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05025 2月18日 晴 稍重 （29小倉1）第3日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

33 スマートダフネ 牝3栗 54
52 △坂井 瑠星大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 446＋ 41：00．1 8．1�

11 サノノショウグン 牡3栗 56
54 △木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 446± 0 〃 クビ 48．0�

814 スターズバース 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494－ 21：00．63 5．1�
711 テイエムアカツキ 牡3栗 56

54 △城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 496－ 41：00．81� 13．5�
22 ブ キ ス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極杉澤 光雄氏 斉藤 崇史 新ひだか 前谷 武志 502－ 41：00．9� 1．7�
69 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿56 北村 友一 �グリーンファーム須貝 尚介 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 4 〃 ハナ 17．4	
45 ヒハマタノボル 牝3鹿 54 丸田 恭介山本 武司氏 高市 圭二 新冠 村田牧場 456－12 〃 アタマ 11．9

813 メイショウタカモリ 牡3芦 56 小牧 太松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 482± 01：01．64 32．7�
610 ク ー ロ ゼ 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 増本牧場 412－ 81：01．81� 189．9
34 アグネスヴォルツ 牡3鹿 56

54 △原田 和真畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500＋ 21：01．9� 134．8�
58 ウ ェ ザ ビ ー 牝3鹿 54 山口 勲�谷口牧場 坂口 正則 新ひだか 乾 皆雄 390－ 41：02．11� 194．6�

（佐賀）

57 クレードラリュンヌ 牝3黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428＋ 6 〃 ハナ 84．1�
712 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 54 横山 和生鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 466＋ 21：02．2クビ 15．5�
46 ヤエノシボラ 牝3栗 54

52 △伴 啓太柳田 英子氏 二本柳俊一 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 432＋ 21：05．9大差 178．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，572，000円 複勝： 31，638，400円 枠連： 11，040，800円
馬連： 29，242，100円 馬単： 19，318，000円 ワイド： 21，483，100円
3連複： 45，650，000円 3連単： 65，246，700円 計： 240，191，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 330円 � 1，830円 � 250円 枠 連（1－3） 23，180円

馬 連 �� 19，400円 馬 単 �� 40，920円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 600円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 30，700円 3 連 単 ��� 276，630円

票 数

単勝票数 計 165720 的中 � 16315（3番人気）
複勝票数 計 316384 的中 � 26028（3番人気）� 3771（9番人気）� 38342（2番人気）
枠連票数 計 110408 的中 （1－3） 369（25番人気）
馬連票数 計 292421 的中 �� 1168（32番人気）
馬単票数 計 193180 的中 �� 354（62番人気）
ワイド票数 計 214831 的中 �� 1322（30番人気）�� 9897（5番人気）�� 1727（26番人気）
3連複票数 計 456500 的中 ��� 1115（62番人気）
3連単票数 計 652467 的中 ��� 171（434番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．4―35．1―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートダフネ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．8．13 小倉2着

2014．4．20生 牝3栗 母 アドマイヤプルート 母母 スプリングハーレー 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤエノシボラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月18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。
（非当選馬） 1頭 ヤマタケシンバ号
（非抽選馬） 2頭 カズマデプレシャン号・ブリッゲン号
※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。

05026 2月18日 晴 稍重 （29小倉1）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

510 マンハッタンロック 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 21：47．7 2．2�

59 エスポワールパレス 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 496± 01：48．76 4．7�

612 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 山口 勲山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 448－121：48．91 23．5�
（佐賀）

11 ハイクアウト 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 492－ 61：49．0� 7．8�
24 シゲルクーガー �3鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 464－101：49．32 15．8	
713 シゲルボスザル 牡3黒鹿56 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 444－ 81：49．4� 28．1

47 デルマネライウチ 牝3鹿 54

53 ☆長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506± 01：49．61� 38．9�

714 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 丸田 恭介松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 494＋ 41：49．91� 27．0�
12 タムロセレッサ 牝3鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 490－ 41：50．11� 19．5
48 ブライトンピア 牡3栗 56

54 △木幡 初也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448－ 61：50．31� 45．2�
611 ハクユウマックス 牡3栗 56 藤岡 佑介 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 500± 01：50．4クビ 18．4�
36 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 468± 01：50．61� 187．5�
815 メイショウシラカバ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 クビ 10．6�
816 ベルウッドスバル 牡3黒鹿 56

54 △城戸 義政鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 492＋ 21：50．7クビ 176．4�
35 スマートリンク 牝3栗 54 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 飛野牧場 454－101：52．5大差 104．8�
23 クリノキング �3栗 56

54 △坂井 瑠星栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 454－121：53．03 56．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，118，000円 複勝： 28，134，900円 枠連： 10，247，200円
馬連： 29，767，700円 馬単： 15，988，400円 ワイド： 22，380，700円
3連複： 46，225，700円 3連単： 53，847，500円 計： 223，710，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 640円 枠 連（5－5） 530円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，160円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計 171180 的中 � 61517（1番人気）
複勝票数 計 281349 的中 � 112291（1番人気）� 37641（2番人気）� 5884（10番人気）
枠連票数 計 102472 的中 （5－5） 14840（2番人気）
馬連票数 計 297677 的中 �� 43809（1番人気）
馬単票数 計 159884 的中 �� 16366（1番人気）
ワイド票数 計 223807 的中 �� 26812（1番人気）�� 4481（11番人気）�� 3554（17番人気）
3連複票数 計 462257 的中 ��� 10675（8番人気）
3連単票数 計 538475 的中 ��� 4172（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．7―44．5―57．2―1：09．7―1：22．4―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

マンハッタンロック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．28 中京2着

2014．2．8生 牡3鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャーロック号
（非抽選馬） 1頭 ジェリーロラム号
※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。

第１回 小倉競馬 第３日



05027 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

510 ブライトムーン 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414± 01：50．9 10．8�
35 ヤマニンルサリー 牝3鹿 54 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 438± 01：51．0� 9．8�
23 ビートフォーセール 牝3鹿 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 4．9�
816 ワインアンドダイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 41：51．1� 23．2�
713 ラブパレード 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 462± 0 〃 ハナ 45．6	
12 タンタグローリア 牝3鹿 54 北村 友一�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 390－ 81：51．2� 4．3

24 リネンロマン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 402－ 81：51．3� 10．9�
47 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 61：51．4� 6．6�
59 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458－ 81：51．5� 7．0
714 ウインブリアン 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 410＋101：51．71� 96．9�
48 セイユウルビー 牝3鹿 54

52 △原田 和真松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 430－ 41：52．01� 121．9�
815 ゼロメリディアン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 412＋141：52．31� 11．0�
36 ウインシェリー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太�ウイン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 354－ 61：52．4� 214．8�
611 サンカーメル 牝3鹿 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 438＋ 41：52．61� 136．2�
11 ベ ル ダ ム 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 398－ 41：53．45 20．9�
612 ユミノビッグブーツ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政泉 一郎氏 奥村 豊 新冠 田上 光征 478＋ 82：01．5大差 208．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，185，800円 複勝： 26，154，700円 枠連： 11，564，200円
馬連： 34，010，900円 馬単： 16，443，400円 ワイド： 24，943，900円
3連複： 50，778，600円 3連単： 56，904，400円 計： 238，985，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 250円 � 390円 � 160円 枠 連（3－5） 3，340円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 22，140円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 1，350円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 14，760円 3 連 単 ��� 123，890円

票 数

単勝票数 計 181858 的中 � 13407（6番人気）
複勝票数 計 261547 的中 � 25889（5番人気）� 14130（8番人気）� 52788（1番人気）
枠連票数 計 115642 的中 （3－5） 2680（15番人気）
馬連票数 計 340109 的中 �� 2606（37番人気）
馬単票数 計 164434 的中 �� 557（78番人気）
ワイド票数 計 249439 的中 �� 2233（38番人気）�� 4757（21番人気）�� 6333（14番人気）
3連複票数 計 507786 的中 ��� 2579（62番人気）
3連単票数 計 569044 的中 ��� 333（451番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―38．1―51．1―1：02．7―1：15．0―1：27．0―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．9
1
3
13，14，5（7，8，10）4（2，3，15）11，16，1，9，6＝12・（16，14）15（13，8）（7，5）（4，2，10）（11，9，3）－（1，6）＝12

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

勝馬の
紹 介

ブライトムーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．28 京都5着

2014．3．21生 牝3黒鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔その他〕 ユミノビッグブーツ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。

05028 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ニシノヒナマツリ 牝3栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 472＋ 41：09．6 23．9�
48 メイショウハバネラ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 440－101：09．91� 8．5�
713 ニシノアラモード 牝3黒鹿54 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 456－121：10．11� 20．1�
35 ロードアイビス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 468＋10 〃 クビ 2．7�
59 ハイレートクライム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470－ 61：10．2	 6．5	
36 ティンウッドマン 牡3黒鹿56 丸田 恭介西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 468－ 41：10．3� 22．3

715 グランドガール 牝3鹿 54 藤岡 康太林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460＋ 4 〃 クビ 9．8�
818 ヤクシャハソロッタ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 436－ 21：10．4� 5．7�
612 ピンクガーベラ 牝3芦 54 北村 友一�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 41：10．5クビ 14．7
47 ダンツプラズマ 牡3黒鹿56 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 厚真 大川牧場 488＋281：10．92	 19．8�
714 トーヨーエース 牡3鹿 56

55 ☆
島 克駿中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋121：11．0クビ 39．6�
611 パワーズオブテン 牡3鹿 56 菱田 裕二�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 430＋161：11．1	 122．5�
23 コウセイエリザベス 牝3鹿 54 嶋田 純次杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 464－ 4 〃 アタマ 96．6�
816 ゲンパチキララ 牡3青鹿56 吉田 隼人平野 武志氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 422± 01：11．2	 86．3�
817 ヴィーエンプレス 牝3栗 54

52 △伴 啓太古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 466－141：11．41	 120．2�
510 タツジンソク 牡3栗 56 幸 英明鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 464＋ 81：11．5� 122．6�
12 アルポアドール 牝3青鹿54 西村 太一清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 B418－ 21：11．71� 147．0�
11 ア ロ 牝3鹿 54 横山 和生石川 秀守氏 菅原 泰夫 新ひだか サンコウ牧場 356＋ 21：11．8	 115．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，284，400円 複勝： 30，672，800円 枠連： 11，273，700円
馬連： 34，301，000円 馬単： 18，682，400円 ワイド： 25，635，000円
3連複： 49，408，200円 3連単： 55，190，600円 計： 247，448，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 620円 � 270円 � 570円 枠 連（2－4） 3，930円

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 15，810円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 4，190円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 25，170円 3 連 単 ��� 184，390円

票 数

単勝票数 計 222844 的中 � 7441（10番人気）
複勝票数 計 306728 的中 � 12160（10番人気）� 34171（4番人気）� 13319（9番人気）
枠連票数 計 112737 的中 （2－4） 2220（16番人気）
馬連票数 計 343010 的中 �� 4225（28番人気）
馬単票数 計 186824 的中 �� 886（64番人気）
ワイド票数 計 256350 的中 �� 3519（24番人気）�� 1550（47番人気）�� 4274（16番人気）
3連複票数 計 494082 的中 ��� 1472（92番人気）
3連単票数 計 551906 的中 ��� 217（615番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．8―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―45．8―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 15（2，14）4（8，17）（1，13）（3，12，9）（5，10）6，7（16，11）18 4 15，4（8，2，14）（13，17）（1，9）（3，12，5）（6，10）（16，7）（18，11）

勝馬の
紹 介

ニシノヒナマツリ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．6．19 東京4着

2014．2．8生 牝3栗 母 パ ラ デ ィ ナ 母母 Khumba Mela 5戦1勝 賞金 6，850，000円
〔発走状況〕 ロードアイビス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ロードアイビス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アグネスヒテン号・クララフトゥーラ号・シゲルタイガー号・ジューン号・ナムラクロエ号・パルクリール号・

バーニングテイスト号・マッセル号



05029 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

36 ドリームソルジャー 牡3栗 56 菱田 裕二 �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 460＋122：01．2 5．1�
47 タイセイバロン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 490－ 82：01．94 87．2�
816 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 42：02．75 6．1�
714 グリフレット 牡3鹿 56

54 △木幡 初也 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B430－ 8 〃 クビ 68．2�
818 ピオニームーン 牝3鹿 54 北村 友一下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 470＋102：02．91� 11．2	
11 メイショウキリマ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 526－ 42：03．0� 26．4

817 コスモアルメナーラ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482± 0 〃 クビ 23．1�
611 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 452－ 8 〃 ハナ 7．6�
48 タガノヤグラ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 62：03．1クビ 14．9
715 マイネルシルバリー 牡3芦 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか グランド牧場 494－ 6 〃 ハナ 13．4�

612 トーホウケタール 牡3鹿 56
54 △城戸 義政東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 480－ 42：03．31� 112．2�

59 ローレルヴィクター 牡3鹿 56 幸 英明 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 454－ 22：03．61� 26．4�
35 アスターストーリー 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 450－ 6 〃 ハナ 69．1�
713 グリーンジャケット 牡3鹿 56 丸田 恭介�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494± 02：03．92 8．5�
12 レヴェンスホール 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456± 02：04．11� 8．3�
510 ナンヨービーナス 牝3鹿 54 藤岡 佑介中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 クビ 12．8�
24 サトノポラリス 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 512± 02：04．95 25．4�
23 ミスターステイ 牡3鹿 56 丸山 元気村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 406－122：27．4大差 119．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，659，000円 複勝： 27，521，200円 枠連： 12，938，400円
馬連： 35，371，700円 馬単： 17，927，900円 ワイド： 29，413，100円
3連複： 60，808，500円 3連単： 64，746，200円 計： 267，386，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 2，580円 � 200円 枠 連（3－4） 2，350円

馬 連 �� 32，020円 馬 単 �� 54，650円

ワ イ ド �� 9，630円 �� 490円 �� 12，970円

3 連 複 ��� 63，510円 3 連 単 ��� 378，550円

票 数

単勝票数 計 186590 的中 � 28883（1番人気）
複勝票数 計 275212 的中 � 34793（2番人気）� 2101（17番人気）� 40758（1番人気）
枠連票数 計 129384 的中 （3－4） 4256（13番人気）
馬連票数 計 353717 的中 �� 856（83番人気）
馬単票数 計 179279 的中 �� 246（156番人気）
ワイド票数 計 294131 的中 �� 745（83番人気）�� 17173（1番人気）�� 552（100番人気）
3連複票数 計 608085 的中 ��� 718（218番人気）
3連単票数 計 647462 的中 ��� 124（1268番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．2―12．9―12．7―12．6―12．4―12．3―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―34．6―47．5―1：00．2―1：12．8―1：25．2―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドリームソルジャー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．6．26 阪神3着

2014．3．22生 牡3栗 母 カレイメモワール 母母 ラ ピ ュ セ ル 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 タイセイバロン号の騎手荻野極は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ミスターステイ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。
※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。
（非抽選馬） 5頭 グラスノーブル号・コウユーカゼニノリ号・コスモストレンジ号・サンピッツバーグ号・ピーチメルバ号

05030 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

48 ノーブルスノー 牝4芦 54 吉田 隼人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 474－ 81：47．0 4．8�
24 デフィニール 牝4鹿 54 丸田 恭介 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B472＋ 81：47．1� 70．7�
816� アマレッティ 牝5栗 55

52 ▲荻野 極 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋20 〃 クビ 14．7�

23 クラシックリディア 牝4黒鹿 54
52 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－121：47．52� 24．0�

12 ヨシノザクラ 牝4芦 54 丸山 元気前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 61：47．6� 10．9	

47 グランドエンジェル 牝6鹿 55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 41：47．7クビ 14．6

11 アタックガール 牝4青鹿 54

52 △木幡 初也長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 420－ 41：47．91� 13．5�
713� サンレイフレンチ 牝6栗 55

53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426± 01：48．0� 134．6�
611� マルトクビクトリー 牝5鹿 55 畑端 省吾高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 452－ 2 〃 クビ 97．5
35 セレッソプリマベラ 牝4栗 54

53 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 444－ 21：48．21 14．1�
59 スパツィアーレ 牝4黒鹿54 藤岡 康太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 502＋ 21：48．41 8．1�
36 ゴッドカリビアン 牝4鹿 54 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 444－ 4 〃 ハナ 5．9�
510� カラフルマーメイド 牝5鹿 55 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468－12 〃 クビ 29．7�
714 ウインクルミラクル 牝6鹿 55 秋山真一郎�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B468－ 61：48．61� 39．8�
815 グッドタイムロール 牝6栗 55 北村 友一�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－101：48．91	 25．5�
612 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 502－ 6 〃 クビ 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，892，700円 複勝： 21，376，700円 枠連： 9，730，000円
馬連： 28，465，600円 馬単： 15，071，700円 ワイド： 21，341，700円
3連複： 44，177，400円 3連単： 49，655，000円 計： 205，710，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 1，850円 � 510円 枠 連（2－4） 2，970円

馬 連 �� 19，750円 馬 単 �� 25，860円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 1，420円 �� 14，530円

3 連 複 ��� 86，730円 3 連 単 ��� 545，450円

票 数

単勝票数 計 158927 的中 � 26439（1番人気）
複勝票数 計 213767 的中 � 38019（2番人気）� 2445（14番人気）� 10105（9番人気）
枠連票数 計 97300 的中 （2－4） 2535（14番人気）
馬連票数 計 284656 的中 �� 1117（63番人気）
馬単票数 計 150717 的中 �� 437（103番人気）
ワイド票数 計 213417 的中 �� 868（68番人気）�� 3995（17番人気）�� 372（94番人気）
3連複票数 計 441774 的中 ��� 382（254番人気）
3連単票数 計 496550 的中 ��� 66（1483番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．8―13．4―12．8―12．8―12．4―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．2―30．0―43．4―56．2―1：09．0―1：21．4―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
16，3，5－11，4，7－8，9（2，10，12）6，15，1－（13，14）・（16，3，4）5，11（7，8）2，9（6，10，12）1，15－（13，14）

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

勝馬の
紹 介

ノーブルスノー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．6 東京3着

2013．4．9生 牝4芦 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 11戦2勝 賞金 18，900，000円



05031 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．1
2：37．3

良
良

44 ニホンピロカーン 牡4鹿 56 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462－ 82：44．4 3．1�
89 ジャストコーズ 牡4青鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 2 〃 クビ 5．8�
22 タマモベルガモ 牡4栗 56

55 ☆�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B482－ 22：44．5� 77．4�
66 ミッキーシャンティ 牡4青鹿56 北村 友一野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 アタマ 3．7�
78 バンダムザブラッド 牡4黒鹿56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466± 02：45．03 7．4	
55 シ ュ ネ ー ル 牡6鹿 57 秋山真一郎永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 496± 02：45．21 24．1

810 トモジャハリーフ 牡4黒鹿56 丹内 祐次吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 458－ 82：45．3� 30．1�
77 チ ャ リ シ ー 牝5鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 9．4�
11 ロードキング 牡4鹿 56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B482－ 82：45．51 6．1
33 	 ホホエムオンナ 牝5鹿 55 宮崎 北斗�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 432－142：46．88 113．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，136，000円 複勝： 19，547，900円 枠連： 7，851，600円
馬連： 25，441，200円 馬単： 15，825，300円 ワイド： 18，451，300円
3連複： 33，686，800円 3連単： 63，520，800円 計： 201，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，430円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，010円 �� 6，960円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 78，990円

票 数

単勝票数 計 171360 的中 � 42912（1番人気）
複勝票数 計 195479 的中 � 43469（1番人気）� 31948（3番人気）� 2318（9番人気）
枠連票数 計 78516 的中 （4－8） 6743（5番人気）
馬連票数 計 254412 的中 �� 22114（3番人気）
馬単票数 計 158253 的中 �� 7248（4番人気）
ワイド票数 計 184513 的中 �� 12928（3番人気）�� 1491（29番人気）�� 636（35番人気）
3連複票数 計 336868 的中 ��� 1256（51番人気）
3連単票数 計 635208 的中 ��� 583（211番人気）

ハロンタイム 13．2―12．8―12．9―13．2―13．2―13．1―13．5―13．0―12．7―12．4―11．4―11．4―11．6

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�
13．2―26．0―38．9―52．1―1：05．3―1：18．4―1：31．9―1：44．9―1：57．6―2：10．0―2：21．4―2：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F46．8―3F34．4
1
�
10，9（2，7）6（1，8）－5，3，4・（10，9）（7，4）（2，8，6）（1，5）－3

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロカーン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 スニッツェル デビュー 2015．11．21 京都8着

2013．3．1生 牡4鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 14戦2勝 賞金 21，420，000円

05032 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

816 ウォーターイーグル 牡5黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 530± 01：45．7 4．3�
11 エンヴァール 牡4栗 56 北村 友一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 8 〃 クビ 4．9�
714 ヒルノデンハーグ �5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 466－ 21：46．01� 4．1�
47 ナンヨーアーミー 牡4鹿 56 藤岡 康太中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 526－161：46．63� 11．4�
24 ゴットロマーネ 牡4栗 56 藤岡 佑介後藤 進氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468－121：46．92 71．8�
23 シーサイドジャズ 牡5芦 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500± 01：47．0クビ 55．0	
59 サンライズウィズ 牡4鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 482＋10 〃 アタマ 16．2

35 ダイメイリシャール 牡6栗 57

55 △伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504－ 61：47．1� 89．3�
510 ライトブリンガー 牡4栗 56

55 ☆	島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B470－ 21：47．73� 5．5
36 ハッピーロード �6栗 57 小牧 太豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 494－141：47．8クビ 20．4�
815 ミスズモンブラン 牡6栗 57

55 △城戸 義政永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 486± 01：48．01
 245．5�
12 ビレッジゴールド 牡4栗 56 横山 和生村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 488－ 8 〃 クビ 34．3�
48 マルカロゼッタ 牡6栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504－ 61：48．1クビ 90．2�
713 ショークール 牡4栗 56

55 ☆加藤 祥太吉冨 学氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 512± 01：48．41� 16．4�
611 ポ ロ ス 牝4鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 454－ 21：48．61
 229．3�
612� ムーンドロップ 牡6鹿 57

56 ☆中井 裕二�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 452－ 41：49．02� 21．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，301，600円 複勝： 30，813，800円 枠連： 11，189，500円
馬連： 34，451，000円 馬単： 17，474，000円 ワイド： 25，601，700円
3連複： 50，393，500円 3連単： 60，367，200円 計： 251，592，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（1－8） 930円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 520円 �� 410円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 213016 的中 � 39328（2番人気）
複勝票数 計 308138 的中 � 49263（3番人気）� 52572（2番人気）� 44517（4番人気）
枠連票数 計 111895 的中 （1－8） 9293（4番人気）
馬連票数 計 344510 的中 �� 20918（2番人気）
馬単票数 計 174740 的中 �� 5253（4番人気）
ワイド票数 計 256017 的中 �� 12663（3番人気）�� 16644（1番人気）�� 9232（6番人気）
3連複票数 計 503935 的中 ��� 16580（2番人気）
3連単票数 計 603672 的中 ��� 3560（10番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．3―13．1―12．5―12．2―12．4―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．3―43．4―55．9―1：08．1―1：20．5―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターイーグル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2015．1．4 京都5着

2012．3．7生 牡5黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 9戦2勝 賞金 17，900，000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 シームリー号



05033 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

11 ロードスター 牡4栗 56
55 ☆中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 61：47．9 5．7�
59 クリノサンスーシ 牝4鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 438－ 21：48．64 17．6�
35 マイネルサグラ 牡4栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 4 〃 クビ 7．0�
34 ファントムグレイ 牡4芦 56 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 430± 01：48．7� 48．4�
815 カレングランブルー 牡6栗 57

56 ☆�島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 21：48．8クビ 14．1�
58 フォルシャー 牡6栗 57 秋山真一郎 	社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484± 01：49．01 10．9

713 ドーノデルソーレ 牡4黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 18．6�
47 プレイヤーサムソン 牡4鹿 56 菱田 裕二嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 470＋101：49．1クビ 2．6�
23 バトルグランドリイ 牝4鹿 54

52 △原田 和真宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 452± 0 〃 クビ 43．7
814 ビレッジシャトル 牝4栗 54

52 △木幡 初也村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育
成牧場 418－ 61：49．52� 45．0�

46 レッドグルック 牡6鹿 57 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 24．3�
712	 ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 56

54 △坂井 瑠星 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 448＋ 41：49．81� 18．1�

22 	 ハリウッドクイーン 牝4鹿 54 横山 和生飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：50．01� 11．5�
611 メイショウオルソ 牡4黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 498± 01：50．1クビ 28．2�
610	 カ ク シ ア ジ 牝6鹿 55

53 △伴 啓太栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 432－ 21：50．41� 184．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，102，800円 複勝： 25，420，500円 枠連： 13，293，900円
馬連： 39，620，200円 馬単： 21，747，700円 ワイド： 27，775，300円
3連複： 57，398，400円 3連単： 76，898，700円 計： 283，257，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 420円 � 260円 枠 連（1－5） 2，370円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 790円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 12，210円 3 連 単 ��� 66，210円

票 数

単勝票数 計 211028 的中 � 29478（2番人気）
複勝票数 計 254205 的中 � 34463（2番人気）� 14017（7番人気）� 25579（3番人気）
枠連票数 計 132939 的中 （1－5） 4339（8番人気）
馬連票数 計 396202 的中 �� 5476（20番人気）
馬単票数 計 217477 的中 �� 1679（32番人気）
ワイド票数 計 277753 的中 �� 3675（22番人気）�� 9390（4番人気）�� 3560（23番人気）
3連複票数 計 573984 的中 ��� 3524（36番人気）
3連単票数 計 768987 的中 ��� 842（199番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．9―12．3―12．5―11．8―11．6―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―36．0―48．3―1：00．8―1：12．6―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードスター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Selkirk デビュー 2015．9．6 小倉2着

2013．3．7生 牡4栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 9戦2勝 賞金 18，800，000円

05034 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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

816 デスティニーソング 牝3鹿 54 �島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：08．9 6．3�

23 ブレイヴバローズ 牡3黒鹿56 小牧 太猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 464－ 81：09．0� 3．5�
714 ショウナンマッシブ 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 466－ 21：09．1	 5．5�
817 ゲンパチケンシン 牡3芦 56 荻野 極平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 460＋ 21：09．31
 13．3�
611 シーハリケーン �3鹿 56 荻野 琢真 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 470＋ 81：09．51� 63．7	
713 メイショウギガース 牡3青鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 460＋ 21：09．6クビ 14．3

612 ダノンチャンス 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 日高 下河辺牧場 490－ 61：09．7	 5．4�
48 � ハクユウロゼ 牝3鹿 54 山口 勲 �H.Iコーポレーション 東 眞市 新ひだか 山本 昇寿 464－101：09．8クビ 43．4�

（佐賀） （佐賀）

47 アポロミッション 牡3鹿 56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 460＋ 61：10．22� 46．6
24 ヤマニンベリンダ 牝3黒鹿54 幸 英明土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 452－ 81：10．3	 25．6�
59 テイエムソッキュウ �3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 474－ 8 〃 ハナ 101．8�
510 サンバダンサー 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 440－ 21：10．4	 111．3�
35 イリスファルコン 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 410＋ 4 〃 ハナ 10．4�
12 ミュークレックス 牡3鹿 56 古川 吉洋庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 422－14 〃 クビ 31．1�
818 チシャーキャット 牝3鹿 54 伴 啓太加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 422－ 21：10．61
 189．9�
715 ショウサンルヴィア 牝3鹿 54 坂井 瑠星鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 452＋ 81：10．7	 63．4�
11 セ ル リ ア ン 牡3黒鹿56 城戸 義政�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 476－ 2 〃 ハナ 93．4�
36 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 450－161：11．55 32．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，853，300円 複勝： 36，749，100円 枠連： 18，040，800円
馬連： 55，613，700円 馬単： 27，175，500円 ワイド： 35，189，100円
3連複： 78，081，500円 3連単： 99，068，500円 計： 374，771，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 450円 �� 810円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 248533 的中 � 31124（4番人気）
複勝票数 計 367491 的中 � 42166（4番人気）� 81510（1番人気）� 52915（2番人気）
枠連票数 計 180408 的中 （2－8） 18778（2番人気）
馬連票数 計 556137 的中 �� 39662（2番人気）
馬単票数 計 271755 的中 �� 7880（5番人気）
ワイド票数 計 351891 的中 �� 20888（1番人気）�� 10728（7番人気）�� 15806（5番人気）
3連複票数 計 780815 的中 ��� 26132（3番人気）
3連単票数 計 990685 的中 ��� 6156（14番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デスティニーソング �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 小倉3着

2014．3．26生 牝3鹿 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア 5戦2勝 賞金 22，019，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 2頭 オイカケマショウ号・サンタアズライト号
（非抽選馬） 1頭 キョッコウ号
※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。



05035 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：41．7

不良
不良

714� スリーアロー 牝6黒鹿55 藤岡 康太松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490－121：44．8 9．3�
612 ナムラミラクル 牡4芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 472＋ 81：45．12 15．7�
510� タガノヴェリテ 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 21：45．84 5．1�
47 オーバーカム 	4鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500± 01：45．9クビ 7．4�
59 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 吉田 隼人ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482± 0 〃 クビ 31．2�
611 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿56 藤岡 佑介吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 516－ 61：46．0
 3．0	
23 トウケイワラウカド 牡4鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 488＋ 21：46．32 5．0

48 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57 �島 克駿大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 B486－ 4 〃 アタマ 40．8�
35 コスモラヴモア 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 506＋ 4 〃 ハナ 21．0
11 ハッピーメモリーズ 牡6芦 57 中井 裕二石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 494－ 41：46．4クビ 155．4�
12 � セルリアンラビット 牡8鹿 57 菱田 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 458－ 41：46．82
 147．3�
36 パイロキシン 牡5栗 57 西田雄一郎加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B498± 01：47．12 44．2�
24 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B460± 01：47．31� 46．8�
713 トゥヴァビエン 牡7黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 530± 01：47．72
 147．6�
815� マイネルプロンプト 	5黒鹿57 丸田 恭介西森 道男氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：48．44 60．0�
816 コスモピーコック 牝5鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 478－141：49．25 26．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，256，300円 複勝： 58，289，700円 枠連： 29，994，000円
馬連： 122，241，300円 馬単： 53，070，700円 ワイド： 64，699，100円
3連複： 180，752，300円 3連単： 240，285，700円 計： 788，589，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 470円 � 200円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 11，610円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 960円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 80，460円

票 数

単勝票数 計 392563 的中 � 33668（5番人気）
複勝票数 計 582897 的中 � 47036（5番人気）� 28198（6番人気）� 88083（2番人気）
枠連票数 計 299940 的中 （6－7） 20498（5番人気）
馬連票数 計1222413 的中 �� 14931（21番人気）
馬単票数 計 530707 的中 �� 3427（39番人気）
ワイド票数 計 646991 的中 �� 7956（24番人気）�� 17757（9番人気）�� 10880（15番人気）
3連複票数 計1807523 的中 ��� 10994（36番人気）
3連単票数 計2402857 的中 ��� 2165（245番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．9―42．7―55．2―1：07．7―1：20．2―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スリーアロー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．4．10生 牝6黒鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント 25戦3勝 賞金 79，900，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 トウケイワラウカド号の騎手小牧太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オーシャンブルグ号・スリラーインマニラ号

05036 2月18日 晴 良 （29小倉1）第3日 第12競走 ��
��1，200�

お お む た

大 牟 田 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714� エナジータウン 牡5鹿 57 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s
Stud 458＋ 61：08．4 11．7�

818 ニシオボヌール 	5黒鹿57 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 486－ 21：08．82
 4．3�
11 サ ル ド ナ 牝4栗 55 藤岡 佑介寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 41：08．9� 4．1�
611 シェアザジョイフル 牝5鹿 55 菱田 裕二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 454－ 8 〃 アタマ 15．9�
510 タマモブリリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 456－ 21：09．0クビ 8．1�
713 タイムレスメロディ 牝4鹿 55 北村 友一 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：09．1� 9．3

817 フルオブスターズ 牝4黒鹿55 丸田 恭介	村田牧場 奥村 武 新冠 村田牧場 438＋14 〃 ハナ 19．9�
23 ケイアイヴァーゲ 牡7鹿 57 幸 英明亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 446＋ 61：09．2クビ 21．9�
35 カノヤパリティ 牝4栗 55 �島 克駿神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 454± 0 〃 ハナ 16．4
47 アドマイヤジャズ 牡5青鹿57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 35．8�
36 リュウツバメ 牝7鹿 55 伴 啓太田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546± 0 〃 ハナ 79．7�
24 � ラカリフォルニー 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 英 Carmel Stud 474－ 21：09．41 27．2�
612 クリーンファンキー 牝4栗 55 横山 和生石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 484－ 41：09．5� 7．6�
715 マイネルロタシオン 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 81：09．6クビ 109．9�
12 エターナルユース 牝4栗 55 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 414－ 81：09．7� 100．5�
48 � コ マ ユ 牝4鹿 55 山口 勲稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 440－ 61：10．01
 121．8�

（佐賀）

59 タイセイマライカ 牝4黒鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404－ 61：10．1� 256．4�
816 マスターリデル 牡5鹿 57 小崎 綾也吉岡 泰治氏 松永 昌博 新冠 飛渡牧場 472－ 61：10．2
 137．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，844，400円 複勝： 40，849，400円 枠連： 23，837，900円
馬連： 76，687，400円 馬単： 34，053，900円 ワイド： 47，167，700円
3連複： 118，230，600円 3連単： 143，311，400円 計： 513，982，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 320円 � 170円 � 160円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，070円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 36，160円

票 数

単勝票数 計 298444 的中 � 20342（6番人気）
複勝票数 計 408494 的中 � 26537（7番人気）� 64865（2番人気）� 77612（1番人気）
枠連票数 計 238379 的中 （7－8） 20629（1番人気）
馬連票数 計 766874 的中 �� 20639（9番人気）
馬単票数 計 340539 的中 �� 3974（23番人気）
ワイド票数 計 471677 的中 �� 11503（8番人気）�� 11048（10番人気）�� 21070（1番人気）
3連複票数 計1182306 的中 ��� 17397（5番人気）
3連単票数 計1433114 的中 ��� 2873（71番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．3―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．1―45．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エナジータウン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．2．15 小倉15着

2012．1．24生 牡5鹿 母 Honoria 母母 Tedarshana 18戦2勝 賞金 28，575，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーディネーター号
（非抽選馬） 5頭 グランドサッチャー号・サイタスリーレッド号・シェヴェルニー号・ビリーヴザワン号・ルージュノアール号
※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。



（29小倉1）第3日 2月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 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

172，300，000円
13，320，000円
1，940，000円
19，030，000円
74，081，000円
4，966，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
262，206，300円
377，169，100円
171，002，000円
545，213，800円
272，778，900円
364，081，700円
815，591，500円
1，029，042，700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 3，837，086，000円

総入場人員 8，955名 （有料入場人員 7，938名）
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