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02061 2月2日 晴 重 （2小倉1） 第6日 第1競走 ��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

36 � ジェットマックス 牡3鹿 56 勝浦 正樹大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder
& N. Cole 490－ 21：45．8 2．0�

35 ヴェルテックス 牡3栗 56 荻野 極 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B526－ 61：45．9� 3．7�
23 クリノヴジュアル 牡3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480＋ 21：46．0� 9．4�
11 ニホンピロスクーロ 牡3青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 468－ 61：46．53 9．4�
24 ベッロコルサ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B416－ 41：46．71 32．9�
59 ヨドノドリーム 牡3鹿 56 岩崎 翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 476－141：47．02 224．7	
48 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 454－121：47．21	 79．4�

612� アスターホルン 牡3栗 56 菱田 裕二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves
Thoroughbreds 490－ 21：47．41	 21．2�

714 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56 柴山 雄一水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470－ 41：47．61	 110．1
815 ジオパークアポロ 牡3栗 56 黛 弘人小関 勝紀氏 田中 剛 様似 中村 俊紀 440－ 4 〃 クビ 293．2�
510 スノートレイン 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 440＋ 21：48．02� 7．9�
12 メイショウハルカス 牡3黒鹿 56

54 △団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 日進牧場 500± 01：48．21	 120．2�
816 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 横山 武史
G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：48．3� 36．5�
713 モズジャイキリ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心 
キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 惣田 英幸 424－ 41：49．15 178．1�
47 ドリームフォーミー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426± 01：49．95 310．1�
611 メメモンロー 牡3黒鹿56 古川 吉洋本谷 惠氏 武 英智 日高 沖田牧場 450＋ 61：50．21� 102．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，322，500円 複勝： 42，675，800円 枠連： 12，448，000円
馬連： 41，678，700円 馬単： 23，508，600円 ワイド： 39，304，900円
3連複： 75，275，700円 3連単： 93，916，200円 計： 355，130，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（3－3） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 263225 的中 � 101716（1番人気）
複勝票数 計 426758 的中 � 161678（1番人気）� 71416（2番人気）� 40794（3番人気）
枠連票数 計 124480 的中 （3－3） 31500（1番人気）
馬連票数 計 416787 的中 �� 85753（1番人気）
馬単票数 計 235086 的中 �� 27226（1番人気）
ワイド票数 計 393049 的中 �� 69155（1番人気）�� 32866（2番人気）�� 20090（5番人気）
3連複票数 計 752757 的中 ��� 67323（1番人気）
3連単票数 計 939162 的中 ��� 23348（3番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―12．9―12．5―12．4―12．5―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．0―55．5―1：07．9―1：20．4―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
・（4，6）10（3，5）12（1，9，11）（13，16）（7，2）（8，14）－15・（4，6）10（3，5，12）（1，9，16）13，8（7，14）11（2，15）

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

勝馬の
紹 介

�ジェットマックス �
�
父 Goldencents �

�
母父 Carson City デビュー 2019．8．18 新潟2着

2017．3．17生 牡3鹿 母 Song’n Dance 母母 Song for Par Ci 7戦1勝 賞金 16，400，000円
〔発走状況〕 ニホンピロスクーロ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 ブレイムドーター号・ホウオウガルーダ号

02062 2月2日 晴 重 （2小倉1） 第6日 第2競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時20分 （ダート・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
56．9
56．9

重
重

46 トモジャスティス 牡5黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 512± 0 58．0 28．0�

711 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 516＋22 〃 アタマ 4．4�
813 スリーチェイサー 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474－ 8 58．21� 14．4�
45 サノノショウグン �6栗 57

56 ☆西村 淳也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B456－ 4 58．3� 8．1�
33 � ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B510－10 58．51� 17．9	
58 テイエムイブシギン 牡4芦 57 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B510－ 6 58．6� 4．0

610 サイモンゼーレ 牡7鹿 57

55 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 476－ 8 58．7クビ 7．0�
814 シルヴァーメテオ 牡6芦 57

54 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 502± 0 59．01� 8．1�
11 クラウンヴォルカン 牡7青 57 菱田 裕二矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B520－ 6 〃 クビ 171．8
712 プリンシアルーチェ 牝4鹿 55 	島 克駿芳川 貴行氏 安田 隆行 新冠 スカイビーチステーブル 500＋10 59．42 14．9�
57 プ ラ イ ム 牡4鹿 57

55 △団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 浦河 酒井牧場 484－ 2 59．5� 13．3�

22 ニシノゴウウン �4青鹿57 木幡 初也西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 484＋ 8 59．6� 67．3�
34 メガポリゴン 牡6鹿 57 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 540＋ 2 〃 ハナ 73．4�
69 コウエイバンビーノ 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 522＋20 59．91� 18．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，364，600円 複勝： 41，225，100円 枠連： 10，022，700円
馬連： 43，442，500円 馬単： 20，295，600円 ワイド： 40，441，600円
3連複： 69，743，400円 3連単： 75，012，200円 計： 325，547，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 590円 � 200円 � 430円 枠 連（4－7） 1，440円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 15，040円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 3，380円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 28，160円 3 連 単 ��� 199，940円

票 数

単勝票数 計 253646 的中 � 7231（11番人気）
複勝票数 計 412251 的中 � 15980（10番人気）� 64712（2番人気）� 23413（7番人気）
枠連票数 計 100227 的中 （4－7） 5390（10番人気）
馬連票数 計 434425 的中 �� 4533（36番人気）
馬単票数 計 202956 的中 �� 1012（70番人気）
ワイド票数 計 404416 的中 �� 4739（34番人気）�� 3045（47番人気）�� 6845（17番人気）
3連複票数 計 697434 的中 ��� 1857（106番人気）
3連単票数 計 750122 的中 ��� 272（750番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．0―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモジャスティス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．4．22 東京12着

2015．3．28生 牡5黒鹿 母 エグゼリーナ 母母 ロイヤルコスマー 12戦2勝 賞金 16，800，000円
〔その他〕 メガポリゴン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メガポリゴン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ボナセーラ号

第１回 小倉競馬 第６日



02063 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第3競走 2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

23 ナイトオブレディ 牝3黒鹿54 荻野 極 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 22：04．7 8．0�

12 アニマフレスカ 牝3青鹿54 横山 武史吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 444－ 42：05．12� 4．9�
11 カシマホオズキ 牝3青鹿54 柴田 大知松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 416－ 22：05．2� 114．8�
715 カレンブラッキーナ 牝3青鹿54 菱田 裕二鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 アタマ 10．4�
48 フォルステライト 牝3黒鹿 54

52 △団野 大成 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428＋ 42：06．05 4．3�
59 ソニックビースト 牝3黒鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 498－ 4 〃 アタマ 11．4	
36 アドマイヤルミナス 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 旬子氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 418＋ 62：06．1クビ 18．0

35 アーリンアーリン 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 442＋ 42：06．52� 5．6�
817 ラガーヴィーヴ 牝3鹿 54 荻野 琢真奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 420－102：06．6� 91．7�
818 タムロシャイン 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子谷口 屯氏 西園 正都 日高 天羽牧場 434－ 62：06．92 21．2
510 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 黛 弘人中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B486± 02：07．75 43．5�
611 クリノニキータ 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 440＋ 3 〃 ハナ 90．7�
816 クレドラネージュ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 462－142：07．8クビ 60．3�
24 ヤマニンイリス 牝3鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 438－ 4 〃 クビ 7．8�
714 ニシノハナミズキ 牝3黒鹿54 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 日高 沖田牧場 B492－ 22：08．01 284．5�
612 ユ ラ ヒ メ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 438＋ 62：08．95 255．4�
713 カ ン ゼ オ ン 牝3黒鹿54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 424＋ 22：09．21� 127．9�
47 ショウナンラクトン 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 B456± 02：09．62� 62．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，686，300円 複勝： 37，460，700円 枠連： 12，964，100円
馬連： 42，142，700円 馬単： 18，778，600円 ワイド： 36，001，100円
3連複： 66，418，700円 3連単： 71，799，600円 計： 310，251，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 210円 � 1，980円 枠 連（1－2） 890円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 910円 �� 10，500円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 39，130円 3 連 単 ��� 180，120円

票 数

単勝票数 計 246863 的中 � 24565（5番人気）
複勝票数 計 374607 的中 � 40288（4番人気）� 54244（2番人気）� 3863（16番人気）
枠連票数 計 129641 的中 （1－2） 11284（1番人気）
馬連票数 計 421427 的中 �� 16244（7番人気）
馬単票数 計 187786 的中 �� 3599（14番人気）
ワイド票数 計 360011 的中 �� 10705（8番人気）�� 860（79番人気）�� 1300（59番人気）
3連複票数 計 664187 的中 ��� 1273（104番人気）
3連単票数 計 717996 的中 ��� 289（558番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．6―12．5―12．6―12．8―13．0―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―35．4―48．0―1：00．5―1：13．1―1：25．9―1：38．9―1：51．8

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

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

2
4

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

ナイトオブレディ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2019．11．16 京都6着

2017．5．27生 牝3黒鹿 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 2戦1勝 賞金 5，100，000円

02064 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第4競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ル ク ル ト 牡3鹿 56 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 440－ 41：11．9 3．3�

23 スターオブフォース 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 462＋ 2 〃 ハナ 5．2�

24 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 438－ 6 〃 アタマ 4．9�

818 ブラックスプルース 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 458＋ 21：12．0クビ 12．3�

714 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 中井 裕二志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476－ 41：12．21� 227．0	
36 ステーションワン 牡3鹿 56 小牧 太薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 466＋ 6 〃 クビ 177．6

816 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 杉原 誠人藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 B434－ 21：12．3クビ 145．2�
35 ポートメイリオン 牝3青 54 丹内 祐次中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 41：12．4� 11．6�
612 サマープラネット 牝3黒鹿54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 418－ 6 〃 ハナ 133．6
11 ホウオウレガシー 牡3鹿 56 横山 武史小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B472－ 61：12．5� 15．2�
48 ウィナーズバラード 牝3黒鹿54 木幡 初也 �ブルースターズファーム 中野 栄治 浦河 市川フアーム 420－ 21：12．6クビ 397．1�
713 ケイティディライト 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 454＋ 21：12．7� 12．2�
59 テイエムレビュー 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 466－ 41：12．91� 34．5�
715 フ ェ レ ー ヌ 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 416－ 81：13．21� 8．5�
12 カテドラルロック 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 414＋ 21：13．41� 242．4�
510 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 460－ 41：13．5� 19．2�
47 ヒ ノ カ ミ 牝3鹿 54 西田雄一郎杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 424－ 81：15．09 131．1�
817 ハ ル バ ー ド 牡3黒鹿56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 原田 久司 B464 ―1：18．6大差 78．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，362，300円 複勝： 39，807，500円 枠連： 13，432，600円
馬連： 41，368，300円 馬単： 19，855，400円 ワイド： 38，941，300円
3連複： 65，794，900円 3連単： 69，113，700円 計： 314，676，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 180円 枠 連（2－6） 550円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 400円 �� 490円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計 263623 的中 � 62440（1番人気）
複勝票数 計 398075 的中 � 71601（1番人気）� 61908（2番人気）� 55210（3番人気）
枠連票数 計 134326 的中 （2－6） 18873（1番人気）
馬連票数 計 413683 的中 �� 34476（1番人気）
馬単票数 計 198554 的中 �� 9449（1番人気）
ワイド票数 計 389413 的中 �� 26129（1番人気）�� 20055（2番人気）�� 15861（4番人気）
3連複票数 計 657949 的中 ��� 22356（1番人気）
3連単票数 計 691137 的中 ��� 6837（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ク ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Curlin デビュー 2020．1．11 京都3着

2017．2．22生 牡3鹿 母 アトランティード 母母 シャイニンルビー 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 フェルハール号の騎手団野大成は，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〕 ヒノカミ号・ハルバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2日まで平

地競走に出走できない。
※ウィナーズバラード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02065 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第5競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

714 コスモブルーノーズ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 410＋ 21：51．4 12．9�
11 ボ マ ラ イ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 468± 01：51．71� 5．5�
47 アピテソーロ 牡3青鹿56 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 486－ 41：52．33� 6．4�
611 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54

52 △団野 大成福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 21：52．61� 12．3�
23 ホウオウトラスト 牡3鹿 56 黛 弘人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 476－141：53．55 32．0	
48 メイショウノリムネ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 478－ 41：54．24 89．5

510 ルヴェルソー 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 454＋ 41：54．3� 2．5�
36 ヴィブラント 牡3鹿 56 中谷 雄太 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 502－ 4 〃 ハナ 20．3�
12 グラスエルファロ 牡3鹿 56 丹内 祐次半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 446± 0 〃 アタマ 14．6
24 オレンジブラウニー 牝3鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 428－ 21：54．61� 85．5�
59 ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 6．1�
816 ペリトモレノ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 462＋ 61：54．7� 231．5�
713 サンマルキャンディ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 484± 01：54．8� 293．6�
35 スターオブザサウス 牡3鹿 56 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 488－ 21：55．75 97．6�
612 ルーティンベル 牡3鹿 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 松田牧場 B490＋ 21：56．44 320．3�
815 テイエムカーニバル 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか グランド牧場 462－141：58．1大差 96．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，751，100円 複勝： 43，493，900円 枠連： 13，430，200円
馬連： 46，977，300円 馬単： 25，571，600円 ワイド： 43，331，600円
3連複： 77，643，800円 3連単： 97，720，200円 計： 375，919，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 310円 � 230円 � 230円 枠 連（1－7） 2，090円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 910円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 45，700円

票 数

単勝票数 計 277511 的中 � 17113（6番人気）
複勝票数 計 434939 的中 � 34271（5番人気）� 52835（3番人気）� 50570（4番人気）
枠連票数 計 134302 的中 （1－7） 4975（8番人気）
馬連票数 計 469773 的中 �� 10300（13番人気）
馬単票数 計 255716 的中 �� 2162（33番人気）
ワイド票数 計 433316 的中 �� 9731（13番人気）�� 12010（10番人気）�� 21335（4番人気）
3連複票数 計 776438 的中 ��� 9538（19番人気）
3連単票数 計 977202 的中 ��� 1550（148番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．2―12．1―12．3―12．7―12．9―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．5―35．7―47．8―1：00．1―1：12．8―1：25．7―1：38．4

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

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

勝馬の
紹 介

コスモブルーノーズ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．12．8 中山3着

2017．3．30生 牡3芦 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブザサウス号・ルーティンベル号・テイエムカーニバル号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年3月2日まで平地競走に出走できない。

02066 2月2日 晴 重 （2小倉1） 第6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

33 � アイコニック 牝4鹿 54
52 ◇藤田菜七子合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 444－ 21：45．9 9．6�

11 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 54
52 △団野 大成飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 470－ 81：46．0� 3．6�

89 � トゥインクルリーフ 牝4鹿 54 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 ウエスタンファーム 446－ 2 〃 アタマ 4．6�

77 アドアステラ 牝4栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B446－ 21：46．53 3．3�
78 サイモンオーキッド 牝4鹿 54

53 ☆西村 淳也澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：46．6� 27．6	

22 スペロラルーチェ 牝4栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 426－ 41：46．81� 91．0

810 トラストマヴィア 牝7黒鹿55 長岡 禎仁菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 500± 01：47．01� 34．8�
66 ビオレイメル 牝4栗 54 古川 吉洋ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 470－ 81：47．1� 4．2�
44 プロスペリティ 牝4黒鹿54 嶋田 純次 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 34．4
55 アルマアノン 牝5青鹿 55

52 ▲山田 敬士コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 464－ 61：47．73� 70．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，527，900円 複勝： 26，210，600円 枠連： 6，209，200円
馬連： 31，998，700円 馬単： 17，850，600円 ワイド： 25，829，300円
3連複： 45，889，000円 3連単： 81，572，000円 計： 256，087，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 230円 � 150円 � 170円 枠 連（1－3） 2，120円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 530円 �� 860円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 205279 的中 � 16955（5番人気）
複勝票数 計 262106 的中 � 25300（5番人気）� 51954（2番人気）� 40555（4番人気）
枠連票数 計 62092 的中 （1－3） 2269（8番人気）
馬連票数 計 319987 的中 �� 16088（8番人気）
馬単票数 計 178506 的中 �� 3965（16番人気）
ワイド票数 計 258293 的中 �� 12385（8番人気）�� 7209（10番人気）�� 18150（6番人気）
3連複票数 計 458890 的中 ��� 11694（9番人気）
3連単票数 計 815720 的中 ��� 3158（59番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―13．1―12．9―13．0―12．4―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―43．3―56．2―1：09．2―1：21．6―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．7
1
3
3（1，8）－9（5，6）（4，10）2－7・（3，8）（1，9）6（5，4）10，2，7

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

勝馬の
紹 介

�アイコニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Cape Cross

2016．5．27生 牝4鹿 母 ハイウェイトゥグローリー 母母 Anita Via 7戦1勝 賞金 9，600，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 トラストマヴィア号の騎手長岡禎仁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



02067 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6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，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

11 イルヴェントドーロ 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 B438－ 81：10．7 4．1�

12 � 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 482＋ 21：11．12� 30．1�

816 マイネルパッセ 牡7栗 57 丹内 祐次 �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 462－ 21：11．42 16．9�

24 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 B482＋ 2 〃 ハナ 90．4�
35 ホーリーライン 牝4青鹿 55

53 △団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 428＋ 2 〃 ハナ 7．4�

48 ロカマドール 牝4鹿 55
52 ▲小林 凌大中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 452＋ 41：11．5クビ 8．9	

23 ポルボローネ 牝8栗 55
52 ▲山田 敬士小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 436＋ 2 〃 クビ 193．0


510� サンドスピーダー 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 456＋ 21：11．7� 37．0�

59 プリヴェット 牝5鹿 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 クビ 12．6
815 グッドワード 牝5芦 55 荻野 極下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 484－ 81：11．8クビ 3．3�
714 フ ァ タ リ テ 牡4鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 B446＋ 21：12．01 83．3�
713 ハトマークワルツ 牝6栗 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 432± 0 〃 ハナ 18．9�
47 リュウグウヒメ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 432＋ 21：12．1� 8．2�
36 アグラデッソ 牝4青鹿55 荻野 琢真中島 俊房氏 作田 誠二 日高 Wing Farm 462－121：12．63 247．2�
611 ラバストーン 牡4鹿 57 西田雄一郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 478＋ 21：12．81� 281．5�
612 ブルーシューズ 牡4鹿 57 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 462＋ 2 （競走中止） 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，167，300円 複勝： 38，077，000円 枠連： 13，734，200円
馬連： 54，124，900円 馬単： 22，551，600円 ワイド： 41，666，700円
3連複： 86，854，800円 3連単： 104，041，700円 計： 388，218，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 730円 � 390円 枠 連（1－1） 6，110円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，160円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 29，650円 3 連 単 ��� 131，870円

票 数

単勝票数 計 271673 的中 � 52402（2番人気）
複勝票数 計 380770 的中 � 63433（2番人気）� 11435（10番人気）� 23959（7番人気）
枠連票数 計 137342 的中 （1－1） 1742（21番人気）
馬連票数 計 541249 的中 �� 6059（25番人気）
馬単票数 計 225516 的中 �� 1488（42番人気）
ワイド票数 計 416667 的中 �� 5763（25番人気）�� 9473（13番人気）�� 2456（48番人気）
3連複票数 計 868548 的中 ��� 2197（94番人気）
3連単票数 計1040417 的中 ��� 572（400番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．6―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．5―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルヴェントドーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2018．12．15 阪神1着

2016．4．5生 牝4鹿 母 エーシンメンフィス 母母 テネシーガール 8戦2勝 賞金 16，700，000円
〔発走状況〕 ラバストーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ブルーシューズ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ブルーシューズ号は，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。

02068 2月2日 晴 重 （2小倉1） 第6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

11 バンクショット 牡4黒鹿 56
54 △団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B470－ 21：44．6 1．9�

811� ロングファイナリー �4鹿 56 �島 克駿中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 454－171：45．66 5．7�
33 メイショウロサン 牡4黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 492＋ 21：45．81	 60．9�
67 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 474＋ 2 〃 ハナ 30．6�
78 � ラインジェット 牡6黒鹿 57

54 ▲亀田 温心大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 434－ 81：46．33 10．1�
79 スティングレイ 牡4鹿 56 横山 武史安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B520－ 61：46．83 4．3�
66 
 ジャスパーエイト 牡5栗 57 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 米

Kirt Cahill, Sarah
Cahill & Shackle-
ford Syndicate

508＋10 〃 ハナ 23．8	
22 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 474－ 8 〃 クビ 44．6

55 
 エヴァキュアン 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 482－ 81：47．43� 10．0�
810� クリノライジン 牡4栗 56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 496－ 61：48．78 80．5�
44 スズカミラージュ 牡7鹿 57 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 480± 01：55．8大差 177．7
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売 得 金
単勝： 25，571，400円 複勝： 28，505，300円 枠連： 9，335，900円
馬連： 38，937，700円 馬単： 26，166，500円 ワイド： 30，394，200円
3連複： 55，664，700円 3連単： 110，983，200円 計： 325，558，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 550円 枠 連（1－8） 660円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，300円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 18，650円

票 数

単勝票数 計 255714 的中 � 105863（1番人気）
複勝票数 計 285053 的中 � 109255（1番人気）� 27437（3番人気）� 7813（9番人気）
枠連票数 計 93359 的中 （1－8） 10843（2番人気）
馬連票数 計 389377 的中 �� 40644（2番人気）
馬単票数 計 261665 的中 �� 20952（3番人気）
ワイド票数 計 303942 的中 �� 26430（3番人気）�� 5660（15番人気）�� 2170（32番人気）
3連複票数 計 556647 的中 ��� 5992（26番人気）
3連単票数 計1109832 的中 ��� 4314（62番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．0―12．4―12．6―12．7―12．0―12．1―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．9―42．3―54．9―1：07．6―1：19．6―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
5，1，6，3，11（7，10）9－2－8－4・（5，1）（6，9）（3，2）11，7，10－8＝4

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

勝馬の
紹 介

バンクショット �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．13 京都7着

2016．2．7生 牡4黒鹿 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ 12戦2勝 賞金 23，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカミラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月2日まで平地競

走に出走できない。



02069 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第9競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走14時15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
2：37．8
2：37．1

良
良

55 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿 54
53 ☆西村 淳也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 450± 02：45．4 2．1�

77 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 B526－102：46．57 7．2�
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 376＋ 4 〃 クビ 90．3�
33 コスモレリア 牡5栗 57 柴田 大知 �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－ 4 〃 ハナ 11．9�
22 カ ラ ミ ン サ 牝4黒鹿 54

52 △団野 大成吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 490＋142：46．71� 2．6	
88 ローゼンリッター 牡4栗 56 藤岡 康太�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 542± 02：46．9� 6．9

11 � キタノテイオウ 牡5黒鹿57 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 448＋ 42：47．43 34．3�
66 � クリノアパッチ �6栗 57

54 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 434＋ 42：48．57 89．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 26，075，600円 複勝： 21，623，900円 枠連： 発売なし
馬連： 39，683，800円 馬単： 26，779，100円 ワイド： 24，798，900円
3連複： 50，827，000円 3連単： 134，479，000円 計： 324，267，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，060円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，140円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 31，510円

票 数

単勝票数 計 260756 的中 � 95788（1番人気）
複勝票数 計 216239 的中 � 84643（1番人気）� 26930（3番人気）� 2746（8番人気）
馬連票数 計 396838 的中 �� 39414（2番人気）
馬単票数 計 267791 的中 �� 18768（3番人気）
ワイド票数 計 247989 的中 �� 26947（2番人気）�� 2715（17番人気）�� 1221（23番人気）
3連複票数 計 508270 的中 ��� 3376（24番人気）
3連単票数 計1344790 的中 ��� 3094（80番人気）

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

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―24．5―36．8―49．7―1：02．4―1：15．4―1：28．9―1：41．7―1：54．4―2：07．0―2：19．8―2：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．0―3F38．4
1
�
8（2，5）6（3，7）1，4
8，5（2，7）（3，6，4）1

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクメルロー 
�
父 モンテロッソ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．6．1 阪神5着

2016．2．23生 牝4黒鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 9戦2勝 賞金 19，352，000円

02070 2月2日 晴 重 （2小倉1） 第6日 第10競走 ��1，700�
か い も ん だ け

開 聞 岳 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

812 テイエムソレイユ 牝5鹿 55 藤岡 康太竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B490± 01：45．0 3．9�
11 グランドビクトリー 牡4栗 56 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B490－ 41：45．32 7．6�
711� ツブラナヒトミ 牡5栗 57 勝浦 正樹加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 502－ 2 〃 ハナ 17．1�
44 デルマカルヴァドス 牡5鹿 57 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 504± 01：45．61� 56．2�
56 ヨ ハ ン 牡4鹿 56 �島 克駿サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 424－ 61：45．7	 7．1�
710 レシプロケイト 牡4栗 56 西村 淳也ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 2 〃 クビ 6．3�
22 メ ラ ン 牡4黒鹿56 小牧 太中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 512－ 41：45．91
 10．8	

33 ララメダイユドール 牡6鹿 57 中井 裕二フジイ興産
 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 512－121：46．21� 4．4�
（法942）

57 � ウインプラウド 牡4栗 56 横山 武史
ウイン 西園 正都 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

508＋ 21：46．3� 22．7�
68 エイシンムジカ 牝6栗 55 藤田菜七子平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 488－ 4 〃 ハナ 11．3
45 シゲルマツタケ 牝5栗 55 柴山 雄一森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 470＋261：46．93	 100．9�
69 ピースマインド 牡7鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442－121：47．75 38．7�
813� ワシントンテソーロ 牡4黒鹿56 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス
 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 486－ 21：48．97 132．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，264，800円 複勝： 52，305，800円 枠連： 15，123，100円
馬連： 73，098，700円 馬単： 33，092，500円 ワイド： 54，950，900円
3連複： 110，469，700円 3連単： 142，154，200円 計： 517，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 230円 � 460円 枠 連（1－8） 1，860円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，680円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 16，150円 3 連 単 ��� 55，640円

票 数

単勝票数 計 362648 的中 � 72826（1番人気）
複勝票数 計 523058 的中 � 101544（1番人気）� 57932（4番人気）� 23532（8番人気）
枠連票数 計 151231 的中 （1－8） 6291（11番人気）
馬連票数 計 730987 的中 �� 28303（7番人気）
馬単票数 計 330925 的中 �� 7134（12番人気）
ワイド票数 計 549509 的中 �� 21503（7番人気）�� 8260（25番人気）�� 5665（33番人気）
3連複票数 計1104697 的中 ��� 5129（61番人気）
3連単票数 計1421542 的中 ��� 1852（215番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．3―13．0―12．5―11．8―12．4―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．4―43．4―55．9―1：07．7―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムソレイユ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．22 京都15着

2015．4．7生 牝5鹿 母 ペイデュソレイユ 母母 シャイニンググラス 25戦3勝 賞金 59，499，000円
〔発走状況〕 ワシントンテソーロ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ワシントンテソーロ号は，発走調教再審査。
※ウインプラウド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02071 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第11競走 ��1，200�
す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．1．26以降2．1．26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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 ナーゲルリング 牝4黒鹿51 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 464＋ 41：10．4 77．4�
612 ケイアイサクソニー 牡4鹿 56 田中 健亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 504＋ 2 〃 アタマ 10．9�
47 イサチルルンルン 牝5鹿 52 藤田菜七子小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B456－ 6 〃 クビ 27．5�
715 キャスパリーグ 牝6鹿 55 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454－ 81：10．5� 3．6�
36 カワキタピリカ 牡7鹿 52 嶋田 純次川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B508＋ 81：10．71� 90．3�
11 サウンドドゥイット 牡8鹿 53 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 456＋10 〃 クビ 90．2	
59 ロードアクア 牡4鹿 54 中井 裕二 
ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 458－ 61：10．8クビ 11．7�
23 アイルチャーム 牝4栗 53 西村 淳也 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：10．9� 7．5�
35 アテンフラワー 牝5青鹿52 荻野 極河村 平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 472－ 81：11．32� 21．3�
24 ア ド レ 牝4鹿 52 杉原 誠人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 452± 01：11．51� 25．7�
817 スマートシャヒーン 牡6芦 54 勝浦 正樹大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B490－ 41：11．6� 136．0�
713 スマイルスター 牝4栗 53 藤岡 康太 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 522＋ 6 〃 ハナ 7．1�
714 エンジェルカナ 牝4栗 52 丹内 祐次 
ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 21：11．7� 23．8�
48 パッションチカ 牝6鹿 50 団野 大成冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 440± 0 〃 アタマ 119．2�
816 ファンタジステラ 牡6鹿 55 横山 武史 
グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 436＋ 21：12．12� 7．8�
611 パラーティウム 牝4黒鹿53 古川 吉洋 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470－10 〃 アタマ 16．4�
818 ディアボレット 牝5栗 52 亀田 温心
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 21：12．52� 23．4�
510 メ ー プ ル 牝5黒鹿53 藤懸 貴志土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 498－ 21：13．45 12．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，990，700円 複勝： 88，953，100円 枠連： 55，483，300円
馬連： 196，519，900円 馬単： 75，214，900円 ワイド： 127，027，400円
3連複： 347，060，100円 3連単： 391，727，200円 計： 1，340，976，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，740円 複 勝 � 1，750円 � 490円 � 780円 枠 連（1－6） 12，020円

馬 連 �� 52，950円 馬 単 �� 112，140円

ワ イ ド �� 11，600円 �� 19，610円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 327，000円 3 連 単 ��� 2，811，900円

票 数

単勝票数 計 589907 的中 � 6093（14番人気）
複勝票数 計 889531 的中 � 12708（14番人気）� 50964（7番人気）� 29992（12番人気）
枠連票数 計 554833 的中 （1－6） 3576（30番人気）
馬連票数 計1965199 的中 �� 2876（91番人気）
馬単票数 計 752149 的中 �� 503（190番人気）
ワイド票数 計1270274 的中 �� 2821（89番人気）�� 1665（124番人気）�� 6666（62番人気）
3連複票数 計3470601 的中 ��� 796（497番人気）
3連単票数 計3917272 的中 ��� 101（3335番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．4―11．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．6―45．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．8
3 ・（12，13）（3，10，11，18）（9，14）（2，4，17）（1，16）（5，8，15）（6，7） 4 12，13（3，11，18）2（10，4，14，17）（1，9）16（5，15）（8，6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナーゲルリング �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2018．6．2 東京4着

2016．4．6生 牝4黒鹿 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 16戦3勝 賞金 35，442，000円
〔制裁〕 ロードアクア号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・11番・

16番・18番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 センショウユウト号・ナンゴクアイネット号
（非抽選馬） 3頭 コウエイダリア号・メイショウシャチ号・レジーナファースト号

02072 2月2日 晴 稍重 （2小倉1） 第6日 第12競走 2，000�
ほ う ま ん ざ ん

宝 満 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

810 ダディーズトリップ 牡4青 56 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 452＋122：03．0 2．9�
11 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 510＋ 82：03．74 2．9�
55 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± 02：04．23 12．7�
78 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± 02：04．51� 20．0�
66 マイネルエキサイト 牡4青鹿56 柴田 大知 �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 484－ 2 〃 クビ 6．0	
33 � ブラックデビル 牡5鹿 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 470－ 42：04．6� 38．5

67 � チューダーローズ 牝4鹿 54 小牧 太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 谷川牧場 472－ 82：04．81 57．7�
44 � アイファーキャノン 牝4鹿 54 三津谷隼人中島 俊房氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 408－ 42：05．22� 154．6�
811 ア ラ ス カ 牝4鹿 54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 400＋ 42：05．94 5．8
22 ボランテレオ 牡4鹿 56 藤懸 貴志近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 502－ 82：06．75 51．5�
79 � 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 472－ 62：07．55 29．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，435，100円 複勝： 39，131，700円 枠連： 20，778，100円
馬連： 76，313，400円 馬単： 37，976，900円 ワイド： 49，827，200円
3連複： 111，875，900円 3連単： 189，911，800円 計： 565，250，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 230円 枠 連（1－8） 300円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 200円 �� 600円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 394351 的中 � 108720（1番人気）
複勝票数 計 391317 的中 � 95726（1番人気）� 79745（2番人気）� 31542（5番人気）
枠連票数 計 207781 的中 （1－8） 52040（1番人気）
馬連票数 計 763134 的中 �� 144872（1番人気）
馬単票数 計 379769 的中 �� 34142（2番人気）
ワイド票数 計 498272 的中 �� 78995（1番人気）�� 18699（7番人気）�� 18565（8番人気）
3連複票数 計1118759 的中 ��� 51347（3番人気）
3連単票数 計1899118 的中 ��� 24459（13番人気）

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

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―49．1―1：01．1―1：13．2―1：25．8―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダディーズトリップ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Danehill デビュー 2018．8．5 札幌4着

2016．4．7生 牡4青 母 ヴードゥーレディ 母母 Saramah 15戦2勝 賞金 30，689，000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6日 2月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 169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

187，880，000円
3，020，000円
19，190，000円
1，550，000円
20，850，000円
65，634，000円
4，647，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
364，519，600円
499，470，400円
182，961，400円
726，286，600円
347，641，900円
552，515，100円
1，163，517，700円
1，562，431，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，399，343，700円

総入場人員 9，682名 （有料入場人員 8，810名）
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