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02109 2月16日 雨 不良 （2小倉1） 第10日 第1競走 ��1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 クリノニキータ 牝3鹿 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 440± 01：46．2 66．4�
816 ローヌグレイシア 牝3芦 54

53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B478－10 〃 クビ 7．4�
48 ビハインドザサン 牝3鹿 54

52 △団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 41：46．62� 2．9�

59 ジルジェンティ 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450－ 41：47．55 31．3�

612 シンフェイス 牝3青鹿54 菱田 裕二佐々木 勉氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 462＋12 〃 アタマ 3．7�
815 ステラアルバ 牝3芦 54

52 △斎藤 新 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B440± 01：47．92� 8．6	
35 ゴールデンバレット 牝3栗 54 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：48．21� 13．3

510 ヴァイオレット 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士中辻 明氏 小桧山 悟 新冠 ハシモトフアーム 414－ 61：48．52 210．4�
36 メイジュシンワ 牝3鹿 54 太宰 啓介荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム B440－101：48．6クビ 62．5�
714 ディーバダンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 444－ 21：48．91� 60．0
611 ジ ェ ッ タ ー 牝3栗 54 �島 克駿鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 420－141：49．22 90．1�
24 ハギノオーロ 牝3鹿 54 吉田 隼人安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 482－201：49．3� 14．1�
47 サトノヴィーナス 牝3鹿 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 458－ 41：49．83 7．2�
12 ヴァンタンジェンヌ 牝3鹿 54 勝浦 正樹村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 成隆牧場 384－ 2 〃 クビ 214．1�
713 アップサージ 牝3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：50．01� 223．0�
23 カシノライブリー 牝3鹿 54 原田 和真柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 466－ 21：52．8大差 125．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，671，600円 複勝： 33，060，000円 枠連： 11，858，500円
馬連： 43，322，800円 馬単： 21，179，700円 ワイド： 36，812，700円
3連複： 72，526，400円 3連単： 80，096，000円 計： 321，527，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，640円 複 勝 � 1，010円 � 210円 � 120円 枠 連（1－8） 8，170円

馬 連 �� 26，250円 馬 単 �� 78，630円

ワ イ ド �� 5，990円 �� 2，250円 �� 400円

3 連 複 ��� 18，600円 3 連 単 ��� 322，600円

票 数

単勝票数 計 226716 的中 � 2731（11番人気）
複勝票数 計 330600 的中 � 5199（11番人気）� 36984（4番人気）� 106266（1番人気）
枠連票数 計 118585 的中 （1－8） 1124（20番人気）
馬連票数 計 433228 的中 �� 1279（47番人気）
馬単票数 計 211797 的中 �� 202（114番人気）
ワイド票数 計 368127 的中 �� 1468（50番人気）�� 3983（25番人気）�� 26307（3番人気）
3連複票数 計 725264 的中 ��� 2923（57番人気）
3連単票数 計 800960 的中 ��� 180（686番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．0―13．0―12．1―12．2―12．5―12．5―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．8―42．8―54．9―1：07．1―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノニキータ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2019．9．21 阪神13着

2017．5．27生 牝3鹿 母 ヴェアリアスローズ 母母 ネ ロ ー リ 5戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 メイジュシンワ号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔発走状況〕 メイジュシンワ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 メイジュシンワ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノライブリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月16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〕 ヴァンタンジェンヌ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月16日まで平地競走に出走で

きない。

02110 2月16日 雨 不良 （2小倉1） 第10日 第2競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走10時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 アーサードライブ 牡3栗 56
53 ▲亀田 温心林 千枝子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 480＋ 81：46．3 29．6�

55 オメガドラゴン 牡3鹿 56 吉田 隼人原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 486＋121：46．83 4．6�
56 ブラックトマホーク 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．12 7．6�
11 リュウノチョッパー 牡3栗 56 丸田 恭介蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 474＋14 〃 クビ 31．4�
68 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56 荻野 極 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 484－10 〃 ハナ 15．8�
811 アイルビーメジャー 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 456± 01：47．2� 131．6	
710 タムロシャイン 牝3芦 54

52 △団野 大成谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 432－ 21：47．3� 34．4

79 メイショウオイワキ 牡3黒鹿 56

54 △斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 476＋ 41：47．93� 2．4�
812	 グラスコックピット 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-

take Iida 456＋ 81：48．64 68．9�
67 ベルラガッツォ 
3鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472± 01：49．02� 4．6
44 ス イ ヨ ウ ビ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士副島 義久氏 高市 圭二 新ひだか 元道牧場 456－ 41：50．9大差 63．7�
22 	 ロイヤルパープル 牡3芦 56

55 ☆西村 淳也ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-
stock Limited 516± 01：51．96 11．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，173，400円 複勝： 34，653，900円 枠連： 8，420，300円
馬連： 37，230，000円 馬単： 20，459，800円 ワイド： 34，108，500円
3連複： 60，462，600円 3連単： 81，663，700円 計： 303，172，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 610円 � 170円 � 230円 枠 連（3－5） 5，640円

馬 連 �� 8，830円 馬 単 �� 17，390円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 3，510円 �� 470円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 144，750円

票 数

単勝票数 計 261734 的中 � 7065（7番人気）
複勝票数 計 346539 的中 � 11512（7番人気）� 65983（2番人気）� 40014（4番人気）
枠連票数 計 84203 的中 （3－5） 1155（16番人気）
馬連票数 計 372300 的中 �� 3265（22番人気）
馬単票数 計 204598 的中 �� 882（46番人気）
ワイド票数 計 341085 的中 �� 3419（23番人気）�� 2365（33番人気）�� 20455（4番人気）
3連複票数 計 604626 的中 ��� 2946（43番人気）
3連単票数 計 816637 的中 ��� 409（343番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．3―12．9―12．9―12．3―12．3―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．3―43．2―56．1―1：08．4―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーサードライブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．9．8 阪神5着

2017．3．24生 牡3栗 母 セトノミッシー 母母 フレンチミステリー 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔騎手変更〕 リュウノチョッパー号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔発走状況〕 マスカテル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ブラックトマホーク号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔その他〕 スイヨウビ号は，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〕 ロイヤルパープル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月16日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スイヨウビ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月16日まで出走できない。

第１回 小倉競馬 第１０日



02111 2月16日 雨 重 （2小倉1） 第10日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 エーティーメジャー 牡3鹿 56 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 484－ 21：12．4 3．8�
612 タッシーエルモ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 452± 0 〃 クビ 32．4�
714 エンジェルティアラ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗 �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 454－ 4 〃 アタマ 14．6�

59 サンデーパームス 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470＋ 21：12．5クビ 6．3�
611 ラファームソルティ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 432± 0 〃 クビ 22．1	
23 ペプチドサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 468± 01：12．71 13．7

12 マテラシオン 牝3黒鹿54 秋山真一郎大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 424－ 4 〃 アタマ 35．5�
817 チンクエテッレ 牝3鹿 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 B400－ 61：12．91� 122．7�
48 フリークボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心吉永 清美氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 466－ 4 〃 クビ 30．5
816 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 406－ 81：13．32� 203．1�
818 シアープレジャー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 406－ 6 〃 ハナ 25．9�
715 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 B432－ 21：13．4� 24．9�
510 ホウオウグラス 牝3鹿 54

52 △斎藤 新小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 41：13．5� 54．2�
47 フェルハール 牝3鹿 54

52 △団野 大成 �シルクレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 436－ 2 〃 クビ 4．6�
35 イトシキオモイ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：13．92� 36．5�
11 キタノマナザシ 牝3青鹿54 黛 弘人北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 464－ 81：14．11� 171．6�
713 ブロウンアウェイ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 430± 01：14．42 101．8�
36 ダウンタウンスピカ 牝3鹿 54 横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 426－ 61：14．93 5．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，573，800円 複勝： 39，155，800円 枠連： 14，388，200円
馬連： 47，501，400円 馬単： 20，889，500円 ワイド： 47，283，700円
3連複： 85，270，000円 3連単： 79，881，100円 計： 362，943，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 210円 � 740円 � 380円 枠 連（2－6） 2，410円

馬 連 �� 7，200円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，240円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 30，420円 3 連 単 ��� 146，610円

票 数

単勝票数 計 285738 的中 � 59030（1番人気）
複勝票数 計 391558 的中 � 58816（2番人気）� 11783（11番人気）� 25682（5番人気）
枠連票数 計 143882 的中 （2－6） 4609（11番人気）
馬連票数 計 475014 的中 �� 5110（26番人気）
馬単票数 計 208895 的中 �� 1235（42番人気）
ワイド票数 計 472837 的中 �� 5943（18番人気）�� 10073（8番人気）�� 1954（67番人気）
3連複票数 計 852700 的中 ��� 2102（100番人気）
3連単票数 計 798811 的中 ��� 395（451番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．4
3 ・（6，14，18）（4，9，16）7（1，5，12，17）（3，11）15（10，8）13－2 4 ・（6，14，18）（4，9，16，17）（1，7，12）（3，5，11）（10，15）（8，2）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーティーメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．11．3 京都2着

2017．3．28生 牡3鹿 母 メルセンヌナンバー 母母 タ イ ト ル ド 6戦1勝 賞金 10，540，000円
〔制裁〕 サンデーパームス号の騎手西村淳也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 オレンジブラウニー号・クサヒバリ号・サクヤコノハナ号・サマープラネット号・ショウナンラクトン号・

ステーションワン号
（非抽選馬） 1頭 ハワーマハル号

02112 2月16日 雨 重 （2小倉1） 第10日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・右）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

68 キングスタイル 牝3黒鹿54 横山 武史廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 402－ 42：06．2 12．9�
710 スターライトジャズ 牝3鹿 54 荻野 極犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 440± 02：06．62� 6．4�
57 シェーンクラート 牡3黒鹿56 木幡 初也金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 22：06．81� 6．5�
813 ラズルダズル 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448－ 22：06．9� 1．9�
33 ブラックヒューマー 牝3黒鹿54 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－10 〃 クビ 15．0	
711 リ ベ ル タ ー 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治山口 敦広氏 松下 武士 新冠 有限会社 大
作ステーブル 488＋ 22：07．32� 24．7


11 ナムライロハ 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 408－ 42：07．61� 66．7�

45 ウィシュカムトゥル 牝3鹿 54
52 △斎藤 新 H.F Association 石橋 守 新ひだか 沖田 忠幸 474－ 42：08．34 7．9�

69 スターズウィッシュ 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 22：09．15 189．5

812 アドマイヤルミナス 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成近藤 旬子氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 414－ 42：10．69 23．6�

44 デルマカーネリアン 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 424＋ 42：10．92 159．6�

56 テイエムプリジャン 牡3栗 56 �島 克駿竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 446＋ 4 〃 クビ 30．5�
22 ジャジャウマ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 424＋ 4 〃 ハナ 137．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，656，300円 複勝： 54，441，700円 枠連： 8，802，800円
馬連： 39，611，400円 馬単： 23，089，200円 ワイド： 33，953，200円
3連複： 60，912，500円 3連単： 87，449，800円 計： 334，916，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 490円 � 310円 � 320円 枠 連（6－7） 3，110円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 10，070円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，350円 �� 730円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 72，620円

票 数

単勝票数 計 266563 的中 � 16480（5番人気）
複勝票数 計 544417 的中 � 27129（5番人気）� 48448（2番人気）� 46733（3番人気）
枠連票数 計 88028 的中 （6－7） 2187（11番人気）
馬連票数 計 396114 的中 �� 6826（12番人気）
馬単票数 計 230892 的中 �� 1719（30番人気）
ワイド票数 計 339532 的中 �� 7608（12番人気）�� 6315（15番人気）�� 12378（7番人気）
3連複票数 計 609125 的中 ��� 4970（31番人気）
3連単票数 計 874498 的中 ��� 873（203番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．5―12．9―13．0―12．8―12．6―12．7―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．1―49．0―1：02．0―1：14．8―1：27．4―1：40．1―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
・（3，11）10（12，13）7，6，9－4（2，5）（8，1）・（3，11）10，13（8，7）（6，9，1）－12－5－4－2

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

勝馬の
紹 介

キングスタイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．1．25 中山9着

2017．3．26生 牝3黒鹿 母 トレノエンジェル 母母 アスクコマンダー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤルミナス号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため団野大成に変更。
〔制裁〕 シェーンクラート号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 スターズウィッシュ号・デルマカーネリアン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月16日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 クレドゥボヌール号（疾病〔右前挫跖〕のため）



02113 2月16日 小雨 不良 （2小倉1） 第10日 第5競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走12時10分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

79 � エンシャントロア 牝4栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 494－ 6 58．1 15．7�

710 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55 古川 吉洋�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 510－ 6 58．2� 2．4�
812 トーホウレジーナ 牝6栗 55

53 △団野 大成東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 490＋ 4 58．3� 12．2�

44 クリノビッグサージ 牝4栗 55
52 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 494－ 8 58．4� 6．2�

11 � プリンセスヨウク 牝6鹿 55
52 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B446－ 2 〃 クビ 26．1	

33 ケイゴールド 牝4青鹿55 柴山 雄一布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 476＋ 6 58．5クビ 73．0

55 トーセンアミ 牝4黒鹿55 吉田 隼人島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 458＋ 4 58．71	 9．1�
22 メイショウゼッケイ 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 410＋ 6 〃 ハナ 15．6
811 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55

53 △斎藤 新松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 466＋16 59．33� 20．5�
68 タ ン レ イ 牝4芦 55 横山 武史佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 446＋12 〃 クビ 49．0�
67 � スティールティアラ 牝4栗 55 黛 弘人菅野 守雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 村上牧場 488－ 2 59．4� 32．2�
56 サンバパレード 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 454－ 2 59．61	 4．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，652，500円 複勝： 43，336，300円 枠連： 10，305，200円
馬連： 45，592，000円 馬単： 26，175，900円 ワイド： 42，958，800円
3連複： 74，722，400円 3連単： 103，798，500円 計： 379，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 420円 � 130円 � 240円 枠 連（7－7） 1，860円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，540円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 44，580円

票 数

単勝票数 計 326525 的中 � 16539（7番人気）
複勝票数 計 433363 的中 � 19227（8番人気）� 129111（1番人気）� 39620（4番人気）
枠連票数 計 103052 的中 （7－7） 4280（7番人気）
馬連票数 計 455920 的中 �� 16490（6番人気）
馬単票数 計 261759 的中 �� 3837（15番人気）
ワイド票数 計 429588 的中 �� 12573（10番人気）�� 4004（35番人気）�� 30311（3番人気）
3連複票数 計 747224 的中 ��� 10563（20番人気）
3連単票数 計1037985 的中 ��� 1688（149番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―34．0―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エンシャントロア �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Maria’s Mon

2016．4．30生 牝4栗 母 エンシャントアーツ 母母 エンシャントゴールド 7戦1勝 賞金 12，050，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トーセンアミ号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

02114 2月16日 小雨 重 （2小倉1） 第10日 第6競走 ��
��2，600�4歳以上1勝クラス

発走12時40分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

56 ツクバソヴァール 牡4黒鹿56 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 490－ 42：46．7 5．8�
710� ピエナアラシ 牡6鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 482＋ 42：47．33	 2．4�
812 ト ゥ ア レ グ 牡4鹿 56 吉田 隼人諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：47．51	 64．8�
79 サダムラピュタ 牡5黒鹿57 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B472－ 62：47．92	 4．9�
68 オーデットエール 
5鹿 57 西田雄一郎中村 昭博氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム 476＋ 22：49．17 62．1�
67 クリエイトザライフ 
4栗 56

55 ☆西村 淳也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 470－ 42：49．31 30．1�
11 マ ナ ロ ー ラ 牝6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 480＋30 〃 ハナ 25．2	
44 � スターオブジーン 牡4鹿 56

53 ▲三津谷隼人光安 了氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 374－ 22：49．72	 40．2

811 ロビンズソング 
5黒鹿57 横山 武史吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B524－ 22：49．8クビ 9．4�
22 コスモレリア 牡5栗 57

55 △斎藤 新 �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 472± 02：49．9	 19．2
55 ローゼンリッター 牡4栗 56

54 △団野 大成�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 530－123：27．0大差 16．1�
33 ディーグランデ 
6鹿 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 458－ 4 （競走中止） 8．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，299，300円 複勝： 33，134，600円 枠連： 9，178，000円
馬連： 36，594，400円 馬単： 19，080，200円 ワイド： 34，258，100円
3連複： 58，938，700円 3連単： 74，831，200円 計： 291，314，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 140円 � 1，330円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，590円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 42，750円

票 数

単勝票数 計 252993 的中 � 34747（3番人気）
複勝票数 計 331346 的中 � 37593（4番人気）� 87673（1番人気）� 4304（12番人気）
枠連票数 計 91780 的中 （5－7） 14283（1番人気）
馬連票数 計 365944 的中 �� 31103（2番人気）
馬単票数 計 190802 的中 �� 5736（7番人気）
ワイド票数 計 342581 的中 �� 30752（2番人気）�� 2240（43番人気）�� 4419（24番人気）
3連複票数 計 589387 的中 ��� 4248（37番人気）
3連単票数 計 748312 的中 ��� 1269（143番人気）

ハロンタイム 13．1―12．6―12．7―12．5―12．5―13．6―13．9―13．1―12．8―12．4―12．4―12．3―12．8

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�
13．1―25．7―38．4―50．9―1：03．4―1：17．0―1：30．9―1：44．0―1：56．8―2：09．2―2：21．6―2：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバソヴァール �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．6．17 東京11着

2016．3．14生 牡4黒鹿 母 リリーオブザナイル 母母 メ サ イ ア 20戦2勝 賞金 24，329，000円
〔競走中止〕 ディーグランデ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 ローゼンリッター号は，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。
〔その他〕 ローゼンリッター号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



02115 2月16日 曇 重 （2小倉1） 第10日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

22 ゲンティアナ 牝4鹿 54
53 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 426－ 22：06．3 6．8�

812 デサフィアンテ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 15．7�
813 エリンズロマーネ 牝5栗 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 2．9�
69 � レッドフィオナ 牝5芦 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 456＋142：06．4� 9．6�
57 ハートウォーミング 牝4青鹿54 古川 吉洋ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 42：06．5クビ 5．4	
56 マイエンフェルト 牝4鹿 54

52 △団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442－ 62：06．82 6．1

710 レッドアクトレス 牝4栗 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 420－ 42：07．54 29．3�
45 クラヴィーア 牝4栗 54

52 △斎藤 新�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 22：07．6クビ 27．1�

711 ショウナンハルラ 牝4鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 424＋ 62：07．7� 34．1
44 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿54 黛 弘人 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 82：08．23 13．6�
33 � ハッピークラッカー 牝4芦 54 荻野 極�下河辺牧場 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 480－212：08．41 21．0�
68 � アイファーキャノン 牝4鹿 54 水口 優也中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 406－ 2 〃 クビ 218．0�
11 アキノコマチ 牝4鹿 54 丹内 祐次穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 418－ 42：09．35 48．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，603，900円 複勝： 38，727，700円 枠連： 11，290，300円
馬連： 40，742，000円 馬単： 19，867，400円 ワイド： 37，954，200円
3連複： 62，637，800円 3連単： 75，318，600円 計： 313，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 380円 � 140円 枠 連（2－8） 1，200円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 560円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 266039 的中 � 31065（4番人気）
複勝票数 計 387277 的中 � 42269（4番人気）� 20329（7番人気）� 91407（1番人気）
枠連票数 計 112903 的中 （2－8） 7276（4番人気）
馬連票数 計 407420 的中 �� 6869（20番人気）
馬単票数 計 198674 的中 �� 2010（29番人気）
ワイド票数 計 379542 的中 �� 6415（16番人気）�� 18222（3番人気）�� 12892（7番人気）
3連複票数 計 626378 的中 ��� 10168（10番人気）
3連単票数 計 753186 的中 ��� 1785（84番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―13．2―12．7―12．7―12．7―12．6―12．9―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―36．4―49．6―1：02．3―1：15．0―1：27．7―1：40．3―1：53．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
10－6，2（1，3，9）4（8，7）11，5，13－12
6（10，2）7（8，1，9，11）（5，4，13）12，3

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

勝馬の
紹 介

ゲンティアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2018．10．8 京都6着

2016．4．19生 牝4鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 10戦2勝 賞金 13，600，000円
〔騎手変更〕 ミチビキ号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔制裁〕 エリンズロマーネ号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02116 2月16日 曇 重 （2小倉1） 第10日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

814� ルールダーマ 牡5栗 57
54 ▲亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 480－ 21：11．8 5．0�

712 オメガハートクィン 牝4黒鹿 55
54 ☆西村 淳也原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440＋ 21：11．9� 14．6�

813 ドゥモワゼル 牝6鹿 55
52 ▲山田 敬士小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 468－ 4 〃 クビ 73．0�

57 シエルブラン 牝6栗 55 木幡 初也金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 462－ 21：12．0� 8．8�
34 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿55 横山 武史 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：12．1クビ 5．9�
22 イリスファルコン 牝6鹿 55 吉田 隼人菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 420－ 4 〃 クビ 13．5	
58 ロードイヒラニ 牡5青鹿57 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 476± 01：12．2クビ 4．5

610� フレンチイデアル 牡7鹿 57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 490－ 6 〃 ハナ 11．6�
711 ロカマドール 牝4鹿 55 丹内 祐次中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 442－10 〃 アタマ 16．4�
45 ファクトゥーラ 牝4黒鹿 55

53 △斎藤 新 キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B460＋ 4 〃 クビ 12．8�

69 ポルボローネ 牝8栗 55 藤懸 貴志小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 440＋ 4 〃 ハナ 28．4�
46 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：12．41 18．0�
33 レッドパラス 牝4芦 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 17．5�
11 ウ ー マ ッ ハ 牝6鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 480－ 41：13．03� 43．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，641，800円 複勝： 37，650，600円 枠連： 13，091，200円
馬連： 52，947，000円 馬単： 23，309，300円 ワイド： 45，415，300円
3連複： 93，347，100円 3連単： 99，389，700円 計： 391，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 480円 � 1，950円 枠 連（7－8） 1，920円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 6，090円 �� 9，670円

3 連 複 ��� 58，000円 3 連 単 ��� 292，910円

票 数

単勝票数 計 266418 的中 � 42573（2番人気）
複勝票数 計 376506 的中 � 66931（1番人気）� 18698（9番人気）� 4087（14番人気）
枠連票数 計 130912 的中 （7－8） 5278（9番人気）
馬連票数 計 529470 的中 �� 7949（21番人気）
馬単票数 計 233093 的中 �� 2030（32番人気）
ワイド票数 計 454153 的中 �� 6493（24番人気）�� 1909（67番人気）�� 1196（77番人気）
3連複票数 計 933471 的中 ��� 1207（209番人気）
3連単票数 計 993897 的中 ��� 246（1089番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ルールダーマ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロライアン

2015．4．21生 牡5栗 母 アマートベン 母母 スマートギニー 14戦1勝 賞金 18，450，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 イリスファルコン号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。



02117 2月16日 曇 不良 （2小倉1） 第10日 第9競走 ��
��1，700�4歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

814 ヒュミドール �4鹿 56 菱田 裕二�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 470－ 21：44．9 6．4�
58 	 シーオブセレニティ �5黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 6 〃 クビ 9．7�
813 ヴィーヴァバッカス 牡5栗 57

55 △斎藤 新芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド 474＋ 41：45．0クビ 4．2�
45 グッドヘルスバイオ 牡4芦 56

55 ☆西村 淳也バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 478＋ 61：45．42
 6．2�
711	 グランデラムジー 牡4黒鹿56 高倉 稜 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 466－ 2 〃 ハナ 5．5	
69 ハイエストクイーン 牝5黒鹿 55

53 △団野 大成山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 484－ 61：45．61 36．5

57 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B500± 01：45．7� 5．2�
33 タニノシェクハンド 牡4栗 56

53 ▲亀田 温心谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 482＋ 61：46．33
 38．7�
11 クラウドスケープ 牡4黒鹿56 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 478＋ 4 〃 アタマ 20．4
46 	 ブロッコリー 牡5鹿 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：46．51
 12．0�
610	 スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 538± 01：47．13
 184．1�
34 	 ディレットーレ �6黒鹿 57

56 ☆川又 賢治米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋101：47．42 54．9�

712 ボーイズオブサマー 牡4栗 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 516± 01：47．61
 90．2�

22 ラバストーン 牡4鹿 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 478± 01：48．23
 131．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，733，500円 複勝： 42，938，800円 枠連： 16，161，100円
馬連： 53，881，200円 馬単： 24，660，800円 ワイド： 46，981，600円
3連複： 86，319，200円 3連単： 105，150，900円 計： 403，827，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 290円 � 190円 枠 連（5－8） 510円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 660円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 35，800円

票 数

単勝票数 計 277335 的中 � 34519（5番人気）
複勝票数 計 429388 的中 � 40618（5番人気）� 35640（6番人気）� 65068（2番人気）
枠連票数 計 161611 的中 （5－8） 24187（1番人気）
馬連票数 計 538812 的中 �� 9587（19番人気）
馬単票数 計 246608 的中 �� 2537（38番人気）
ワイド票数 計 469816 的中 �� 7623（25番人気）�� 19041（7番人気）�� 12048（11番人気）
3連複票数 計 863192 的中 ��� 10328（25番人気）
3連単票数 計1051509 的中 ��� 2129（146番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．6―13．0―12．4―12．0―12．5―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．5―42．5―54．9―1：06．9―1：19．4―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．0
1
3
・（7，8）11（4，5）6－（1，9，14）－13，10，2，3－12
7，8，11（4，5，6）（1，9）14，13－（10，3）2－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒュミドール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．1．13 京都12着

2016．3．26生 �4鹿 母 アヴェクトワ 母母 キストゥヘヴン 8戦2勝 賞金 14，450，000円
〔騎手変更〕 ハイエストクイーン号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため団野大成に変更。

02118 2月16日 曇 重 （2小倉1） 第10日 第10競走 ��
��1，800�

げ ん か い

玄 海 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．2．9以降2．2．9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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

611 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 55 勝浦 正樹広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 482＋ 41：51．7 14．1�
35 ダディーズトリップ 牡4青 55 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 452± 01：51．91� 3．5�
11 ギ ル マ 牡4鹿 53 荻野 極杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 496＋ 61：52．0� 74．1�
815 ワンダーコノシュア 牡4黒鹿53 横山 武史山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 492± 01：52．1� 48．7�
48 ルックスマート 牡5鹿 55 丸田 恭介平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 478－ 81：52．41� 32．9�
47 コ パ カ テ ィ 牝4鹿 53 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：52．61 7．3

816 アルファライズ 牝4青鹿52 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 446－ 21：52．7� 21．8�
510 ノーブルアース 牝5黒鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472± 0 〃 ハナ 24．9�
612 ジャーミネイト 牡6鹿 55 秋山真一郎 	社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：52．8� 27．0
23 シュバルツボンバー 牡5鹿 55 吉田 隼人	桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 530＋121：53．11� 11．6�
12 プレイヤーサムソン 牡7鹿 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 474－ 2 〃 アタマ 85．3�
714 ラクローチェ 牡4鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 470＋101：53．2� 12．3�
24 アグネスリバティ 牡7黒鹿56 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494＋ 6 〃 ハナ 12．0�
713 ナ リ ス 牝4鹿 52 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 466＋ 81：53．41
 4．1�
59 レッドアルジーヌ 牝5芦 52 �島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 454－ 41：53．5� 54．0�
36 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 54 川又 賢治 	サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：53．71 19．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，000，900円 複勝： 62，532，600円 枠連： 24，655，500円
馬連： 84，385，800円 馬単： 35，910，300円 ワイド： 75，432，200円
3連複： 149，495，700円 3連単： 163，792，900円 計： 638，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 360円 � 170円 � 1，540円 枠 連（3－6） 1，340円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 970円 �� 10，680円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 50，520円 3 連 単 ��� 280，730円

票 数

単勝票数 計 420009 的中 � 23779（7番人気）
複勝票数 計 625326 的中 � 42315（5番人気）� 121731（1番人気）� 8262（16番人気）
枠連票数 計 246555 的中 （3－6） 14228（7番人気）
馬連票数 計 843858 的中 �� 26034（4番人気）
馬単票数 計 359103 的中 �� 4154（19番人気）
ワイド票数 計 754322 的中 �� 20978（6番人気）�� 1771（94番人気）�� 4139（58番人気）
3連複票数 計1494957 的中 ��� 2219（170番人気）
3連単票数 計1637929 的中 ��� 423（914番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．6―12．3―12．2―12．4―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．5―49．8―1：02．0―1：14．4―1：26．7―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ オ ー モ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．3．13 阪神1着

2013．5．8生 牡7鹿 母 アスクコマンダー 母母 エイブルカグラ 15戦3勝 賞金 44，600，000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） 2頭 スズカヴァンガード号・ペガーズ号



02119 2月16日 曇 重 （2小倉1） 第10日 第11競走 ��
��1，200�

きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

48 	 シ ヴ ァ ー ジ 牡5栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B500＋ 41：10．0 2．8�

510
 メイショウキョウジ 牡5鹿 56 松若 風馬松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 486＋ 61：10．1� 6．3�
816 イエローマリンバ 牝5青鹿54 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 446－ 2 〃 クビ 51．7�
23 トゥラヴェスーラ 牡5鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482－ 61：10．31 26．0�
714 ジョーカナチャン 牝5鹿 54 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 454－10 〃 ハナ 9．3�
815 アルマエルナト �9栗 56 丹内 祐次コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 470－101：10．4クビ 23．4	
817 ミラアイトーン 牡6青鹿57 吉田 隼人島川 
哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 544＋ 81：10．61� 8．0�
611 ア ン ヴ ァ ル 牝5鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：10．81 5．9
24 ダイシンバルカン 牡8鹿 56 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 61：11．01� 54．1�
11 エ ス タ ー テ 牝5鹿 54 丸田 恭介グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426± 01：11．21 36．8�
59 パーリオミノル 牝7鹿 54 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：11．52 118．2�
36 メイソンジュニア 牡6鹿 56 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 492± 01：11．6� 18．9�
47 	 シャドウノエル 牝5黒鹿54 中谷 雄太飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 468± 01：11．8� 62．1�
12 ニシノラッシュ 牡8鹿 56 団野 大成西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 490＋ 21：11．9� 47．3�
612 エンゲルヘン 牝6栗 54 横山 武史 �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 472－ 41：12．32� 14．9�
713 メイショウカズヒメ 牝6鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 494－101：12．4� 47．9�
35 ビップライブリー 牡7栗 58 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：13．14 114．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 79，446，900円 複勝： 110，292，500円 枠連： 56，743，900円
馬連： 256，703，700円 馬単： 95，031，900円 ワイド： 164，006，100円
3連複： 459，418，700円 3連単： 557，704，900円 計： 1，779，348，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 200円 � 860円 枠 連（4－5） 970円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，760円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 16，070円 3 連 単 ��� 48，820円

票 数

単勝票数 計 794469 的中 � 223443（1番人気）
複勝票数 計1102925 的中 � 249600（1番人気）� 146355（2番人気）� 23297（12番人気）
枠連票数 計 567439 的中 （4－5） 44948（2番人気）
馬連票数 計2567037 的中 �� 197529（1番人気）
馬単票数 計 950319 的中 �� 47943（1番人気）
ワイド票数 計1640061 的中 �� 99594（1番人気）�� 14550（32番人気）�� 9662（46番人気）
3連複票数 計4594187 的中 ��� 21440（47番人気）
3連単票数 計5577049 的中 ��� 8281（132番人気）

ハロンタイム 11．6―10．8―11．3―11．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．4―33．7―45．3―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	シ ヴ ァ ー ジ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2018．1．27 京都1着

2015．3．27生 牡5栗 母 Indian Bay 母母 Buy the Barrel 16戦5勝 賞金 121，332，000円
〔騎手変更〕 トゥラヴェスーラ号の騎手藤田菜七子は，第9日第5競走での落馬負傷のため�島克駿に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップライブリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月16日まで平地競

走に出走できない。

02120 2月16日 曇 重 （2小倉1） 第10日 第12競走 ��2，000�
か ら と

唐 戸 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス（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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

89 アーデントリー 牡4鹿 56 吉田 隼人巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 448＋ 42：05．4 4．1�
810� ジンゴイスト 牡5青鹿57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B506＋18 〃 アタマ 3．3�
78 � ソルフェージュ 牡5鹿 57 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 42：05．93 32．4�
66 � ラストプライドワン 牡6黒鹿57 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 466－ 62：06．0クビ 113．0�
55 マイネルエキサイト 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 486＋ 2 〃 アタマ 11．0	
11 ポベーダテソーロ 牡4鹿 56 西田雄一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 482± 0 〃 ハナ 17．8

33 ウレキサイト 牡4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 500－102：06．74 2．7�
44 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 藤岡 康太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472± 0 〃 ハナ 8．8�
22 � レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 426－ 22：07．02 59．8
77 � ブラックデビル 牡5鹿 57 西村 淳也岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 462－ 82：08．610 43．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，541，700円 複勝： 41，982，800円 枠連： 20，692，800円
馬連： 80，229，700円 馬単： 41，427，900円 ワイド： 55，967，500円
3連複： 121，031，000円 3連単： 210，105，900円 計： 612，979，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 160円 � 620円 枠 連（8－8） 690円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，340円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 22，390円

票 数

単勝票数 計 415417 的中 � 80886（3番人気）
複勝票数 計 419828 的中 � 74444（3番人気）� 83209（2番人気）� 12145（8番人気）
枠連票数 計 206928 的中 （8－8） 22991（2番人気）
馬連票数 計 802297 的中 �� 89529（3番人気）
馬単票数 計 414279 的中 �� 19481（6番人気）
ワイド票数 計 559675 的中 �� 49235（3番人気）�� 9993（16番人気）�� 9409（17番人気）
3連複票数 計1210310 的中 ��� 15183（19番人気）
3連単票数 計2101059 的中 ��� 6803（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．1―50．1―1：02．6―1：15．2―1：27．8―1：40．0―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーデントリー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．7．29 小倉1着

2016．3．28生 牡4鹿 母 パ リ ュ ー ル 母母 パリスセイリュウ 20戦2勝 賞金 44，744，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（2小倉1）第10日 2月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 167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

203，080，000円
6，040，000円
21，130，000円
1，560，000円
23，680，000円
67，019，000円
4，592，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
405，995，600円
571，907，300円
205，587，800円
818，741，400円
371，081，900円
655，131，900円
1，385，082，100円
1，719，183，200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 6，132，711，200円

総入場人員 9，451名 （有料入場人員 8，586名）
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