185（5番人気）
馬連票数 計 570106 的中 �� 23335（7番人気）
馬単票数 計 271635 的中 �� 6930（10番人気）
ワイド票数 計 346866 的中 �� 12899（6番人気）�� 12817（7番人気）�� 4682（22番人気）
3連複票数 計 770144 的中 ��� 10087（19番人気）
3連単票数 計1112971 的中 ��� 3418（73番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．7―13．2―12．9―12．9―12．9―12．5―12．0―12．3―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．6―37．3―50．5―1：03．4―1：16．3―1：29．2―1：41．7―1：53．7―2：06．0―2：17．5―2：29．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トロピカルストーム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．4．16 福島7着

2013．2．27生 �6黒鹿 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ 27戦2勝 賞金 51，116，000円



05083 3月2日 曇 稍重 （31小倉1）第7日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．3．3以降31．2．24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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 メイショウワザシ 牡4栗 55 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 534－ 61：44．3 4．6�
23 � タガノジーニアス 牡6鹿 55 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B514＋101：44．93� 8．9�
12 � シュプリームゾーン 牡5黒鹿54 柴山 雄一村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 506± 01：45．11� 34．0�
47 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 56 秋山真一郎大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 B468－101：45．2� 29．2�
611� アポロテネシー 牡4鹿 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

510－ 41：45．41 4．6�
59 バ ク ハ ツ 牡4栗 54 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 490－ 8 〃 ハナ 36．5	
815 ドライバーズハイ 牡6鹿 54 長岡 禎仁藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454＋ 21：45．61� 27．7

816� ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 52 川又 賢治�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 446－121：45．7クビ 48．2�
36 ラ イ ナ ス 牡4栗 54 丸山 元気橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 478－ 6 〃 ハナ 13．8�
612 マイネルオスカル 牡4栗 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 日高 木村牧場 492± 01：46．12� 4．0
510 ピンキージョーンズ 牝5栗 52 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 456＋ 21：46．2クビ 32．2�
713 ウォーターシャウト 牡6青鹿54 丸田 恭介山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 492＋14 〃 ハナ 33．6�
714 サトノゲイル 牡4青鹿55 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 460－ 41：46．62� 16．4�
48 オ ル ノ ス 牝6芦 52 藤田菜七子武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 462－ 21：46．92 10．4�
24 サウンドマジック 牝5栗 51 井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 446－ 41：47．21	 152．8�
35 スズカモナミ 牝5鹿 52 中谷 雄太永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 418－181：47．94 61．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，182，400円 複勝： 72，902，700円 枠連： 45，445，100円
馬連： 169，962，100円 馬単： 66，738，900円 ワイド： 103，852，900円
3連複： 294，171，600円 3連単： 322，413，100円 計： 1，131，668，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 280円 � 680円 枠 連（1－2） 2，020円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，850円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 55，970円

票 数

単勝票数 計 561824 的中 � 97033（3番人気）
複勝票数 計 729027 的中 � 107124（3番人気）� 68761（4番人気）� 23307（10番人気）
枠連票数 計 454451 的中 （1－2） 17435（8番人気）
馬連票数 計1699621 的中 �� 54096（6番人気）
馬単票数 計 667389 的中 �� 10976（12番人気）
ワイド票数 計1038529 的中 �� 31574（5番人気）�� 14333（17番人気）�� 6552（52番人気）
3連複票数 計2941716 的中 ��� 13908（52番人気）
3連単票数 計3224131 的中 ��� 4176（146番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．0―42．9―55．0―1：06．6―1：18．8―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．7
1
3
1，4（2，12）（10，11）（5，6，8）（3，14）13（9，7）16，15
1（4，12）2（10，11）（6，8）（3，14）－（9，13）（5，7）（15，16）

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

勝馬の
紹 介

メイショウワザシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．9．30 阪神1着

2015．2．21生 牡4栗 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 8戦3勝 賞金 33，663，000円
※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 カブキモノ号・ギンゴー号・デルマカルヴァドス号・テーオーフォース号・ヒルノサルバドール号・

ララメダイユドール号・レコンキスタ号

05084 3月2日 曇 良 （31小倉1）第7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 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 幸 英明松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 450－ 41：08．6 3．5�
59 � 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 502－ 21：08．81� 3．9�
12 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 丸山 元気国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 504－ 6 〃 クビ 4．4�
35 � クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 468－ 81：08．9� 7．7�
612 バーミーブリーズ 牝5鹿 55 藤田菜七子吉田 照哉氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 466± 01：09．11� 13．9	
36 キスミーワンス 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 アタマ 15．3

510� 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 B462－ 21：09．2� 32．0�
818� ラルムドランジュ 牝4青鹿55 古川 吉洋�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 418＋ 2 〃 クビ 26．2
11 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 黛 弘人三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 406± 01：09．3	 32．5�
23 メイショウソウビ 
5鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－101：09．4クビ 28．5�
24 � 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 432－ 6 〃 ハナ 75．4�
713 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 438＋ 4 〃 クビ 88．2�
817 ディーグランデ 
5鹿 57 中谷 雄太嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 458± 01：09．71	 139．7�
48 � セイウンアカマイ 牝4栗 55 西田雄一郎西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

458＋ 61：09．91� 57．2�
611 ル ア 牝5黒鹿55 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 488－ 61：10．11� 51．3�
714� スズカブレーン 牡7鹿 57 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 494＋201：10．2	 222．5�
816 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 474± 01：10．3クビ 240．1�
715 スノーガーデン 牝4鹿 55 水口 優也グリーンスウォード吉田 直弘 日高 浜本牧場 B462－ 21：10．51� 63．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，825，400円 複勝： 60，063，900円 枠連： 28，818，100円
馬連： 94，171，800円 馬単： 41，511，100円 ワイド： 68，326，200円
3連複： 165，714，400円 3連単： 183，442，500円 計： 686，873，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（4－5） 790円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 448254 的中 � 100611（1番人気）
複勝票数 計 600639 的中 � 95451（2番人気）� 116594（1番人気）� 91584（3番人気）
枠連票数 計 288181 的中 （4－5） 28018（3番人気）
馬連票数 計 941718 的中 �� 77529（2番人気）
馬単票数 計 415111 的中 �� 16365（4番人気）
ワイド票数 計 683262 的中 �� 47556（1番人気）�� 38071（3番人気）�� 43549（2番人気）
3連複票数 計1657144 的中 ��� 75851（1番人気）
3連単票数 計1834425 的中 ��� 16289（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツバキ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．7．2 中京7着

2015．3．19生 牝4黒鹿 母 メイショウラグーナ 母母 ウィズストリングス 21戦2勝 賞金 34，384，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 カワキタロマン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カワキタロマン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月2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。
（非当選馬） 3頭 スノーマン号・プリティマックス号・マイネルパッセ号



（31小倉1）第7日 3月2日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 190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

173，250，000円
3，890，000円
17，870，000円
1，950，000円
19，140，000円
74，318，500円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
332，628，800円
474，306，800円
188，376，400円
655，298，100円
302，552，700円
497，946，300円
1，084，016，200円
1，240，230，600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 4，775，355，900円

総入場人員 11，175名 （有料入場人員 8，869名）
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