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05001 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

35 デルマカシャーサ 牝3栗 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 21：48．5 1．9�
11 エトワールドパリ 牝3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 470－ 21：48．71� 3．1�
24 サンタローザ 牝3栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 中田 英樹 448－161：49．87 88．1�
612 ボニータミノル 牝3鹿 54 三浦 皇成吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 438－ 61：50．22� 41．7�
611 サンマルリトリート 牝3黒鹿54 内田 博幸相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 512 ― 〃 アタマ 6．9�
714 ア デ ル 牝3鹿 54 田辺 裕信�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 21：50．62� 14．1	
36 シンボリセイント 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 452－ 81：50．7� 72．6

713 ロイヤルシャイン 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 476－ 81：50．8� 50．5�
510 ローズマリア 牝3黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 444＋ 81：51．12 19．1�
47 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 416－ 81：51．31� 280．2
12 トワノホホエミ 牝3栗 54 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：51．93� 95．8�
48 ドンナビアンカ 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 宮内牧場 456－ 21：52．75 62．4�

59 メイショウナスカ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 478－ 81：52．8� 36．9�
23 ドラゴンダナ 牝3栗 54 �島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 478＋ 21：53．43� 226．2�
816 ニシノハピネス 牝3鹿 54 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B478－ 61：53．61� 31．0�

（15頭）
815 バーニングガール 牝3鹿 54 戸崎 圭太長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 �川フアーム 462－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，861，400円 複勝： 36，507，500円 枠連： 12，208，800円
馬連： 40，999，500円 馬単： 20，998，400円 ワイド： 32，203，300円
3連複： 59，528，000円 3連単： 68，048，800円 計： 292，355，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 610円 枠 連（1－3） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，580円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 差引計 218614（返還計 9310） 的中 � 87819（1番人気）
複勝票数 差引計 365075（返還計 18081） 的中 � 146404（1番人気）� 80879（2番人気）� 6581（11番人気）
枠連票数 差引計 122088（返還計 668） 的中 （1－3） 35999（1番人気）
馬連票数 差引計 409995（返還計 58316） 的中 �� 121095（1番人気）
馬単票数 差引計 209984（返還計 27828） 的中 �� 37217（1番人気）
ワイド票数 差引計 322033（返還計 48249） 的中 �� 75058（1番人気）�� 4102（19番人気）�� 4090（20番人気）
3連複票数 差引計 595280（返還計170908） 的中 ��� 15061（9番人気）
3連単票数 差引計 680488（返還計195049） 的中 ��� 5514（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．8―43．6―56．6―1：09．5―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4F51．9―3F39．0
1
3
・（1，4，5，11）6（3，8，10，9）（7，12）（2，13，16）14
1（4，5）（6，12）（11，8）9（3，10）（7，14）13－2＝16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマカシャーサ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．27 中京2着

2015．2．17生 牝3栗 母 オメガロンド 母母 ミスアルダント 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走除外〕 バーニングガール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バーニングガール号は，平成30年2月11日から平成30年3月12日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノハピネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月10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） 2頭 スタービレ号・ルアナ号

05002 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時25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

46 アウトバーン 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 466± 0 59．9 2．7�

34 グラスジャンヌ 牝3黒鹿 54
51 ▲富田 暁�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 466－ 61：00．0� 5．8�

45 ケ ル ー ス 牡3黒鹿56 吉田 隼人橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：00．42� 52．6�
58 マッスルバローズ 牡3栗 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 81：00．5クビ 3．4�
610 ヴォルフスブルク 牡3芦 56 菱田 裕二 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 456－ 61：00．6� 4．2	
69 ラッキーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 448－ 41：00．7� 22．0

814 ユーデモニクス 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 61：01．01� 88．3�
11 ビッグジュジュ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 406－ 61：01．32 103．8�
22 ヤエノプリーマ 牝3鹿 54 西田雄一郎柳田 英子氏 天間 昭一 鹿児島 柳田 英子 472－181：01．4� 136．0
712 キッチンウイッチ 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 B430－ 81：01．93 16．2�
711 ナ イ ト メ ア 牡3栗 56 丹内 祐次�KTレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 524＋201：02．0� 41．7�
57 マ ナ マ カ ニ 牝3鹿 54 嶋田 純次稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 B438＋ 61：02．1� 190．6�
33 パ ス ポ ー ト 牝3黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 448＋ 61：02．41� 170．2�
813 シェルセリーヌ 牝3鹿 54 	島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 410± 01：02．93 162．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，946，400円 複勝： 39，871，800円 枠連： 9，036，300円
馬連： 47，596，700円 馬単： 26，132，300円 ワイド： 33，560，200円
3連複： 68，674，100円 3連単： 91，440，200円 計： 342，258，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 190円 � 760円 枠 連（3－4） 780円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，530円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 27，510円

票 数

単勝票数 計 259464 的中 � 74271（1番人気）
複勝票数 計 398718 的中 � 119593（1番人気）� 51756（4番人気）� 8484（7番人気）
枠連票数 計 90363 的中 （3－4） 8931（4番人気）
馬連票数 計 475967 的中 �� 43264（4番人気）
馬単票数 計 261323 的中 �� 13457（6番人気）
ワイド票数 計 335602 的中 �� 29666（3番人気）�� 5277（15番人気）�� 2732（23番人気）
3連複票数 計 686741 的中 ��� 6432（24番人気）
3連単票数 計 914402 的中 ��� 2409（75番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F37．0
3 4，6－（2，8，7）10，5（9，13）－（1，11）（14，12）3 4 4，6－2，8，5（7，10）9－（1，13）－（14，11）12，3

勝馬の
紹 介

アウトバーン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．9．18 阪神10着

2015．3．9生 牡3鹿 母 アヤナルベルス 母母 ア ワ シ ャ 9戦1勝 賞金 10，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時30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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カポラヴォーロ号・ビクトリーゲート号・ミヤジサクラコ号・ヤエノラピッド号

第１回 小倉競馬 第１日



05003 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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 イッツマイターン 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 494± 01：08．6 4．0�

612 ロ ン ス 牝3芦 54
51 ▲富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：08．7� 5．7�

11 ツクバクロオー 牡3青鹿56 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 454＋101：08．8� 11．0�
36 アーヴァイン 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 478± 01：09．43� 20．9�
713 スギノアルテミス 牝3鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 410± 0 〃 クビ 25．9�
715 マキナガラージュ 牡3栗 56 戸崎 圭太野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 404＋ 41：09．5クビ 2．3�
23 オ モ ウ ツ ボ 牝3鹿 54 田辺 裕信鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 484＋14 〃 クビ 33．5	
816 ウィナーポイント 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 404＋161：09．6� 40．9

611 ニシノオトコマサリ 牝3青鹿54 黛 弘人成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 398－ 61：09．91� 58．2�
714 ホリーユニコーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 418＋ 21：10．11� 69．4�
47 ベ ル ノ ー ト 牝3鹿 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 41：10．31� 23．0�
12 ビーサエッタ 牝3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政馬場 祥晃氏 杉山 晴紀 浦河 帰山 清貴 418± 01：10．4クビ 403．8�
48 ジ ョ ウ ト ウ 牡3栗 56 吉田 隼人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 476－ 41：10．61� 15．4�
818 クロヅルストーリー 牝3黒鹿54 内田 博幸杉浦 和也氏 作田 誠二 宮崎 田上 勝雄 444＋ 61：10．81� 530．9�
817 フラワーパターン 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 384－ 81：10．9� 71．3�

59 ペンテコステ 牝3黒鹿54 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 414± 01：11．22 431．2�
35 シープロビデンス 牝3栗 54 菱田 裕二和田 志保氏 大根田裕之 新冠 大栄牧場 432－22 〃 クビ 393．9�
510 タ ン ロ ン 牡3芦 56 松山 弘平中辻 明氏 寺島 良 白老 習志野牧場 476＋ 61：11．41 129．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，147，500円 複勝： 41，746，800円 枠連： 13，437，300円
馬連： 50，192，500円 馬単： 24，366，900円 ワイド： 38，439，900円
3連複： 73，635，200円 3連単： 79，365，600円 計： 347，331，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 170円 � 220円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 490円 �� 730円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 17，970円

票 数

単勝票数 計 261475 的中 � 51909（2番人気）
複勝票数 計 417468 的中 � 62077（3番人気）� 66052（2番人気）� 45720（4番人気）
枠連票数 計 134373 的中 （2－6） 10323（4番人気）
馬連票数 計 501925 的中 �� 34328（3番人気）
馬単票数 計 243669 的中 �� 9000（5番人気）
ワイド票数 計 384399 的中 �� 21014（3番人気）�� 13381（4番人気）�� 10069（9番人気）
3連複票数 計 736352 的中 ��� 11548（13番人気）
3連単票数 計 793656 的中 ��� 3201（39番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツマイターン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2017．9．10 中山5着

2015．3．18生 牡3鹿 母 イシュトリルトン 母母 レディベローナ 6戦1勝 賞金 8，200，000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 ナイスジャスミン号・ノーモアサイレンス号・ビューティアイリス号

05004 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時25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

611 レイエスプランドル 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484－102：01．5 1．5�
47 サトノグリッター 牡3鹿 56 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 478－ 82：01．6� 5．5�
35 イペルラーニオ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 478－ 6 〃 アタマ 8．8�
24 ラポートトーク 牝3青鹿54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 456－ 42：01．81� 14．4�
36 	 ジュピターカリスト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H

Farms 532－122：02．43� 8．4	
714 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 菱田 裕二西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 472＋ 82：02．5� 62．7

510 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 500－ 42：02．92� 36．3�
612 ケイティノーブル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 450＋ 2 〃 クビ 396．6�

59 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 474＋ 22：03．0クビ 444．6

816 ジョインフォース 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 452－ 42：03．42� 448．7�

815 ク ス リ バ コ 牡3鹿 56 吉田 隼人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 456± 02：03．5クビ 14．5�
12 ソウラセブン 牝3青鹿54 丸田 恭介村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 436－ 22：03．81
 314．4�
11 ヤマニンキアラ 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 438＋ 6 〃 ハナ 172．6�
48 ル ア ナ 牝3栗 54 柴山 雄一平澤 孝氏 金成 貴史 新冠 対馬 正 426＋122：03．9
 137．5�
713 ビューティアイリス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 418－ 62：05．6大差 379．3�
23 ナイスジャスミン 牝3黒鹿54 川須 栄彦�和田牧場 和田 正道 浦河 上山牧場 434－102：16．6大差 589．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，344，200円 複勝： 77，601，800円 枠連： 10，785，100円
馬連： 45，827，900円 馬単： 27，325，600円 ワイド： 34，155，000円
3連複： 67，636，000円 3連単： 100，995，800円 計： 394，671，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 270円 �� 490円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 303442 的中 � 152515（1番人気）
複勝票数 計 776018 的中 � 519635（1番人気）� 69759（2番人気）� 42761（4番人気）
枠連票数 計 107851 的中 （4－6） 19406（2番人気）
馬連票数 計 458279 的中 �� 82976（1番人気）
馬単票数 計 273256 的中 �� 38096（1番人気）
ワイド票数 計 341550 的中 �� 49626（1番人気）�� 32478（2番人気）�� 15124（6番人気）
3連複票数 計 676360 的中 ��� 57682（1番人気）
3連単票数 計1009958 的中 ��� 31104（1番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―13．0―12．5―12．0―12．2―11．8―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．5―48．5―1：01．0―1：13．0―1：25．2―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイエスプランドル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．10．22 京都3着

2015．4．5生 牡3鹿 母 レイナソフィア 母母 ゲ ル ニ カ 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔その他〕 ナイスジャスミン号は，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。
※ナイスジャスミン号・ビューティアイリス号・ルアナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05005 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第5競走 ��
��1，000�サラブレッド系4歳以上

発走12時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

69 � セイウンストリーム 牡4鹿 57
54 ▲武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 474＋ 2 58．8 6．6�
813 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 442＋ 4 59．11	 28．6�
11 ワンダーバイファル 牡7鹿 57 岡田 祥嗣山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 474－ 8 59．41	 7．0�
68 
 アポロリュウセイ 牡5栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 510＋12 59．61� 28．4�
33 スマートダフネ 牝4栗 55 松山 弘平大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 450－10 59．7	 147．3�
56 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 502＋14 59．8クビ 28．8	
710 ガールズブランド 牝4栗 55

52 ▲三津谷隼人吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 444－10 59．9� 116．0

22 � ブランメジェール 牝4芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 484＋ 81：00．0� 1．8�

45 メランコリア 牝6栗 55 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 488－ 8 〃 クビ 79．8
812
 ショーストーム 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 486－ 21：00．1	 89．2�
44 シゲルヒョウ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B482＋ 41：00．2	 10．2�
711
 ビービーリフレクト 5栗 57 山口 勲成富 直行氏 森 秀行 平取 坂東牧場 476＋ 21：00．62� 76．5�

（佐賀）

57 � クーファディーヴァ 牝4栗 55 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 英 Zenno Man-
agement Inc 468＋181：01．23� 5．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，299，100円 複勝： 47，645，800円 枠連： 12，209，700円
馬連： 57，479，100円 馬単： 32，860，800円 ワイド： 41，355，300円
3連複： 81，222，100円 3連単： 114，061，100円 計： 418，133，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 670円 � 230円 枠 連（6－8） 4，400円

馬 連 �� 10，300円 馬 単 �� 14，140円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 710円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 18，500円 3 連 単 ��� 124，910円

票 数

単勝票数 計 312991 的中 � 37412（3番人気）
複勝票数 計 476458 的中 � 60721（2番人気）� 15330（7番人気）� 58215（3番人気）
枠連票数 計 122097 的中 （6－8） 2150（14番人気）
馬連票数 計 574791 的中 �� 4324（27番人気）
馬単票数 計 328608 的中 �� 1742（39番人気）
ワイド票数 計 413553 的中 �� 4118（25番人気）�� 15854（5番人気）�� 4100（26番人気）
3連複票数 計 812221 的中 ��� 3292（51番人気）
3連単票数 計1140611 的中 ��� 662（287番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．7―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンストリーム �
�
父 Twirling Candy �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．3．11生 牡4鹿 母 Ada Clare 母母 Onemiracleatatime 7戦2勝 賞金 21，153，000円
※出走取消馬 ハクユウロゼ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 エピューレ号・グレートブレス号・ホウロクダマ号
※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。

05006 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

46 ダンツペンダント 牝5黒鹿 55
52 ▲武藤 雅山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 510－ 41：48．7 19．0�

22 フライングレディ 牝5黒鹿55 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434＋ 21：48．91 4．9�

11 パラノーマル 牝5栗 55 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 438＋ 61：49．0� 29．7�

58 ムーンザムーン 牝4鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 21．5�
611 アルケミスト 牝5鹿 55

52 ▲富田 暁�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 438± 01：49．1クビ 16．4	
815 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋101：49．2� 19．0

610 ハギノカエラ 牝5栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 410－ 4 〃 ハナ 20．7�
23 コスモレティクルム 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム B454－ 61：49．3� 192．8�
713 ラ ル ク 牝5鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442－12 〃 ハナ 3．4
814 プ ロ キ シ マ 牝4青 54 戸崎 圭太�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468－ 8 〃 クビ 2．9�
59 リ セ エ ン ヌ 牝5青鹿55 内田 博幸吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 21：49．4� 73．1�
47 フ ィ ッ プ ル 牝4鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋241：49．61� 11．3�
34 クイントゥープル 牝4栗 54 黛 弘人 �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 440－ 81：49．81� 293．6�
712 リボンドグレープス 牝5芦 55 藤岡 康太木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 428＋ 21：49．9	 328．3�
35 
 ウインプルミエ 牝4鹿 54 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 436－ 61：50．11� 85．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，222，900円 複勝： 44，285，500円 枠連： 14，646，400円
馬連： 57，002，700円 馬単： 26，004，800円 ワイド： 42，268，200円
3連複： 82，336，000円 3連単： 93，866，200円 計： 389，632，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 480円 � 180円 � 660円 枠 連（2－4） 2，130円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 13，190円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 6，440円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 36，530円 3 連 単 ��� 223，850円

票 数

単勝票数 計 292229 的中 � 12279（6番人気）
複勝票数 計 442855 的中 � 21334（7番人気）� 82677（2番人気）� 14793（10番人気）
枠連票数 計 146464 的中 （2－4） 5325（9番人気）
馬連票数 計 570027 的中 �� 7549（23番人気）
馬単票数 計 260048 的中 �� 1478（47番人気）
ワイド票数 計 422682 的中 �� 7227（21番人気）�� 1653（49番人気）�� 6577（22番人気）
3連複票数 計 823360 的中 ��� 1690（100番人気）
3連単票数 計 938662 的中 ��� 304（574番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―37．1―49．9―1：01．8―1：13．5―1：25．1―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツペンダント �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．2．27 阪神1着

2013．3．22生 牝5黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 11戦3勝 賞金 24，500，000円
〔発走状況〕 コスモレティクルム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモレティクルム号は，平成30年2月11日から平成30年3月4日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



05007 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

11 シエルブラン 牝4栗 55 武 豊金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 446＋ 21：08．8 2．5�
24 タケデンサンダー 牡4栗 57 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 476－ 61：08．9� 30．5�
23 ニシノヒナマツリ 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 482＋121：09．0� 10．3�
12 プレイヤード 牡5鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B512－ 8 〃 ハナ 4．9�
510 ラニカイサンデー 牡4鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460＋121：09．1� 12．4�
816 シゲルタイガー 牡4鹿 57 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋12 〃 クビ 97．9�
35 フェザリータッチ 牡5鹿 57 北村 友一 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：09．2� 15．2

36 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 �島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 486＋ 4 〃 クビ 12．6�
48 キットダイジョウブ 牝4黒鹿55 川須 栄彦小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 418＋ 41：09．3� 55．4
611 アイムウィッシング 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：09．4� 79．0�
817 コスモプラシデス 牡4鹿 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B464＋ 41：09．61	 41．6�
818 カトルラポール 牝5鹿 55 松岡 正海石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480＋101：09．92 7．8�
612 ユ ッ セ 牝5栗 55 嶋田 純次	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 488＋ 4 〃 ハナ 559．6�
713 バ タ ラ 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史杉澤 光雄氏 五十嵐忠男 新冠 川島牧場 480＋ 21：10．0� 179．1�
47 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 田辺 裕信石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 462－ 21：10．1クビ 26．7�
715
 ダイナマイトガイ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子�KTレーシング 本間 忍 浦河 桑田牧場 478＋ 91：10．2� 47．5�
59 メイショウトキン �5黒鹿57 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 474＋181：10．41	 209．8�
714 ヤマニンシーベリー 牝4栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 426－20 〃 クビ 33．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，971，100円 複勝： 46，761，000円 枠連： 21，222，700円
馬連： 61，455，700円 馬単： 26，414，200円 ワイド： 46，770，400円
3連複： 93，370，200円 3連単： 95，494，200円 計： 423，459，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 740円 � 260円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 610円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 72，040円

票 数

単勝票数 計 319711 的中 � 102147（1番人気）
複勝票数 計 467610 的中 � 91486（1番人気）� 12784（10番人気）� 45942（4番人気）
枠連票数 計 212227 的中 （1－2） 22064（3番人気）
馬連票数 計 614557 的中 �� 8832（18番人気）
馬単票数 計 264142 的中 �� 2798（24番人気）
ワイド票数 計 467704 的中 �� 6499（18番人気）�� 20890（3番人気）�� 2724（45番人気）
3連複票数 計 933702 的中 ��� 5047（38番人気）
3連単票数 計 954942 的中 ��� 961（205番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．2―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シエルブラン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．8．7 新潟9着

2014．4．28生 牝4栗 母 ファルネーゼ 母母 ユーキャンドゥイット 12戦2勝 賞金 18，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プラチナコード号
（非抽選馬） 1頭 ティーエスバラ号

05008 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：40．9

不良
重

816 アオイテソーロ 牝4黒鹿54 中谷 雄太了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494－161：47．6 9．7�
714 スズカスマート 牝4鹿 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 470－ 2 〃 ハナ 5．9�
59 ピンキージョーンズ 牝4栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 21：47．7� 25．4�
12 エ キ ド ナ 牝5青鹿55 松山 弘平�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 490－14 〃 ハナ 14．1�
815 ノーブルスノー 牝5芦 55

52 ▲横山 武史吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 480－ 21：48．01� 5．3	
23 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460－ 61：48．21� 2．8

11 フジマサクイーン 牝4鹿 54

53 ☆木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B434－14 〃 クビ 46．8�
48 	 サンシャーロット 牝4栗 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 448－141：48．41� 19．6�
24 アイルーロス 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 青森 諏訪牧場 466－ 51：48．72 306．1
612 コットンパール 牝5鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 458＋ 41：48．8クビ 315．9�
36 グロリアスメーカー 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 61：48．9� 40．1�
713 ポ ロ ス 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 466－ 8 〃 クビ 508．7�
35 クロースフレンド 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 432＋ 6 〃 ハナ 29．8�
47 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55 田辺 裕信杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 41：49．0クビ 38．0�
611 ロックンルージュ 牝4鹿 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 494－ 21：49．31� 82．1�
510	 マンボスカイ 牝4黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：49．83 6．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，256，500円 複勝： 53，307，000円 枠連： 20，870，700円
馬連： 79，735，500円 馬単： 34，445，900円 ワイド： 55，855，500円
3連複： 111，190，200円 3連単： 131，397，700円 計： 520，059，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 190円 � 590円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，390円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 17，500円 3 連 単 ��� 95，070円

票 数

単勝票数 計 332565 的中 � 27421（5番人気）
複勝票数 計 533070 的中 � 42326（5番人気）� 87465（2番人気）� 19980（7番人気）
枠連票数 計 208707 的中 （7－8） 19733（2番人気）
馬連票数 計 797355 的中 �� 25662（9番人気）
馬単票数 計 344459 的中 �� 4419（23番人気）
ワイド票数 計 558555 的中 �� 17681（8番人気）�� 4124（36番人気）�� 7568（20番人気）
3連複票数 計1111902 的中 ��� 4765（56番人気）
3連単票数 計1313977 的中 ��� 1002（318番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―43．9―57．2―1：09．4―1：21．9―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイテソーロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2016．10．23 京都3着

2014．4．29生 牝4黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 13戦2勝 賞金 24，400，000円
〔制裁〕 アオイテソーロ号の騎手中谷雄太は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14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。
（非抽選馬） 1頭 ラガーユミリン号



05009 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第9競走 ��
��2，000�あ す な ろ 賞

発走14時25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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

11 エポカドーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 496－ 22：00．8 2．5�

811 スーパーフェザー 牡3鹿 56 武 豊�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．43� 3．0�
79 ナムラアッパレ 牡3鹿 56 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 464－122：01．5� 62．1�
33 オーデットエール 牡3鹿 56 内田 博幸中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 486－ 42：01．71� 9．9�
812	 ラスエモーショネス 牝3鹿 54 田辺 裕信野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 466± 0 〃 アタマ 18．7�
22 バトルガラクシア 牝3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 〃 クビ 110．7	
55 ラ テ ュ ロ ス 牝3鹿 54 北村 友一 
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 436＋ 6 〃 ハナ 4．0�
67 ワタシヲマッテル 牝3栗 54 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 452－ 22：02．23 64．8�
56 ハ ナ ソ メ イ 牝3黒鹿54 藤岡 康太林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 420－ 42：02．41� 14．1
710 レゲンダアウレア 牡3栗 56 菱田 裕二 
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 430＋ 22：02．61� 73．0�
44 
 マ イ メ ン 牝3黒鹿54 山口 勲原 大栄氏 東 眞市 日高 ファーミングヤナキタ 416－ 12：02．7クビ 271．3�

（佐賀） （佐賀）

68 サンダベンポート 牝3鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 408－122：04．8大差 559．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 49，054，000円 複勝： 52，411，900円 枠連： 18，376，100円
馬連： 91，809，500円 馬単： 48，107，500円 ワイド： 52，547，000円
3連複： 123，319，200円 3連単： 211，674，200円 計： 647，299，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 670円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，510円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 14，810円

票 数

単勝票数 計 490540 的中 � 154760（1番人気）
複勝票数 計 524119 的中 � 130831（1番人気）� 103395（3番人気）� 12460（8番人気）
枠連票数 計 183761 的中 （1－8） 36001（1番人気）
馬連票数 計 918095 的中 �� 150018（2番人気）
馬単票数 計 481075 的中 �� 43021（2番人気）
ワイド票数 計 525470 的中 �� 66459（2番人気）�� 7976（15番人気）�� 6300（22番人気）
3連複票数 計1233192 的中 ��� 19261（13番人気）
3連単票数 計2116742 的中 ��� 10360（47番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―13．0―12．8―12．7―12．4―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．7―47．7―1：00．5―1：13．2―1：25．6―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エポカドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．10．9 京都3着

2015．2．15生 牡3黒鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 3戦2勝 賞金 17，073，000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。

05010 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第10競走 ��
��1，800�

せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走15時00分 （芝・右）
4歳以上，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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

24 エルビッシュ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 81：47．9 1．9�
11 ジョーアラビカ 牡4芦 56 三浦 皇成上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 61：48．21� 10．2�
23 ファントムグレイ 牡5芦 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 436＋121：48．3	 38．2�
713 マイネルザウバア 牡4栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 450－ 6 〃 クビ 5．6�
59 エイシンクリック 牡4鹿 56 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474－ 21：48．4� 22．5�
48 マイネルズイーガー 牡4栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 504± 01：48．5	 17．5	
612 ガウディウム 牡4鹿 56 北村 友一 
キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468＋18 〃 ハナ 76．0�
510 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 478± 0 〃 ハナ 38．6�
611 レッドカイザー 
7黒鹿57 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 496＋141：48．6	 38．0
35 ナリタゴールド 
6鹿 57 富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 418－ 81：48．7� 9．1�
47 ワンダーアビルマン 牡5黒鹿57 吉田 隼人山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 486＋ 21：48．8クビ 153．9�
12 ルエヴェルロール 牝4黒鹿54 中谷 雄太 
キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋10 〃 クビ 21．7�
816 ゲイルバローズ 牡4鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 434－ 81：48．9� 47．7�
815 ダイシンクイント 牡4黒鹿56 山口 勲大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 466－121：49．21	 74．9�

（佐賀）

714 レディギャング 牝4芦 54 田辺 裕信近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 474＋ 81：49．41� 21．6�
36 ウインストラグル 牡4黒鹿56 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 490＋141：50．14 54．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，102，100円 複勝： 80，780，600円 枠連： 30，525，400円
馬連： 119，956，100円 馬単： 60，269，500円 ワイド： 80，351，000円
3連複： 179，640，500円 3連単： 246，285，000円 計： 844，910，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 570円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，070円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 22，070円

票 数

単勝票数 計 471021 的中 � 196556（1番人気）
複勝票数 計 807806 的中 � 337285（1番人気）� 53939（4番人気）� 21440（11番人気）
枠連票数 計 305254 的中 （1－2） 33485（3番人気）
馬連票数 計1199561 的中 �� 89828（3番人気）
馬単票数 計 602695 的中 �� 32355（3番人気）
ワイド票数 計 803510 的中 �� 48946（3番人気）�� 18858（11番人気）�� 5622（38番人気）
3連複票数 計1796405 的中 ��� 18278（23番人気）
3連単票数 計2462850 的中 ��� 8088（55番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．3―12．3―12．2―12．4―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．4―47．7―59．9―1：12．3―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
14－13，8，12（2，10）（1，4）（3，5，11）－（6，16）（7，15）9
14，13（8，10，12，4）（2，5）（1，3，15）11，9（6，16）7

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

勝馬の
紹 介

エルビッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Eltish デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．3．11生 牝5黒鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 20戦3勝 賞金 56，806，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ジョンドゥ号
※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。



05011 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第11競走 ��
��1，200�

ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816 ネオフレグランス 牝4青鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 41：08．8 17．1�

713 ロイヤルメジャー 牝4鹿 55 柴山 雄一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 454＋101：09．01� 17．2�
12 プリティマックス 牝4栗 55 木幡 巧也丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 438－ 41：09．21� 54．5�
36 クラウンルシフェル 牡7栗 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B488－ 8 〃 ハナ 24．4�
48 エルカミーノレアル 	7鹿 57 松山 弘平広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 486－14 〃 クビ 31．0	
611 ビーカーリー 牝4黒鹿55 山口 勲馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 454－ 61：09．41� 28．5


（佐賀）

23 
 スズカプリオール 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 498＋141：09．61� 109．1�
59 ジョーマイク 	5栗 57 戸崎 圭太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 480－ 2 〃 クビ 3．9�
818 ジ ェ イ ラ ー 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 444－ 61：09．7クビ 214．5
24 クリノスイートピー 牝6黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 438－ 81：09．8� 59．8�
35 スナークスカイ 牡5鹿 57 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 456＋ 21：09．9 6．3�
11 ビットレート 牝6栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454－ 81：10．32 5．0�
47 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 484－ 41：10．72 39．8�
817 ファイブフォース 牝4鹿 55 原田 和真�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 81：10．8クビ 33．5�
715 ドゥモワゼル 牝4鹿 55 木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 462＋ 61：10．9� 216．7�
714 ウ ー マ ッ ハ 牝4鹿 55 三浦 皇成鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 474＋ 41：11．11� 155．9�
612 メイショウベルボン 牝4栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448± 01：12．48 13．5�
510 ロ ジ ベ ス ト 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 494－10 （競走中止） 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 59，630，200円 複勝： 97，065，200円 枠連： 63，578，800円
馬連： 235，678，300円 馬単： 88，742，100円 ワイド： 129，281，100円
3連複： 357，117，800円 3連単： 447，326，800円 計： 1，478，420，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 460円 � 550円 � 1，040円 枠 連（7－8） 4，580円

馬 連 �� 11，650円 馬 単 �� 23，320円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 9，140円 �� 9，520円

3 連 複 ��� 153，930円 3 連 単 ��� 916，130円

票 数

単勝票数 計 596302 的中 � 27866（6番人気）
複勝票数 計 970652 的中 � 58335（5番人気）� 47012（7番人気）� 23335（13番人気）
枠連票数 計 635788 的中 （7－8） 10752（19番人気）
馬連票数 計2356783 的中 �� 15670（39番人気）
馬単票数 計 887421 的中 �� 2853（77番人気）
ワイド票数 計1292811 的中 �� 10362（39番人気）�� 3632（78番人気）�� 3488（80番人気）
3連複票数 計3571178 的中 ��� 1740（300番人気）
3連単票数 計4473268 的中 ��� 354（1683番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（6，8）（1，4，10）12（2，5，13）（7，11）（3，9，17）（15，16）14，18 4 ・（6，8）（1，4，10，12）（2，5，13）（7，11）（3，15，9，17）16（14，18）

勝馬の
紹 介

ネオフレグランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．10．16 新潟1着

2014．4．2生 牝4青鹿 母 シ ャ ン ス イ 母母 ダイナチヤイナ 10戦3勝 賞金 34，927，000円
〔競走中止〕 ロジベスト号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 メイショウベルボン号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レヴァンタール号
（非抽選馬） 3頭 ゲンパチケンシン号・ゼンノコリオリ号・メイショウカリン号
※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。

05012 2月10日 雨 稍重 （30小倉1）第1日 第12競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走16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 7，500，000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
1：40．9

不良
重

713 レッドウィズダム 牡5鹿 57 北村 友一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 504＋ 21：45．3 3．7�
35 � メイショウナンプウ 牡4青鹿 56

55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B484－ 41：45．4� 20．0�
48 マイネルネッツ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 492± 01：45．5クビ 4．8�
12 シンゼンガンプ 牡6鹿 57

56 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 488＋ 41：45．82 10．7�
612 ブラウンアニマート 牡5黒鹿57 三浦 皇成キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 486＋ 21：46．11� 18．6�
611 プロムナード 牡4黒鹿56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518＋ 81：46．31� 104．5	
816 イイデファイナル 牡4芦 56 太宰 啓介松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 510－ 41：46．83 4．2

36 レッドルドラ 牡4黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 502＋ 21：47．01	 7．9�
714 メイショウイッポン 牡4鹿 56 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 484－ 81：47．1� 52．1�
59 オープンザウェイ 牡6栗 57

56 ☆木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 470＋ 21：47．63 19．9
24 ゴールデンターキン 牝4栗 54

51 ▲横山 武史西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 452＋ 41：47．7クビ 133．1�
23 マコトタリスマン 牡4黒鹿56 内田 博幸�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 462± 01：47．91� 32．4�
47 � ブレイクエース 牡6鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：48．0� 24．0�
815 ジェイケイライジン 牡4栗 56 田辺 裕信小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 478± 01：48．31� 19．0�
11 ダノングランツ 牡5青 57 丸田 恭介�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 B470＋141：48．72� 111．2�
510� エースナンバー 牡6黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 508－ 21：48．91	 205．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，235，400円 複勝： 81，031，600円 枠連： 33，241，100円
馬連： 135，522，900円 馬単： 51，719，000円 ワイド： 91，191，200円
3連複： 198，643，700円 3連単： 240，155，100円 計： 881，740，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 440円 � 200円 枠 連（3－7） 1，220円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 460円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 25，070円

票 数

単勝票数 計 502354 的中 � 106949（1番人気）
複勝票数 計 810316 的中 � 142331（2番人気）� 38170（7番人気）� 112301（3番人気）
枠連票数 計 332411 的中 （3－7） 20975（5番人気）
馬連票数 計1355229 的中 �� 34618（8番人気）
馬単票数 計 517190 的中 �� 8380（12番人気）
ワイド票数 計 911912 的中 �� 19675（10番人気）�� 54240（2番人気）�� 15300（15番人気）
3連複票数 計1986437 的中 ��� 31660（9番人気）
3連単票数 計2401551 的中 ��� 6944（49番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．1―12．8―12．6―12．1―12．2―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．5―43．3―55．9―1：08．0―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4F49．4―3F37．3
1
3
6－8，11，16（4，5）（2，13）（9，12）14，1（10，15）3－7・（6，8）11（5，13）（16，12）（2，14）－（9，15）（4，1，10）3－7

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

勝馬の
紹 介

レッドウィズダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2015．9．20 阪神5着

2013．3．16生 牡5鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ 19戦3勝 賞金 38，452，000円
〔発走状況〕 ジェイケイライジン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（30小倉1）第1日 2月10日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 187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

177，000，000円
1，300，000円
14，620，000円
1，640，000円
19，560，000円
75，415，000円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
436，070，800円
699，016，500円
260，138，400円
1，023，256，400円
467，387，000円
677，978，100円
1，496，313，000円
1，920，110，700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 6，980，270，900円

総入場人員 8，439名 （有料入場人員 7，650名）
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