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02085 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8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

610 マドルガーダ 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 41：48．8 2．7�

34 シゲルモクセイ 牝3栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 454＋ 21：49．54 5．9�
11 ナ ゲ キ ッ ス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 422＋ 61：49．71� 18．3�
33 ナムラパフィン 牝3鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 420－ 41：50．01� 8．1�
46 アポロファルコン 牝3黒鹿54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B496－ 41：50．1� 47．1�
57 スマートラミア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 486＋ 4 〃 クビ 16．6	
69 レッドチアフル 牝3鹿 54 杉原 誠人紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 420－ 41：50．52� 55．9

58 ハリケーンメファ 牝3芦 54 木幡 初也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 440＋ 41：50．71� 157．6�
814 ナムラキティー 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也奈村 睦弘氏 荒川 義之 新ひだか 八田ファーム 460＋ 61：50．91 10．6�
22 グラッツィエディオ 牝3栗 54 横山 武史安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 B466－ 2 〃 クビ 79．5
711 スカイティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402－ 61：52．17 213．3�
45 スマートラビリンス 牝3栗 54

52 △団野 大成大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス
マート 448＋ 21：52．2� 3．2�

712 キ キ キ キ ン 牝3栗 54 中谷 雄太内田 玄祥氏 岡田 稲男 日高 原田牧場 426－101：53．79 239．8�
813 ダイシンギワ 牝3鹿 54

52 △斎藤 新大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 458－ 21：54．76 125．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，510，400円 複勝： 32，364，000円 枠連： 8，389，200円
馬連： 38，989，300円 馬単： 20，865，800円 ワイド： 34，372，500円
3連複： 66，381，400円 3連単： 78，338，900円 計： 300，211，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 180円 � 490円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 410円 �� 900円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 15，520円

票 数

単勝票数 計 205104 的中 � 60375（1番人気）
複勝票数 計 323640 的中 � 95091（1番人気）� 42921（3番人気）� 11209（7番人気）
枠連票数 計 83892 的中 （3－6） 12550（3番人気）
馬連票数 計 389893 的中 �� 36538（2番人気）
馬単票数 計 208658 的中 �� 10509（3番人気）
ワイド票数 計 343725 的中 �� 23654（3番人気）�� 9618（10番人気）�� 4218（21番人気）
3連複票数 計 663814 的中 ��� 11792（14番人気）
3連単票数 計 783389 的中 ��� 3659（46番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．1―13．4―13．0―12．9―13．1―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．6―44．0―57．0―1：09．9―1：23．0―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．9
1
3
・（1，7）－8（4，12）5（6，10）（11，14）2（9，13）3
1，7，4（8，10）（2，5）（6，12，9）（3，14）11－13

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

勝馬の
紹 介

マドルガーダ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．18 新潟4着

2017．3．25生 牝3栗 母 ピンウィール 母母 オルカインパルス 6戦1勝 賞金 10，250，000円
〔その他〕 ダイシンギワ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔3走成績による出走制限〕 スカイティアラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月9日まで平地競走に出走できな

い。

02086 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第2競走 ��
��1，000�4歳以上1勝クラス

発走10時20分 （500万円以下） （ダート・右）
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

33 ノボベイビー 牡5栗 57 横山 武史�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 486± 0 58．4 8．8�
58 メイショウソウビ �6鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478± 0 59．14 4．3�
11 ジューンステータス 牡4青鹿 57

56 ☆西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 482－ 8 59．2	 17．7�
69 
 エ ル ズ リ ー 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 米 Springlan
d Farm 500± 0 59．51� 26．0�

711� ケンユキノオー 牡6黒鹿 57
54 ▲小林 凌大中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 456＋ 6 〃 クビ 50．0�

45 ホウロクダマ 牡6鹿 57
55 △斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 568± 0 59．6	 33．1	
46 � プリンセスヨウク 牝6鹿 55

53 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B448－ 4 〃 ハナ 14．4

712 ア ス カ リ 牡4栗 57

55 △団野 大成吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B504＋ 8 59．81 11．1�
610
 キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. B480＋ 2 59．9	 7．4�
813 ルクスムンディー 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 526＋ 41：00．0	 7．5
814
 アメリカンソレイユ 牡4栗 57 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

476± 0 〃 クビ 3．2�
22 � チ ャ リ ャ 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 462－ 41：00．32 207．4�
34 � リリカルドーン 牝5栗 55 荻野 極ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492＋ 21：00．51 54．7�
57 ウォーターマゼラン 牡4芦 57 柴山 雄一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 504＋161：01．35 67．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，340，600円 複勝： 35，884，100円 枠連： 9，354，300円
馬連： 42，046，100円 馬単： 20，629，400円 ワイド： 38，567，300円
3連複： 68，010，500円 3連単： 73，294，700円 計： 314，127，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 300円 � 160円 � 560円 枠 連（3－5） 2，210円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，470円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 58，910円

票 数

単勝票数 計 263406 的中 � 23728（5番人気）
複勝票数 計 358841 的中 � 28365（5番人気）� 73893（2番人気）� 13496（9番人気）
枠連票数 計 93543 的中 （3－5） 3268（10番人気）
馬連票数 計 420461 的中 �� 12745（10番人気）
馬単票数 計 206294 的中 �� 2964（21番人気）
ワイド票数 計 385673 的中 �� 11569（9番人気）�� 3897（33番人気）�� 8338（13番人気）
3連複票数 計 680105 的中 ��� 5053（35番人気）
3連単票数 計 732947 的中 ��� 902（211番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボベイビー �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ダイナマイトメール デビュー 2017．11．4 東京12着

2015．3．23生 牡5栗 母 ダイナマイトハニー 母母 ハニーエレガンス 20戦2勝 賞金 29，250，000円
※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 グラドゥアーレ号・スマートサヴァラン号・ミリオンゲーム号

第１回 小倉競馬 第８日



02087 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8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

715 ジ ュ ラ ン ド 牝3栗 54
52 △団野 大成�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 414－121：09．3 38．9�

713 ゼットグローリ 牝3青 54 菱田 裕二�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 446－181：09．61� 21．8�
818 グレースオブナイル 牝3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 クビ 7．0�
714 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± 01：09．7クビ 4．6�
612 ムーンライトリバー 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 422－141：09．8� 13．2	
47 レイチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 436＋ 2 〃 クビ 52．1

817 エレヴァート 牝3黒鹿54 熊沢 重文�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 426－10 〃 アタマ 4．8�
23 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 430＋ 21：09．9� 50．3�
816 ベ ル シ ッ ク 牝3鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 414－ 81：10．0� 275．6
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 432＋ 4 〃 クビ 7．5�
611 エピデンドラム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 21：10．1クビ 22．5�

12 ブルーアズール 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心飯田 正剛氏 石坂 公一 新ひだか 千代田牧場 426－161：10．2� 54．1�

24 ア リ シ ア 牝3青鹿 54
52 △斎藤 新前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 440＋ 21：10．3� 69．5�

510 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 430－ 41：10．51� 195．5�

35 メイショウケイソウ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 418± 01：10．6クビ 5．7�
59 クールギャルド 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 41：10．7� 21．4�
48 オニンギョウサン 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 422－241：11．02 99．8�
36 エイシンマホロバ 牝3栗 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 土田 扶美子 434－24 （競走中止） 19．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，878，500円 複勝： 40，219，500円 枠連： 13，888，500円
馬連： 44，961，800円 馬単： 19，438，800円 ワイド： 44，022，300円
3連複： 79，931，500円 3連単： 78，279，100円 計： 344，620，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 1，300円 � 650円 � 280円 枠 連（7－7） 3，700円

馬 連 �� 33，860円 馬 単 �� 90，550円

ワ イ ド �� 7，400円 �� 3，830円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 61，860円 3 連 単 ��� 457，680円

票 数

単勝票数 計 238785 的中 � 4910（11番人気）
複勝票数 計 402195 的中 � 7293（13番人気）� 15651（9番人気）� 43999（5番人気）
枠連票数 計 138885 的中 （7－7） 2906（13番人気）
馬連票数 計 449618 的中 �� 1029（82番人気）
馬単票数 計 194388 的中 �� 161（184番人気）
ワイド票数 計 440223 的中 �� 1520（73番人気）�� 2961（44番人気）�� 4607（26番人気）
3連複票数 計 799315 的中 ��� 969（185番人気）
3連単票数 計 782791 的中 ��� 124（1311番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ ラ ン ド �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．23 京都6着

2017．3．18生 牝3栗 母 ウインクリアビュー 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 エイシンマホロバ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 7頭 イトシキオモイ号・キタノマナザシ号・シアープレジャー号・タッシーアンジェラ号・チンクエテッレ号・

ディーバダンス号・ラファームソルティ号

02088 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8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

47 ソニックベガ 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430－ 61：48．2 5．0�

36 ステラドーロ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 41：48．62� 4．3�

612 カ ノ ア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ニッシンホール
ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 436－ 21：48．91� 7．5�

510 ムーンショット 牡3鹿 56 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 452± 01：49．43 6．7�
11 サクセスバローズ 牡3鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 442－ 21：49．5� 10．5	
611 ハイパーステージ 牡3芦 56

54 △斎藤 新 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 430－ 4 〃 クビ 36．2

48 セイウンラストヘイ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 510－ 41：49．6� 3．4�
24 ア ト レ ッ ド 牝3青鹿54 松若 風馬ニューワールドレー

シング� 杉山 晴紀 浦河 谷口牧場 396－ 41：49．7� 46．3�
714 セ コ イ ア 牝3栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 448－ 41：49．91� 68．0
816 ピクトグラム 牝3青鹿54 荻野 琢真�須野牧場 今野 貞一 日高 新井 昭二 420－ 21：50．21� 52．9�
59 ピンポンダッシュ 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 422－ 4 〃 クビ 79．2�
23 ウインセブリオン 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 438＋ 41：50．3� 45．6�
815 スカイインパラ 牡3鹿 56 荻野 極小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 B524＋ 61：50．51� 150．4�
713 ナムラゴロフキン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 492－ 41：52．3大差 37．3�
12 ショウナンサモン 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 木村牧場 488－ 2 〃 ハナ 135．7�
35 ロードクリーガー 牡3黒鹿56 長岡 禎仁藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 450－ 21：53．04 251．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，429，200円 複勝： 34，761，500円 枠連： 11，324，100円
馬連： 36，892，200円 馬単： 18，616，600円 ワイド： 35，144，800円
3連複： 56，345，800円 3連単： 64，171，000円 計： 279，685，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 160円 � 220円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 420円 �� 830円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 14，630円

票 数

単勝票数 計 224292 的中 � 35271（3番人気）
複勝票数 計 347615 的中 � 51066（3番人気）� 60715（2番人気）� 36362（5番人気）
枠連票数 計 113241 的中 （3－4） 19525（1番人気）
馬連票数 計 368922 的中 �� 30205（3番人気）
馬単票数 計 186166 的中 �� 6675（7番人気）
ワイド票数 計 351448 的中 �� 22826（3番人気）�� 10354（12番人気）�� 12873（7番人気）
3連複票数 計 563458 的中 ��� 11884（10番人気）
3連単票数 計 641710 的中 ��� 3180（36番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．3―12．3―12．4―12．2―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．6―47．9―1：00．3―1：12．5―1：24．3―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソニックベガ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．8．11 小倉4着

2017．4．20生 牝3黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 5戦1勝 賞金 9，210，000円
〔騎手変更〕 サクセスバローズ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラゴロフキン号・ロードクリーガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

3月9日まで平地競走に出走できない。
ショウナンサモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月9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〕 ショウナンサモン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月9日まで平地競走に出走でき
ない。



02089 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第5競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

48 リインフォース 牡3黒鹿 56
55 ☆川又 賢治ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 460± 01：09．2 14．3�

713 オパールシャルム 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 470－ 21：09．51� 9．3�

510 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 460－ 21：09．71 5．4�

24 エールヴィフ 牝3鹿 54
52 △斎藤 新佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 502＋10 〃 ハナ 4．3�

47 ビ ア イ 牝3青鹿54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B474－ 6 〃 クビ 10．0�
715 スズノヤマト 牡3鹿 56 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋ 21：09．91� 5．9	
35 ナムラピアノ 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 いとう牧場 424＋ 41：10．0� 57．3

611 サンアンティモニー 牝3青鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 浦河 榊原 敏明 454＋ 2 〃 アタマ 241．2�
59 ネクストエピソード 牝3鹿 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 392＋ 4 〃 アタマ 25．0�
23 グッドストーム 牡3青鹿56 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 小泉牧場 516＋ 2 〃 アタマ 85．2
817 ミツルザビクトリー 牝3黒鹿54 古川 吉洋守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 428－ 61：10．1� 121．1�
36 スマートクリオス 牝3栗 54 荻野 極大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 静内山田牧場 B474＋ 21：10．52� 14．6�
714 エキストラライト 牝3栗 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 424－ 81：10．81� 109．3�
11 オークレイコート 牝3栗 54 中谷 雄太 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B436－ 4 〃 アタマ 12．2�
612 デ ア 牝3鹿 54 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 420± 01：10．9� 7．7�
12 アドラブルリリー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 中田 浩美 396－ 2 〃 クビ 63．9�
816 フィールドグリン 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心国田 正忠氏 羽月 友彦 浦河 大北牧場 406－ 61：11．0� 185．5�
818 スターオブジュート 牝3鹿 54 松若 風馬�木村牧場 加用 正 日高 木村牧場 424＋ 61：12．38 221．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，744，200円 複勝： 48，714，600円 枠連： 14，575，400円
馬連： 54，713，800円 馬単： 24，979，900円 ワイド： 51，632，200円
3連複： 94，363，100円 3連単： 101，150，300円 計： 418，873，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 440円 � 320円 � 200円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 20，470円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 1，410円 �� 980円

3 連 複 ��� 17，770円 3 連 単 ��� 140，210円

票 数

単勝票数 計 287442 的中 � 15999（8番人気）
複勝票数 計 487146 的中 � 25110（9番人気）� 37433（5番人気）� 76869（2番人気）
枠連票数 計 145754 的中 （4－7） 9305（4番人気）
馬連票数 計 547138 的中 �� 5196（36番人気）
馬単票数 計 249799 的中 �� 915（76番人気）
ワイド票数 計 516322 的中 �� 5429（34番人気）�� 9386（21番人気）�� 13835（9番人気）
3連複票数 計 943631 的中 ��� 3981（68番人気）
3連単票数 計1011503 的中 ��� 523（506番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．2―44．7―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 ・（4，7，16）－8（1，5，13）（3，6，17）11（2，14，15，12）10－9－18 4 ・（4，7）16，8，13（1，5）（3，6，17）（11，15）10（14，12）（2，9）＝18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リインフォース �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ロイヤルタッチ デビュー 2019．6．22 阪神2着

2017．2．21生 牡3黒鹿 母 アサヒライジング 母母 アサヒマーキュリー 7戦1勝 賞金 8，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターオブジュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アンブローニュ号・ヒロシゲサンライズ号・メモリア号

02090 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第6競走 ��2，600�4歳以上1勝クラス
発走12時40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

66 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 538＋ 42：40．1 1．9�
11 ジューンバラード 牝4青鹿54 吉田 隼人吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 424－ 22：40．2� 6．0�
78 ダノンアポロン 牡5鹿 57

56 ☆西村 淳也�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 500－ 42：40．3� 7．7�
33 ファストライフ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 452＋ 22：40．4� 20．9�
44 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± 02：41．03� 22．2	
22 マコトジュズマル 牡4栗 56

54 ◇藤田菜七子�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：41．1クビ 9．9

811 マイティウェイ 牡4黒鹿56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B480＋ 42：42．05 36．2�
810 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 56

53 ▲亀田 温心木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 482－ 22：42．1� 27．0�
79 ファントムグレイ 牡7芦 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 436－ 42：42．84 63．8
55 レ オ 牡4芦 56 柴田 大知 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム B516－ 62：43．54 25．8�
67 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 480－102：55．1大差 7．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，194，800円 複勝： 31，029，400円 枠連： 7，097，700円
馬連： 33，824，800円 馬単： 19，287，000円 ワイド： 31，999，400円
3連複： 49，709，900円 3連単： 76，337，500円 計： 274，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 160円 � 180円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 251948 的中 � 102606（1番人気）
複勝票数 計 310294 的中 � 81456（1番人気）� 45508（2番人気）� 37528（4番人気）
枠連票数 計 70977 的中 （1－6） 9490（1番人気）
馬連票数 計 338248 的中 �� 37435（1番人気）
馬単票数 計 192870 的中 �� 12939（1番人気）
ワイド票数 計 319994 的中 �� 32819（1番人気）�� 23479（3番人気）�� 12123（6番人気）
3連複票数 計 497099 的中 ��� 23568（2番人気）
3連単票数 計 763375 的中 ��� 9397（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．2―12．0―11．3―12．0―12．8―12．9―12．7―12．0―12．4―12．2―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�
12．8―24．8―37．0―49．0―1：00．3―1：12．3―1：25．1―1：38．0―1：50．7―2：02．7―2：15．1―2：27．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンサルドス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Azamour デビュー 2018．6．24 阪神6着

2016．2．14生 牡4鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 15戦2勝 賞金 27，287，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラミンサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競走に出

走できない。



02091 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第7競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

55 � カーブドシール 牡4鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496＋ 41：45．5 4．1�

66 キタサンチャンドラ 牡4鹿 56
54 ◇藤田菜七子�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 41：45．81� 4．3�

22 エイカイキング 牡5栗 57
55 △団野 大成二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋ 41：46．01� 14．8�

88 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 B476＋ 21：46．21� 3．1�
33 ウォータービルド 牡6鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482－101：47．26 5．6�
77 ファイナルマズル 牡4鹿 56 丹内 祐次 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 2 〃 クビ 26．9

11 スリーヴリーグ 牡4栗 56 横山 武史	G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 514＋ 41：47．83	 6．1�
44 � ナンゴクユメネット 牝5栗 55 柴田 未崎渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 456＋ 21：48．75 192．0�
89 � ナリノレッドスター 牡5鹿 57 松若 風馬成塚 清志氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 454＋ 91：51．6大差 69．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，621，200円 複勝： 34，277，700円 枠連： 6，680，600円
馬連： 38，984，000円 馬単： 21，775，800円 ワイド： 28，433，200円
3連複： 52，870，500円 3連単： 91，592，600円 計： 303，235，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 160円 � 290円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 850円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 286212 的中 � 54555（2番人気）
複勝票数 計 342777 的中 � 67619（2番人気）� 61119（3番人気）� 23659（6番人気）
枠連票数 計 66806 的中 （5－6） 6063（3番人気）
馬連票数 計 389840 的中 �� 36763（3番人気）
馬単票数 計 217758 的中 �� 9713（6番人気）
ワイド票数 計 284332 的中 �� 19905（5番人気）�� 8221（15番人気）�� 8813（12番人気）
3連複票数 計 528705 的中 ��� 14948（12番人気）
3連単票数 計 915926 的中 ��� 6085（48番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―31．0―43．9―56．1―1：08．3―1：20．4―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カーブドシール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク

2016．4．16生 牡4鹿 母 ハギノルチェーレ 母母 フ ラ ン カ 14戦1勝 賞金 22，050，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリノレッドスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競
走に出走できない。

※出走取消馬 メイショウカクウン号（疾病〔感冒〕のため）

02092 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13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
1：56．9
1：56．1

良
良

69 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿56 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：01．2 10．0�
813 ビッグブルー 牡4鹿 56 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 502－ 62：01．3� 20．8�
712 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B500－ 22：01．51� 11．6�
814 グレートベースン 牡4青鹿 56

54 △斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 506＋ 22：01．6	 8．5�
45 マリノジュリア 牝4黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 440＋ 42：01．81 27．9	
11 ディーイストワール 牡4鹿 56 吉田 隼人嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 22：01．9� 3．9

46 シーリアスラブ 牡4鹿 56 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋20 〃 クビ 4．6�
34 メガディスカバリー 
4鹿 56 横山 武史有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 42：02．0クビ 16．0�
57 ガ ト ン 
4芦 56 荻野 極畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 506＋ 22：02．21� 24．1
33 タイセイグランツ 牡5黒鹿57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 42：02．73 73．4�
610 トゥプエデス 牡4黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B446－ 22：03．33� 11．6�
711� シーシャンティ 牡5鹿 57

56 ☆西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490－ 82：04．79 9．7�
22 ダンディズム 牡4黒鹿56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 480＋162：08．3大差 11．3�
（13頭）

58 レーガノミクス 牡5鹿 57
55 △団野 大成�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，307，900円 複勝： 37，299，300円 枠連： 10，163，700円
馬連： 46，997，600円 馬単： 20，181，900円 ワイド： 37，678，200円
3連複： 67，624，900円 3連単： 79，527，800円 計： 326，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 320円 � 950円 � 360円 枠 連（6－8） 1，680円

馬 連 �� 17，670円 馬 単 �� 33，480円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 1，610円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 60，520円 3 連 単 ��� 369，600円

票 数

単勝票数 差引計 273079（返還計 925） 的中 � 21680（5番人気）
複勝票数 差引計 372993（返還計 1255） 的中 � 32720（3番人気）� 9264（12番人気）� 28171（5番人気）
枠連票数 差引計 101637（返還計 11） 的中 （6－8） 4667（9番人気）
馬連票数 差引計 469976（返還計 4030） 的中 �� 2061（60番人気）
馬単票数 差引計 201819（返還計 1418） 的中 �� 452（118番人気）
ワイド票数 差引計 376782（返還計 2404） 的中 �� 2381（53番人気）�� 6157（23番人気）�� 2183（58番人気）
3連複票数 差引計 676249（返還計 9547） 的中 ��� 838（192番人気）
3連単票数 差引計 795278（返還計 10225） 的中 ��� 156（1147番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．4―12．1―12．2―11．7―12．2―12．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．7―48．1―1：00．2―1：12．4―1：24．1―1：36．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴユニコーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．11．18 東京3着

2016．3．28生 牡4青鹿 母 リ コ リ ス 母母 ジューンアナガリス 11戦1勝 賞金 15，150，000円
〔出走取消〕 レーガノミクス号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンディズム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月9日まで平地競走に

出走できない。



02093 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第9競走 ��1，200�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，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

611 グランドピルエット 牝5鹿 55
53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 492＋ 21：09．0 9．9�

47 ア レ ス 牝4鹿 55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B448－ 2 〃 クビ 12．3�

24 エ ス ト 牝4鹿 55 �島 克駿大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 61：09．1クビ 7．7�
35 ヴァルドワーズ 牝4栗 55 横山 武史 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 2 〃 アタマ 24．1�
510 ロ ナ 牝4黒鹿 55

53 △団野 大成桑畑 	信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B460－ 6 〃 ハナ 5．7

713 ニシノドレッシー 牝4鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 446＋ 2 〃 クビ 3．0�
612� ドクターデューン 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 472－ 81：09．2クビ 52．2�
11 ニシノコデマリ 牝5鹿 55 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 424± 0 〃 アタマ 20．7
715 サンライズマジック 牡6鹿 57

56 ☆西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486± 01：09．41 12．2�
36 � スーパーノーマル 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム B462－16 〃 クビ 92．1�
818 アーズローヴァー 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：09．61	 8．6�
816 コンテンポラリー 牡6鹿 57 藤岡 康太廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 470－ 2 〃 クビ 44．1�
12 ディープウォーリア 
6黒鹿 57

54 ▲亀田 温心中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 450－ 61：09．7クビ 94．0�

817� コハルビヨリ 牝4鹿 55
53 △斎藤 新飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 496＋ 6 〃 アタマ 21．1�

714 メイスンハナフブキ 牝4鹿 55 木幡 初也梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 442＋ 41：09．91	 285．2�
59 ドゥモワゼル 牝6鹿 55 松若 風馬小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 472－ 41：10．0� 118．9�
23 マートルリース 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 464＋ 4 〃 クビ 40．8�

48 リリカルドリーム 牝5黒鹿55 柴山 雄一水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B430－ 61：10．1� 126．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，368，400円 複勝： 50，483，200円 枠連： 16，794，100円
馬連： 67，103，000円 馬単： 28，872，400円 ワイド： 58，369，600円
3連複： 112，928，400円 3連単： 126，138，200円 計： 498，057，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 350円 � 360円 � 250円 枠 連（4－6） 4，600円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 12，660円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，470円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 14，700円 3 連 単 ��� 92，930円

票 数

単勝票数 計 373684 的中 � 29924（5番人気）
複勝票数 計 504832 的中 � 36938（5番人気）� 35346（6番人気）� 57751（3番人気）
枠連票数 計 167941 的中 （4－6） 2827（21番人気）
馬連票数 計 671030 的中 �� 7908（25番人気）
馬単票数 計 288724 的中 �� 1710（49番人気）
ワイド票数 計 583696 的中 �� 6801（25番人気）�� 10289（14番人気）�� 10512（13番人気）
3連複票数 計1129284 的中 ��� 5759（43番人気）
3連単票数 計1261382 的中 ��� 984（284番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドピルエット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．9．23 中山1着

2015．2．5生 牝5鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 17戦2勝 賞金 23，423，000円
〔制裁〕 エスト号の騎手�島克駿は，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10，000円。（被害馬：12番・13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シエルブラン号

02094 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第10競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 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），31．2．2以降2．2．2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
1：41．8
1：40．9

不良
重

35 ハギノアトラス 牡4栗 55 藤岡 佑介安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 504＋ 61：45．6 3．5�
59 オンザロックス 牡7鹿 55 勝浦 正樹稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 494＋ 61：46．02� 12．5�
11 テイエムクロムシャ 牡4青鹿54 横山 武史竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 472＋ 41：46．31	 7．2�
12 サンマルエンパイア 牡6鹿 54 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 464－101：46．4	 6．9�
47 モ サ 牡4鹿 54 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 502＋ 61：46．5クビ 5．3�
612
 シュプリームゾーン 牡6黒鹿54 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 516－ 2 〃 クビ 23．8�
714 ゴールドパッキャオ 牡5栗 54 斎藤 新増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 16．0	
510 テイエムギフテッド 牡5黒鹿54 団野 大成竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466± 01：46．6� 21．7

24 シャイニーロック 牡4鹿 54 松若 風馬小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 502－ 41：46．81 9．5�
48 タイキダイヤモンド 牡6青鹿54 杉原 誠人�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 480＋ 81：46．9	 84．7
713 ヴァルディノート 牡5黒鹿53 中谷 雄太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋121：47．11 36．8�
816 ブラックモリオン 牝4青鹿50 荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B486＋ 2 〃 クビ 44．5�
815� アメリカンワールド 牡5栗 54 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 482＋101：47．2クビ 34．8�
23 タガノハツコイ 牝4栗 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 468－ 81：47．62� 44．1�
611� ディライトプロミス 牝5鹿 52 西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 480± 01：47．7� 30．8�

36 
 インペリオアスール �6鹿 53 �島 克駿 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 498± 01：48．01	 46．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，192，000円 複勝： 56，504，900円 枠連： 20，173，100円
馬連： 80，363，700円 馬単： 33，434，500円 ワイド： 65，822，700円
3連複： 137，831，300円 3連単： 152，903，900円 計： 584，226，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 310円 � 190円 枠 連（3－5） 1，550円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 870円 �� 460円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 28，170円

票 数

単勝票数 計 371920 的中 � 83104（1番人気）
複勝票数 計 565049 的中 � 113604（1番人気）� 37929（6番人気）� 77506（3番人気）
枠連票数 計 201731 的中 （3－5） 10033（7番人気）
馬連票数 計 803637 的中 �� 24042（8番人気）
馬単票数 計 334345 的中 �� 5768（12番人気）
ワイド票数 計 658227 的中 �� 19145（7番人気）�� 38879（1番人気）�� 12004（16番人気）
3連複票数 計1378313 的中 ��� 19265（9番人気）
3連単票数 計1529039 的中 ��� 3935（46番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―11．8―13．2―12．8―12．3―12．4―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．7―42．9―55．7―1：08．0―1：20．4―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノアトラス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．14 京都7着

2016．5．7生 牡4栗 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 11戦3勝 賞金 35，721，000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。
（非抽選馬） 4頭 キャベンディッシュ号・ミラビリア号・レンブランサ号・ワンダーコノシュア号



02095 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第11競走 ��
��2，000�

かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳
56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

711 カウディーリョ 牡4黒鹿56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458＋241：59．9 3．4�
56 � ダブルシャープ 牡5鹿 57 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 494＋ 22：00．11	 9．7�
57 バイオレントブロー 
5黒鹿57 中谷 雄太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 480－ 82：00．2クビ 18．9�
710 ダ ン サ ー ル 牝5黒鹿55 西村 淳也�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 ハナ 12．7�
69 � ナ イ マ マ 牡4鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 476－ 42：00．41	 9．0	
68 ハ ウ エ バ ー 牡6栗 57 丹内 祐次古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 424＋ 4 〃 クビ 152．4

813 エレクトロニカ 牝6鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 444－ 42：00．5� 7．2�
44 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 468＋10 〃 クビ 9．6�
11 ワイプティアーズ 牡5栗 57 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 524－ 82：00．6クビ 6．1
33 ドリームソルジャー 牡6栗 57 古川 吉洋 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 480－ 2 〃 アタマ 25．2�

812 ラ テ ュ ロ ス 牝5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－12 〃 クビ 13．0�

45 メイショウフェイク 牡8鹿 57 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 500－ 62：00．7� 70．0�
22 ジ ャ コ マ ル 牡6鹿 57 横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 478＋122：00．8クビ 13．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 64，271，000円 複勝： 98，151，900円 枠連： 43，249，200円
馬連： 206，533，300円 馬単： 76，575，800円 ワイド： 127，410，400円
3連複： 355，856，800円 3連単： 412，238，800円 計： 1，384，287，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 280円 � 420円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，440円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 44，790円

票 数

単勝票数 計 642710 的中 � 149729（1番人気）
複勝票数 計 981519 的中 � 170910（1番人気）� 89273（4番人気）� 51160（9番人気）
枠連票数 計 432492 的中 （5－7） 32549（3番人気）
馬連票数 計2065333 的中 �� 71236（6番人気）
馬単票数 計 765758 的中 �� 16145（7番人気）
ワイド票数 計1274104 的中 �� 35317（8番人気）�� 22795（20番人気）�� 12641（44番人気）
3連複票数 計3558568 的中 ��� 20910（58番人気）
3連単票数 計4122388 的中 ��� 6672（152番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―12．3―12．0―12．0―11．9―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．3―48．6―1：00．6―1：12．6―1：24．5―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カウディーリョ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 札幌1着

2016．3．8生 牡4黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 7戦4勝 賞金 51，005，000円

02096 2月9日 曇 良 （2小倉1） 第8日 第12競走 ��1，800�
ひ た

日 田 特 別
発走16時00分 （芝・右）

牝，4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 ランブリングアレー 牝4黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－101：47．5 2．7�
56 � イルーシヴゴールド 牝5芦 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 41：47．71� 4．6�
710 レッドルーヴル 牝4黒鹿54 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 452－101：47．8� 15．6�
33 ブライティアセルバ 牝4黒鹿54 横山 武史小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 420＋ 21：48．12 7．8�
68 ミ ア グ ア 牝5青鹿55 菱田 裕二五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：48．2クビ 6．5	
711 モズレジーナ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 428－ 81：48．41� 5．8

11 ベルキューティ 牝4黒鹿54 藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 394－ 21：48．5	 12．4�
813 エスペランサルル 牝8栗 55 
島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430－ 61：48．6クビ 105．1
812 タマノジュメイラ 牝4鹿 54 丹内 祐次玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：48．7	 17．9�
57 フィブロライト 牝4青鹿54 
島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 424－ 41：48．91� 150．5�
69 クレーリッチェ 牝4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 21：49．0	 117．3�
（11頭）

44 ポ リ ア ン サ 牝4栗 54 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 4 （競走除外）

45 � レ ガ 牝5栗 55 山田 敬士榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 438± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 50，480，000円 複勝： 64，446，800円 枠連： 18，989，900円
馬連： 90，834，400円 馬単： 39，540，400円 ワイド： 62，658，700円
3連複： 126，944，100円 3連単： 172，439，100円 計： 626，333，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 310円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 290円 �� 740円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 差引計 504800（返還計 17174） 的中 � 145990（1番人気）
複勝票数 差引計 644468（返還計 25776） 的中 � 155639（1番人気）� 122272（2番人気）� 37852（6番人気）
枠連票数 差引計 189899（返還計 20214） 的中 （2－5） 23545（1番人気）
馬連票数 差引計 908344（返還計 85379） 的中 �� 111608（1番人気）
馬単票数 差引計 395404（返還計 38107） 的中 �� 28047（1番人気）
ワイド票数 差引計 626587（返還計 63935） 的中 �� 61573（1番人気）�� 20610（11番人気）�� 15496（14番人気）
3連複票数 差引計1269441（返還計227127） 的中 ��� 32400（10番人気）
3連単票数 差引計1724391（返還計286132） 的中 ��� 12168（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．5―48．3―1：00．2―1：12．1―1：23．8―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．24生 牝4黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 7戦2勝 賞金 36，870，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 レガ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻8分

遅延。
ポリアンサ号は，発馬機内で転倒した隣枠の馬に蹴られ，疾病〔左前管挫創〕を発症したため競走除外。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 レガ号は，令和2年2月10日から令和2年3月10日まで出走停止。停止期間の満了後に発走調教
再審査。

３レース目



（2小倉1）第8日 2月9日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

193，900，000円
7，350，000円
21，830，000円
1，430，000円
21，520，000円
69，721，250円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
392，338，200円
564，136，900円
180，679，800円
782，244，000円
344，198，300円
616，111，300円
1，268，798，200円
1，506，411，900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 5，654，918，600円

総入場人員 10，791名 （有料入場人員 9，831名）
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