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単勝
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02025 1月25日 曇 重 （2小倉1） 第3日 第1競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走9時50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
56．9
56．9

重
重

711� イ ッ シ ン 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff
Farm 552－ 2 57．9 3．1�

45 レディオタイムズ 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 484－10 59．28 2．8�

46 キョウエイリヴァル 牡3鹿 56 菱田 裕二田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 468－ 6 59．41	 6．0�
22 ディーカラーズ 牡3栗 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 ハナ 14．3�
813 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 444－ 6 〃 ハナ 58．3�
34 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＋ 4 〃 クビ 33．6�
11 フェールアシュバル 牝3栗 54

51 ▲団野 大成	日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 462－ 4 59．5
 7．4

610 プリンスオブジオン 牡3青鹿56 佐藤 友則萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 422－12 59．6クビ 39．8�

（笠松）

69 キタノマナザシ 牝3青鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 472＋14 59．81
 58．1�
33 ミキノエイトビート 牝3鹿 54 柴山 雄一谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 432－ 4 59．9
 29．3
712 アンブローニュ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：00．0
 27．9�

58 キタノシャンティ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 484－ 2 〃 ハナ 88．2�

57 エイシンパワフル 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 436－101：00．42
 92．1�
814 トーセンシーバス 牡3黒鹿 56

54 △斎藤 新島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 438＋ 21：00．82
 33．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，822，100円 複勝： 36，524，500円 枠連： 8，874，500円
馬連： 40，177，200円 馬単： 20，669，400円 ワイド： 36，094，200円
3連複： 67，331，200円 3連単： 78，746，400円 計： 310，239，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 310円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 218221 的中 � 55774（2番人気）
複勝票数 計 365245 的中 � 79981（2番人気）� 106744（1番人気）� 50343（3番人気）
枠連票数 計 88745 的中 （4－7） 22160（1番人気）
馬連票数 計 401772 的中 �� 66454（1番人気）
馬単票数 計 206694 的中 �� 16764（1番人気）
ワイド票数 計 360942 的中 �� 56445（1番人気）�� 24834（2番人気）�� 23936（3番人気）
3連複票数 計 673312 的中 ��� 49874（1番人気）
3連単票数 計 787464 的中 ��� 16519（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．3―46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．1
3 ・（11，5）13（1，2，14）10（4，9）（6，12）（7，8）－3 4 ・（11，5）（1，13）2（4，10，14，9）（7，6）（8，12）3

勝馬の
紹 介

�イ ッ シ ン �
�
父 Take Charge Indy �

�
母父 Closing Argument デビュー 2019．12．14 阪神3着

2017．3．7生 牡3鹿 母 Appealing Stella 母母 Rucielo 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カツノセヴンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02026 1月25日 曇 重 （2小倉1） 第3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

67 フ ィ ロ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 452± 01：45．2 3．7�
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 472－ 81：45．3� 3．6�
78 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 474－ 81：45．62 6．0�
33 ネオボーゲン 牡3鹿 56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 428＋ 21：45．91� 12．8�
810 ノーブルフェアリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 464－101：47．07 243．7�
11 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 クビ 9．7

22 ルヴァンギラ 牡3青鹿 56

54 ◇藤田菜七子辻 高史氏 松田 国英 浦河 有限会社
吉田ファーム 534－ 41：47．21 3．3�

55 トレボウソレイユ 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 444－ 61：47．41� 33．5�

811 アースライザー 	3栗 56 藤岡 佑介 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 474－101：47．93 44．6

44 ココアブラウン 牡3栗 56 田中 健松田 整二氏 荒川 義之 日高 野島牧場 456± 01：48．11� 145．4�
66 ブルベアミリオン 牡3栗 56 
島 克駿 	ブルアンドベア 川村 禎彦 浦河 中山牧場 492－ 41：51．3大差 205．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，775，000円 複勝： 30，576，400円 枠連： 6，037，200円
馬連： 30，352，200円 馬単： 16，930，400円 ワイド： 24，210，800円
3連複： 44，489，800円 3連単： 63，199，600円 計： 235，571，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 197750 的中 � 41871（3番人気）
複勝票数 計 305764 的中 � 48627（3番人気）� 64323（2番人気）� 45313（4番人気）
枠連票数 計 60372 的中 （6－7） 10271（2番人気）
馬連票数 計 303522 的中 �� 34429（1番人気）
馬単票数 計 169304 的中 �� 8931（3番人気）
ワイド票数 計 242108 的中 �� 21248（2番人気）�� 16559（5番人気）�� 17685（4番人気）
3連複票数 計 444898 的中 ��� 33047（2番人気）
3連単票数 計 631996 的中 ��� 9056（9番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．2―13．1―12．4―12．0―12．0―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．4―43．5―55．9―1：07．9―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ィ ロ ス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ツルマルボーイ デビュー 2019．6．22 函館6着

2017．4．7生 牝3鹿 母 エ コ パ ン 母母 サンデーファスト 6戦1勝 賞金 9，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアミリオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平地競

走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第３日



02027 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

612 リッチクレマチス 牝3青 54
51 ▲山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 440± 01：09．9 9．9�

12 シャイニールミナス 牝3鹿 54 横山 武史田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 452＋ 41：10．11� 24．0�
11 テンジュイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 428＋ 21：10．52� 9．9�
35 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 438－141：10．71� 4．9�
59 リオマッジョーレ 牝3栗 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 438＋ 4 〃 ハナ 130．6	
713 サフランフラワー 牝3黒鹿54 黛 弘人海原 聖一氏 古賀 史生 平取 高橋 啓 428－ 2 〃 クビ 210．8

36 マイレリーフ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 420－101：11．12� 9．5�
48 ディーバダンス 牝3鹿 54

52 △斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 446± 01：11．41� 29．9�
817 ポーカークイーン 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也�三嶋牧場 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 432＋ 6 〃 クビ 9．3
23 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＋ 41：11．5クビ 23．0�
815 タッシーアンジェラ 牝3栗 54 酒井 学吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 470－ 4 〃 クビ 104．5�
47 メモリアルクイーン 牝3栗 54 秋山真一郎水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 420－18 〃 アタマ 34．9�
714 エ ン レ イ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 452－ 61：11．6� 334．8�
816 シュシュダムール 牝3栗 54 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 434＋121：12．02� 71．2�
24 ゴープラチナム 牝3芦 54 藤岡 佑介前田 剛氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 432－ 61：12．31� 2．3�
510 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 406－ 61：12．51� 263．7�
611 ハナノルージュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 432＋ 21：14．6大差 64．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，038，700円 複勝： 38，187，900円 枠連： 11，390，400円
馬連： 39，113，400円 馬単： 18，343，000円 ワイド： 38，170，600円
3連複： 65，210，900円 3連単： 69，812，500円 計： 307，267，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 530円 � 290円 枠 連（1－6） 2，730円

馬 連 �� 7，280円 馬 単 �� 12，460円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 1，420円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 20，540円 3 連 単 ��� 109，310円

票 数

単勝票数 計 270387 的中 � 21735（6番人気）
複勝票数 計 381879 的中 � 35796（4番人気）� 17195（7番人気）� 35741（5番人気）
枠連票数 計 113904 的中 （1－6） 3232（12番人気）
馬連票数 計 391134 的中 �� 4159（25番人気）
馬単票数 計 183430 的中 �� 1104（41番人気）
ワイド票数 計 381706 的中 �� 3531（31番人気）�� 7006（14番人気）�� 4844（24番人気）
3連複票数 計 652109 的中 ��� 2380（61番人気）
3連単票数 計 698125 的中 ��� 463（343番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．2―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．2―45．1―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッチクレマチス �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2019．9．15 中山6着

2017．2．28生 牝3青 母 グリーンモネ 母母 グリーンオリーヴ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 マイレリーフ号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナノルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平地競

走に出走できない。

02028 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時20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
1：44．1
1：43．9

良
良

56 � アイロンワークス 牡3鹿 56 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-
ley Stud 474－ 21：50．8 1．9�

11 � サマーエモーション 牝3鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin 430－181：52．07 3．6�
57 スマートアリエル 牝3黒鹿54 藤岡 康太大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 456－ 41：52．63� 6．1�
710 マイネルアイガテ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 530－ 81：52．7	 14．3�
711 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 438± 01：52．8� 24．3�
813 パラティーノヒル 牝3栗 54 荻野 極吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋ 41：53．12 13．8	
69 ウインクランベリー 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 400－ 2 〃 ハナ 74．6

33 ビ ッ ク マ ム 牝3芦 54

53 ☆西村 淳也�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 B454－14 〃 クビ 79．8�
68 ショウナンサモン 牡3栗 56

53 ▲団野 大成国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 490－ 21：53．42 110．5�
812� ジャスパージャガー 牡3栗 56 佐藤 友則加藤 和夫氏 森 秀行 米 Relentless

Racing 522＋241：53．5クビ 19．8
（笠松）

45 ニシノコードブルー 牡3青鹿 56
53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 460＋121：53．6	 121．7�

22 トキノハヤテ 牡3鹿 56 菱田 裕二田畑 富子氏 大根田裕之 浦河 秋場牧場 470－ 21：53．7クビ 135．0�
44 ソレユケタケコ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 468＋101：53．91� 366．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，353，800円 複勝： 29，994，400円 枠連： 9，693，900円
馬連： 34，898，900円 馬単： 18，749，100円 ワイド： 30，284，100円
3連複： 50，912，700円 3連単： 70，068，700円 計： 270，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－5） 320円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 350円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，140円

票 数

単勝票数 計 263538 的中 � 110839（1番人気）
複勝票数 計 299944 的中 � 92287（1番人気）� 47325（3番人気）� 48717（2番人気）
枠連票数 計 96939 的中 （1－5） 23132（1番人気）
馬連票数 計 348989 的中 �� 93309（1番人気）
馬単票数 計 187491 的中 �� 24175（1番人気）
ワイド票数 計 302841 的中 �� 56452（1番人気）�� 29212（2番人気）�� 18605（4番人気）
3連複票数 計 509127 的中 ��� 57740（1番人気）
3連単票数 計 700687 的中 ��� 23653（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―12．3―12．0―12．2―12．5―12．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．0―49．3―1：01．3―1：13．5―1：26．0―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アイロンワークス �
�
父 Mastercraftsman �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2019．8．18 新潟11着

2017．3．21生 牡3鹿 母 Nantyglo 母母 Bright Halo 6戦1勝 賞金 6，900，000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。



02029 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時10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
1：56．9
1：56．1

良
良

11 ザ ン パ ー タ 牡3鹿 56 黛 弘人山口 裕介氏 田中 博康 平取 船越 伸也 436＋ 62：04．1 12．1�
88 サトノエスペランサ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512＋22 〃 クビ 3．4�
77 コンカルノー 牝3鹿 54 杉原 誠人中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 440－ 82：04．52� 20．4�
22 チャオコーリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 394－ 62：05．67 33．9�
66 ハイパーステージ 牡3芦 56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 434－ 22：05．91� 31．4	

（笠松）

33 ヴァランセカズマ 牡3鹿 56 �島 克駿合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 浦河小林牧場 500－ 62：06．11� 141．9

89 ク レ ア ー レ 牡3鹿 56 横山 武史池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 458＋ 62：06．52� 3．2�
44 アドマイヤミモザ 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－102：06．81� 2．6�
55 グラマラスマリー 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム B480－ 42：08．07 15．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，522，200円 複勝： 34，460，100円 枠連： 7，354，000円
馬連： 33，275，200円 馬単： 22，058，600円 ワイド： 32，436，600円
3連複： 53，127，000円 3連単： 96，687，900円 計： 309，921，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 170円 � 480円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，610円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 50，240円

票 数

単勝票数 計 305222 的中 � 20174（4番人気）
複勝票数 計 344601 的中 � 31641（4番人気）� 63272（3番人気）� 15384（6番人気）
枠連票数 計 73540 的中 （1－8） 6437（3番人気）
馬連票数 計 332752 的中 �� 12466（6番人気）
馬単票数 計 220586 的中 �� 3002（19番人気）
ワイド票数 計 324366 的中 �� 14628（6番人気）�� 4978（19番人気）�� 8179（10番人気）
3連複票数 計 531270 的中 ��� 5317（23番人気）
3連単票数 計 966879 的中 ��� 1395（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．0―48．6―1：01．0―1：13．5―1：26．1―1：38．7―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ ン パ ー タ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．6．22 東京8着

2017．4．12生 牡3鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 5戦1勝 賞金 5，850，000円
〔制裁〕 ザンパータ号の騎手黛弘人は，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。

02030 1月25日 曇 重 （2小倉1） 第3日 第6競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

68 タガノハツコイ 牝4栗 54
51 ▲亀田 温心八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 21：45．1 51．0�
79 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 482＋ 2 〃 クビ 14．0�

22 ミンネザング 牝6鹿 55 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490－ 61：45．2クビ 7．2�

33 ル ー ア ン 牝4芦 54 藤岡 康太下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 480－ 41：45．3� 3．5�
55 � チビノヴァルタン 牝7鹿 55

53 ◇藤田菜七子梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B456＋ 6 〃 クビ 5．0�
710� クイーンズトゥルー 牝5黒鹿 55

54 ☆西村 淳也 �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 428－ 21：45．51� 11．3	

11 ジュリアヴィーナス 牝4鹿 54
51 ▲団野 大成小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 482－141：45．6クビ 5．7


44 デルマシャンパン 牝5黒鹿55 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 462－141：45．81� 28．8�
56 エリーキャナル 牝4栗 54

52 △斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 492－ 61：45．9	 4．8�
67 クリノクルミチャン 牝4芦 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 482＋ 81：46．21� 163．7
812 アレグレモエティー 牝4芦 54 
島 克駿斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 464－ 41：46．3� 39．8�
811 マリノオークション 牝4黒鹿54 丹内 祐次矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 482± 01：47．36 104．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，289，600円 複勝： 34，640，300円 枠連： 7，922，400円
馬連： 32，923，000円 馬単： 16，436，500円 ワイド： 28，899，300円
3連複： 49，593，300円 3連単： 60，863，500円 計： 255，567，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，100円 複 勝 � 1，520円 � 380円 � 230円 枠 連（6－7） 6，010円

馬 連 �� 27，020円 馬 単 �� 61，630円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 4，570円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 47，990円 3 連 単 ��� 513，090円

票 数

単勝票数 計 242896 的中 � 3805（10番人気）
複勝票数 計 346403 的中 � 4990（10番人気）� 23972（7番人気）� 47481（4番人気）
枠連票数 計 79224 的中 （6－7） 1021（20番人気）
馬連票数 計 329230 的中 �� 944（45番人気）
馬単票数 計 164365 的中 �� 200（97番人気）
ワイド票数 計 288993 的中 �� 1501（41番人気）�� 1608（39番人気）�� 6234（17番人気）
3連複票数 計 495933 的中 ��� 775（110番人気）
3連単票数 計 608635 的中 ��� 86（782番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．6―12．2―12．1―12．3―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―42．9―55．1―1：07．2―1：19．5―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―3F37．9
1
3
6，11（1，9）5－2，8，4，10（3，12）－7
6，11（1，9）（5，8）（4，2，10）3，12＝7

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

勝馬の
紹 介

タガノハツコイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．2．16 京都2着

2016．4．15生 牝4栗 母 タガノジョイナー 母母 タガノチャーリーズ 7戦1勝 賞金 14，000，000円
［他本会外：1戦1勝］



02031 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000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

24 トモジャファイブ 牡4鹿 56 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 502－ 41：10．0 82．0�
815 タガノカルラ 牡4鹿 56 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 61：10．1� 32．1�
816 ガ イ セ ン 牡4鹿 56 丹内 祐次中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 440＋ 81：10．31 16．6�
48 エイシンゾーン 牝4鹿 54

53 ☆西村 淳也�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 440＋ 61：10．4� 2．9�
23 クルークヴァール 牡5鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B482＋10 〃 アタマ 9．4�
47 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 4．8	
611	 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± 01：10．72 49．4

612	 ボ ナ セ ー ラ 牡4鹿 56

53 ▲団野 大成山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B458－ 21：10．91 7．4�
59 メイショウベルボン 牝6栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458－ 41：11．0� 21．5�
35 ミーティアトレイル 牡5芦 57 中谷 雄太 キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B466－ 4 〃 クビ 31．2�
713 タケデンサンダー 牡6栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 480－ 61：11．21
 103．9�
36 チ ャ ピ 牝4黒鹿54 荻野 極加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 458＋ 21：11．3� 124．9�
12 メイショウオニテ 牡4青鹿 56

54 △斎藤 新松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋14 〃 クビ 7．2�
510	 トーセンダイヤ 牝4栗 54

51 ▲小林 凌大島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 442± 01：11．4クビ 299．9�

11 ト ラ ン プ 牡5鹿 57
54 ▲山田 敬士大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 464＋141：11．5� 15．7�

714 グラドゥアーレ 牡6栗 57 柴山 雄一 シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 486± 01：11．82 25．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，558，300円 複勝： 39，975，500円 枠連： 13，745，600円
馬連： 45，096，800円 馬単： 20，895，600円 ワイド： 43，120，500円
3連複： 72，532，000円 3連単： 80，642，300円 計： 343，566，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，200円 複 勝 � 1，960円 � 800円 � 540円 枠 連（2－8） 3，900円

馬 連 �� 55，830円 馬 単 �� 128，450円

ワ イ ド �� 16，030円 �� 14，710円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 232，470円 3 連 単 ��� 649，610円

票 数

単勝票数 計 275583 的中 � 2688（13番人気）
複勝票数 計 399755 的中 � 5101（13番人気）� 13229（11番人気）� 20827（6番人気）
枠連票数 計 137456 的中 （2－8） 2730（14番人気）
馬連票数 計 450968 的中 �� 626（89番人気）
馬単票数 計 208956 的中 �� 122（186番人気）
ワイド票数 計 431205 的中 �� 692（89番人気）�� 754（84番人気）�� 2387（49番人気）
3連複票数 計 725320 的中 ��� 234（362番人気）
3連単票数 計 806423 的中 ��� 90（1424番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―11．1―11．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―33．0―44．8―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 1－3－（2，14）12（4，13）8（6，15）（9，11）7，16－10－5 4 1，3，2（4，14，12）8（13，15）9，11，6（7，16）10，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャファイブ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．9．1 新潟11着

2016．4．6生 牡4鹿 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 13戦2勝 賞金 15，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

02032 1月25日 曇 重 （2小倉1） 第3日 第8競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

33 モ サ 牡4鹿 56 吉田 隼人岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 496＋ 21：44．1 4．3�

44 カルロスミノル 牡4栗 56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B474－ 61：44．31� 8．8�
55 バンクショット 牡4黒鹿 56

53 ▲団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B472＋ 21：44．4� 3．6�
77 プチティラン 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 472－ 61：44．5� 6．3�
66 シュッドヴァデル 牡4鹿 56 藤岡 康太河合 裕明氏 友道 康夫 新冠 マリオステー

ブル 512＋ 41：44．6� 7．4�
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 472－ 41：45．23� 81．2	
22 ウインドオブホープ 	7栗 57

55 ◇藤田菜七子�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 540± 01：46．69 14．0

810 スペロラルーチェ 牝4栗 54

53 ☆西村 淳也岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 430－101：47．02� 81．5�
89 
 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 482＋ 41：47．1� 4．2�
78 
 スフィーダグリーン 牡6鹿 57 勝浦 正樹寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 538± 01：47．95 160．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，671，600円 複勝： 35，188，500円 枠連： 6，256，000円
馬連： 39，018，400円 馬単： 20，150，500円 ワイド： 32，585，800円
3連複： 49，261，000円 3連単： 77，125，300円 計： 286，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 210円 � 140円 枠 連（3－4） 1，030円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 9，070円

票 数

単勝票数 計 266716 的中 � 49619（3番人気）
複勝票数 計 351885 的中 � 57106（3番人気）� 37379（6番人気）� 74698（1番人気）
枠連票数 計 62560 的中 （3－4） 4697（4番人気）
馬連票数 計 390184 的中 �� 23065（4番人気）
馬単票数 計 201505 的中 �� 7218（6番人気）
ワイド票数 計 325858 的中 �� 20447（4番人気）�� 27877（2番人気）�� 12083（13番人気）
3連複票数 計 492610 的中 ��� 18441（5番人気）
3連単票数 計 771253 的中 ��� 6162（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．8―42．1―54．1―1：06．2―1：18．6―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
・（2，5）（9，10）4－3，6（1，7）8・（2，5）（4，9）3，10（1，6）7－8

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

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4鹿 母 バリーバーン 母母 シルバージョイ 13戦2勝 賞金 17，800，000円



02033 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第9競走 ��
��2，600�4歳以上1勝クラス

発走14時15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

11 ウインレーヴドール 牡5黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 82：41．5 3．4�
44 サンサルドス 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 534－142：42．03 2．9�
55 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 462＋ 62：42．63	 14．5�
33 シゲルシイタケ 牡5鹿 57

55 △斎藤 新森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456± 02：43．66 6．4�
22 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 56 田中 健木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 484＋302：44．23	 7．6	
77 マイタイムオブデイ 牝4栗 54

51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452＋ 62：44．3	 10．6

66 ロビンズソング �5黒鹿57 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B536＋202：44．72	 6．7�
88 バ ニ ュ ル ス 牡4黒鹿56 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－ 42：47．0大差 47．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 26，049，700円 複勝： 28，630，600円 枠連： 発売なし
馬連： 39，277，400円 馬単： 22，434，200円 ワイド： 27，671，200円
3連複： 47，196，300円 3連単： 91，879，800円 計： 283，139，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 220円 �� 520円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 260497 的中 � 60076（2番人気）
複勝票数 計 286306 的中 � 60765（2番人気）� 64935（1番人気）� 20194（7番人気）
馬連票数 計 392774 的中 �� 59942（1番人気）
馬単票数 計 224342 的中 �� 14649（2番人気）
ワイド票数 計 276712 的中 �� 38664（1番人気）�� 12472（9番人気）�� 11000（11番人気）
3連複票数 計 471963 的中 ��� 23950（4番人気）
3連単票数 計 918798 的中 ��� 10747（12番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．0―12．5―12．9―12．9―13．0―12．4―12．0―12．1―12．2―12．0―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�
12．7―24．7―36．7―49．2―1：02．1―1：15．0―1：28．0―1：40．4―1：52．4―2：04．5―2：16．7―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．1―3F37．0
1
�
4－2（1，8）5，3，7，6
4（1，2）（5，3）8－7，6

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

勝馬の
紹 介

ウインレーヴドール 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．11．18 福島6着

2015．4．14生 牡5黒鹿 母 フラワーウィンド 母母 ダルーゼット 17戦1勝 賞金 23，414，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バニュルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平地競走に

出走できない。

02034 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時50分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

55 ディモールト 牡3黒鹿56 �島 克駿市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：09．9 17．9�

78 レ ジ ェ ー ロ 牝3黒鹿54 藤田菜七子山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 396± 0 〃 クビ 10．0�
810 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 酒井 学松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 472－ 81：10．43 7．9�
89 ルガーサント 牝3青鹿54 丸田 恭介�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 430＋101：10．5� 15．8	
44 ヒ バ リ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 416－161：11．13	 6．9

11 マイネルヘルト 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 414－ 21：11．31
 6．3�
66 � ア ニ マ ー ダ 牡3青鹿56 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 井上 孝彦 新ひだか ヒサイファーム 472± 01：11．72	 122．8�

（笠松） （笠松）

22 レッドヴェイパー 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 412－ 41：12．01� 2．3
77 � フィールフォーユー 牝3鹿 54 横山 武史飯田 正剛氏 須貝 尚介 米 Barron-

stown Stud 476＋ 41：12．31	 5．8�
33 � スターオブグリーン 牡3黒鹿56 岩橋 勇二光安 了氏 池田 忠好 浦河 栄進牧場 454＋141：13．15 152．6�

（佐賀） （佐賀）

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，214，000円 複勝： 47，057，800円 枠連： 13，868，700円
馬連： 61，530，300円 馬単： 32，807，500円 ワイド： 45，616，300円
3連複： 79，332，300円 3連単： 130，167，400円 計： 454，594，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 480円 � 350円 � 240円 枠 連（5－7） 4，430円

馬 連 �� 8，100円 馬 単 �� 16，990円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，690円 �� 970円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 107，970円

票 数

単勝票数 計 442140 的中 � 19689（8番人気）
複勝票数 計 470578 的中 � 23400（8番人気）� 34985（6番人気）� 56947（5番人気）
枠連票数 計 138687 的中 （5－7） 2421（15番人気）
馬連票数 計 615303 的中 �� 5883（27番人気）
馬単票数 計 328075 的中 �� 1448（56番人気）
ワイド票数 計 456163 的中 �� 4647（28番人気）�� 6914（24番人気）�� 12401（16番人気）
3連複票数 計 793323 的中 ��� 4351（51番人気）
3連単票数 計1301674 的中 ��� 874（321番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディモールト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．4．2生 牡3黒鹿 母 オールザットジャズ 母母 ダイヤモンドピサ 4戦2勝 賞金 17，331，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月25日まで平地

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



02035 1月25日 曇 重 （2小倉1） 第3日 第11競走 ��1，700�
ひびきなだ

響 灘 特 別
発走15時25分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 パ レ ニ ア 牝4鹿 54 藤岡 佑介今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 490－101：44．4 13．1�
36 レッドシルヴァーナ 牝4芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 アタマ 2．7�
48 カリーニョミノル 牝6鹿 55 吉田 隼人吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494－121：44．5� 7．9�
816 モ ン オ ー ル 牝4栗 54 西村 淳也吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：44．71� 24．7�
11 スズカスマート 牝6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 478－141：44．8� 9．5�
714� フ ワ ト ロ 牝5鹿 55 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 476－ 8 〃 アタマ 14．7	
24 � レンブランサ 牝5栗 55 中井 裕二名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 444± 01：44．9	 13．6

815 ワタシノロザリオ 牝6青鹿55 菱田 裕二 �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 450－ 21：45．0� 12．3�
510 メリッサーニ 牝5鹿 55 荻野 極�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 486－121：45．21� 147．9�
35 プリカジュール 牝4鹿 54 
島 克駿�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518－ 21：45．51	 17．1
12 プロネルクール 牝5鹿 55 佐藤 友則�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B502＋ 61：45．92� 169．1�

（笠松）

713 ア リ ア 牝5栗 55 団野 大成樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 4 〃 クビ 22．8�

611 デュアラブル 牝4栗 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 486－ 81：46．1	 5．6�
612 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：46．2	 132．7�
47 ミ ラ ビ リ ア 牝5栗 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 462－ 81：46．41� 143．5�
59 ル ー モ ス 牝5黒鹿55 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 480－ 61：46．82� 105．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，694，400円 複勝： 81，295，800円 枠連： 37，614，600円
馬連： 162，464，200円 馬単： 63，682，400円 ワイド： 108，663，700円
3連複： 266，692，400円 3連単： 304，326，700円 計： 1，079，434，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 380円 � 140円 � 230円 枠 連（2－3） 840円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，510円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 35，170円

票 数

単勝票数 計 546944 的中 � 33361（6番人気）
複勝票数 計 812958 的中 � 42524（7番人気）� 192414（1番人気）� 86961（3番人気）
枠連票数 計 376146 的中 （2－3） 34344（2番人気）
馬連票数 計1624642 的中 �� 68437（4番人気）
馬単票数 計 636824 的中 �� 9049（17番人気）
ワイド票数 計1086637 的中 �� 34216（5番人気）�� 17733（20番人気）�� 50219（4番人気）
3連複票数 計2666924 的中 ��� 41179（13番人気）
3連単票数 計3043267 的中 ��� 6272（100番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―12．1―12．8―12．3―12．1―12．2―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．8―42．6―54．9―1：07．0―1：19．2―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パ レ ニ ア �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2019．2．17 京都1着

2016．4．20生 牝4鹿 母 オオシマパンジー 母母 オオシマダリア 9戦3勝 賞金 35，650，000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 テイエムソレイユ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02036 1月25日 曇 稍重 （2小倉1） 第3日 第12競走 ��
��1，800�

せ ふ り さ ん

脊 振 山 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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

33 ナ リ ス 牝4鹿 54 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 458－ 81：49．5 4．3�
68 � パルフェクォーツ 牡6栗 57 荻野 極 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 544＋181：49．71	 22．2�
57 マイネルウィルトス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 アタマ 5．4�
710 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 444－ 41：49．91 13．6�
812 クリノオウジャ 牡4鹿 56 
島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 444＋ 21：50．0� 3．1	
813 デクレアラー 牡5栗 57 柴山 雄一�G1レーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 8 〃 アタマ 27．9

11 � ス テ ィ ー ン 牡4鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 478＋ 4 〃 クビ 7．8�
56 ファストライフ 牝5栗 55 西村 淳也石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 450－ 81：50．21 28．2�
44 � ソルフェージュ 牡5鹿 57 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 442＋141：50．73 66．3
711 ヤップヤップヤップ 牡4栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 460－ 4 〃 ハナ 17．9�
45 ソイルトゥザソウル 牡5青鹿57 山田 敬士グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 450－ 81：50．8� 73．9�
22 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 勝浦 正樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B460＋ 81：50．9� 51．6�
69 ギャンブラー 牡5黒鹿57 斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520－ 21：51．22 9．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，491，200円 複勝： 74，639，900円 枠連： 22，069，700円
馬連： 101，414，000円 馬単： 41，191，300円 ワイド： 75，941，900円
3連複： 150，468，700円 3連単： 184，904，500円 計： 701，121，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 520円 � 190円 枠 連（3－6） 1，970円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 460円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 32，910円

票 数

単勝票数 計 504912 的中 � 92156（2番人気）
複勝票数 計 746399 的中 � 115129（3番人気）� 29358（9番人気）� 115800（2番人気）
枠連票数 計 220697 的中 （3－6） 8653（10番人気）
馬連票数 計1014140 的中 �� 16268（20番人気）
馬単票数 計 411913 的中 �� 4322（28番人気）
ワイド票数 計 759419 的中 �� 12582（20番人気）�� 45986（3番人気）�� 13180（19番人気）
3連複票数 計1504687 的中 ��� 19841（16番人気）
3連単票数 計1849045 的中 ��� 4073（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．0―1：01．9―1：13．7―1：25．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ リ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．3．17生 牝4鹿 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ 13戦2勝 賞金 30，684，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2小倉1）第3日 1月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 149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

173，710，000円
1，730，000円
19，170，000円
1，450，000円
18，850，000円
59，956，250円
4，097，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
379，480，600円
511，171，700円
144，827，000円
659，541，000円
314，348，500円
523，695，000円
996，147，600円
1，308，424，600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 4，837，636，000円

総入場人員 7，068名 （有料入場人員 6，395名）
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