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05013 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2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）

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

59 ウインネプチューン 牡3青鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：46．9 2．5�
714 インフレーション 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真アルツト組合 高橋 康之 新冠 柏木 一則 474＋ 81：47．32� 70．8�
611 クリノバルテュス 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484± 01：47．4クビ 45．3�
713 ベルウッドスワロー 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 土田農場 472－121：47．61� 80．6�
35 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 初也西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 464＋ 61：47．7� 19．9�
612 キョウワスピネル 牡3栗 56 中井 裕二	協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 480－ 21：47．91� 12．6

12 ライブリテックス 牡3青鹿56 秋山真一郎加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 484－101：48．0クビ 3．6�
48 ナンヨーブルジョン 牡3芦 56

53 ▲横山 武史中村 德也氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 454＋ 21：48．63� 105．4�
11 ヴィンセント 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋221：48．91� 14．6
24 タレンティドガイ 牡3鹿 56 丸山 元気飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 61：49．64 10．7�
23 インサイドアウト 牡3鹿 56 和田 竜二山口 裕介氏 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 462＋ 41：49．81� 64．3�
510 アイコンタクト 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 512± 01：49．9� 6．4�
47 ダイメイライガー 牡3鹿 56 丹内 祐次宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 482＋ 2 〃 ハナ 197．4�
815 アドバンスアゲン 牡3黒鹿56 柴山 雄一浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 456－101：50．0クビ 30．7�
816 ペ コ ボ ー イ �3栗 56

53 ▲藤田菜七子トール＆ワイド 根本 康広 伊達 高橋農場 480＋ 81：50．21� 81．8�
36 ザミーフォーリア 牡3鹿 56 長岡 禎仁塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 504－101：51．810 54．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，311，000円 複勝： 36，063，700円 枠連： 13，055，600円
馬連： 47，776，700円 馬単： 21，635，500円 ワイド： 37，810，800円
3連複： 76，663，200円 3連単： 88，211，300円 計： 343，527，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 1，410円 � 910円 枠 連（5－7） 4，480円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 17，260円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，760円 �� 19，690円

3 連 複 ��� 69，600円 3 連 単 ��� 353，330円

票 数

単勝票数 計 223110 的中 � 69251（1番人気）
複勝票数 計 360637 的中 � 117832（1番人気）� 4606（13番人気）� 7361（9番人気）
枠連票数 計 130556 的中 （5－7） 2256（13番人気）
馬連票数 計 477767 的中 �� 3651（29番人気）
馬単票数 計 216355 的中 �� 940（48番人気）
ワイド票数 計 378108 的中 �� 2823（30番人気）�� 5648（17番人気）�� 486（87番人気）
3連複票数 計 766632 的中 ��� 826（143番人気）
3連単票数 計 882113 的中 ��� 181（715番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．4―12．8―13．0―13．0―12．7―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．3―42．1―55．1―1：08．1―1：20．8―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3
・（2，5）12，10－（3，4，9）（14，11）15（6，8，16）13－7－1・（2，5，12）9，11（10，4，14，15，16）3（8，13）－6－7＝1

2
4

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

ウインネプチューン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．7．1 中京5着

2015．2．12生 牡3青鹿 母 エ ル ノ ヴ ァ 母母 シンコウエルメス 9戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ペイシェンス号・ホクサイ号

05014 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

814 ハトマークレディ 牝5鹿 55 藤懸 貴志山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 416＋ 4 59．0 8．3�
610 フ ィ ネ ス 牝4青鹿55 柴山 雄一落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 434＋ 4 59．21� 8．2�
813 サ ノ ラ ブ 牝4青鹿 55

54 ☆小崎 綾也佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 B460－ 8 59．3� 90．4�
45 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 450－ 8 59．51� 75．6�
22 ト キ ワ 牝6鹿 55 松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 478± 0 〃 アタマ 19．9�
11 タイセイスマッシュ 牝4芦 55 秋山真一郎田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 436± 0 〃 クビ 4．7	
69 ウイナーズロード 牝4青鹿 55

54 ☆城戸 義政
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416＋ 2 59．6� 4．3�
711 ハイデンガールズ 牝5栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 B460＋16 59．7クビ 19．1�
58 キョウワヒラリー 牝4鹿 55 幸 英明
協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 490＋ 8 〃 クビ 5．2
57 クリノレオノール 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 440＋20 〃 ハナ 28．6�
33 ウインクルチェリー 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 488－10 59．91 8．2�
46 プティトシャンティ 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B460＋ 61：00．0� 12．3�
712� アスカダイヤモンド 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 446－ 5 〃 クビ 152．3�

34 � グ ロ ー リ ア 牝5黒鹿 55
52 ▲横山 武史長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋141：00．42� 128．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，841，300円 複勝： 36，596，500円 枠連： 10，736，700円
馬連： 57，625，000円 馬単： 24，329，900円 ワイド： 42，194，300円
3連複： 85，675，700円 3連単： 98，002，800円 計： 379，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 350円 � 320円 � 1，880円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 6，150円 �� 10，560円

3 連 複 ��� 85，330円 3 連 単 ��� 384，060円

票 数

単勝票数 計 238413 的中 � 22816（6番人気）
複勝票数 計 365965 的中 � 29303（5番人気）� 33209（4番人気）� 4416（12番人気）
枠連票数 計 107367 的中 （6－8） 6865（4番人気）
馬連票数 計 576250 的中 �� 10791（17番人気）
馬単票数 計 243299 的中 �� 2051（44番人気）
ワイド票数 計 421943 的中 �� 8485（15番人気）�� 1746（48番人気）�� 1012（62番人気）
3連複票数 計 856757 的中 ��� 753（170番人気）
3連単票数 計 980028 的中 ��� 185（861番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．8―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハトマークレディ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．10．25 京都13着

2013．3．2生 牝5鹿 母 マンイーター 母母 フォーチュン 17戦3勝 賞金 30，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。

第１回 小倉競馬 第２日〔代替競馬〕



05015 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2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

48 リーガルリリー 牝3栗 54 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 468－ 21：09．4 8．2�
715 ケイココサージュ 牝3芦 54 和田 竜二 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 440－ 41：09．93 7．2�
47 ク ッ カ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：10．11� 10．4�
510 レディライク 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 420－ 41：10．31� 29．9�
818 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 466± 01：10．51� 66．6	
59 ブルベアアスパラ 牝3栗 54 小牧 太 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 420－18 〃 アタマ 66．2

612 ニシノプログレス 牡3青 56 北村 友一西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 472＋ 81：10．6クビ 2．3�
714 ニ ュ ム パ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 61：10．7� 136．1�
611 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 �島 克駿佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 414－ 6 〃 クビ 41．8
35 エコロプリンセス 牝3栗 54

51 ▲横山 武史原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 434＋161：10．91� 101．6�
36 スターアイリス 牝3鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 北田 剛 442＋121：11．0� 115．6�
11 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 474± 01：11．1� 8．9�
12 アレキサンダー 牡3栗 56 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 日高 森永牧場 468＋121：11．2� 163．7�
713 ヤマニンディアリー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 414－ 21：11．51� 7．0�
816 ゴーオンザステージ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子前田 剛氏 宮本 博 新ひだか 岡田スタツド 392± 0 〃 クビ 71．3�
817 モーニングヒカル 牝3栗 54

52 △森 裕太朗今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 422＋ 61：11．71� 65．5�
24 キンショーブラック 牝3黒鹿54 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 新冠 土井牧場 468＋ 61：12．01� 16．4�
23 デルマブランデー 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 6 〃 ハナ 63．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，579，100円 複勝： 31，838，700円 枠連： 13，855，700円
馬連： 47，785，400円 馬単： 20，876，000円 ワイド： 36，167，700円
3連複： 72，444，100円 3連単： 83，617，200円 計： 328，163，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 220円 � 300円 枠 連（4－7） 810円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，080円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 48，380円

票 数

単勝票数 計 215791 的中 � 20959（4番人気）
複勝票数 計 318387 的中 � 28597（4番人気）� 40312（2番人気）� 26230（5番人気）
枠連票数 計 138557 的中 （4－7） 13126（3番人気）
馬連票数 計 477854 的中 �� 11632（9番人気）
馬単票数 計 208760 的中 �� 2584（19番人気）
ワイド票数 計 361677 的中 �� 9470（9番人気）�� 8603（10番人気）�� 8454（11番人気）
3連複票数 計 724441 的中 ��� 6687（21番人気）
3連単票数 計 836172 的中 ��� 1253（124番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーガルリリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．10．22 京都4着

2015．3．29生 牝3栗 母 ファイナルリリー 母母 リンデンリリー 5戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時55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 カガプラナス号・カクカクシカジーカ号・ノボリレーヴ号・ビーチキャンドル号

05016 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第4競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

712 タイセイトレイル 牡3黒鹿56 D．バルジュー 田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476± 01：49．1 37．1�
（伊）

611 ア ス ト ル ム 牡3栗 56
55 ☆加藤 祥太 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：49．2� 9．1�
47 アイネバーフェイル 牝3黒鹿54 中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 450＋ 81：49．41 12．4�
22 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B472＋ 2 〃 クビ 68．9�
610 アルマトップエンド 牡3栗 56

53 ▲富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 492± 01：49．5クビ 35．2�
46 サンティーニ 牡3栗 56 和田 竜二	ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 498－ 2 〃 クビ 1．7

815 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 468＋ 21：49．6� 34．1�
814 メイドインヘヴン 牡3芦 56 �島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 6 〃 アタマ 19．4�
35 ミーティアトレイル 牡3芦 56 北村 友一 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436－101：49．7クビ 9．7
11 ヴ ィ グ ー ル 牝3鹿 54 浜中 俊サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 460＋ 41：49．8� 7．2�
58 スズカワークシップ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 460－ 4 〃 ハナ 30．9�
23 クリノゴーギャン 牡3鹿 56 田中 健栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 北洋牧場 462＋ 41：49．9� 272．9�
34 キングスクロス 牡3黒鹿56 幸 英明落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462－ 4 〃 クビ 29．0�
59 ファイアプルーフ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 504＋ 81：50．21� 84．2�

713 プリンセスブーケ 牝3栗 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 450－ 2 〃 アタマ 169．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，918，700円 複勝： 57，838，800円 枠連： 12，937，000円
馬連： 49，748，700円 馬単： 27，083，700円 ワイド： 39，439，600円
3連複： 79，248，000円 3連単： 108，071，500円 計： 401，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，710円 複 勝 � 1，150円 � 480円 � 490円 枠 連（6－7） 7，280円

馬 連 �� 13，890円 馬 単 �� 36，070円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 4，670円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 40，960円 3 連 単 ��� 310，910円

票 数

単勝票数 計 269187 的中 � 5800（11番人気）
複勝票数 計 578388 的中 � 12424（9番人気）� 32904（3番人気）� 32476（4番人気）
枠連票数 計 129370 的中 （6－7） 1376（17番人気）
馬連票数 計 497487 的中 �� 2774（36番人気）
馬単票数 計 270837 的中 �� 563（75番人気）
ワイド票数 計 394396 的中 �� 3255（36番人気）�� 2146（46番人気）�� 7008（13番人気）
3連複票数 計 792480 的中 ��� 1451（108番人気）
3連単票数 計1080715 的中 ��� 252（680番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．1―48．3―1：00．9―1：12．8―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 小倉6着

2015．2．5生 牡3黒鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時20分に変更。
※出走取消馬 カシノデジール号（疾病〔感冒〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05017 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 エイシンデネブ 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 440 ―1：09．7 11．3�
612 イエローマリンバ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 アタマ 4．4�
11 ムーンチャイム 牝3栗 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440 ―1：10．02 23．7�
35 クルークヴァール 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466 ―1：10．1� 4．9�
611 キャンディソング 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 444 ― 〃 クビ 25．6�
12 ブライトパス 牝3鹿 54 北村 友一 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482 ―1：10．2� 2．2

23 ゲンパチマハロ 牡3鹿 56 中井 裕二平野 武志氏 加用 正 新ひだか 三石橋本牧場 456 ―1：10．3� 22．8�
48 オテンバランナー 牝3黒鹿54 丸山 元気首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 434 ―1：10．51� 37．9�
24 ブルベアセロリ 牝3鹿 54 松若 風馬 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 456 ―1：10．71� 41．5
36 ジ ョ ー ラ テ 牝3栗 54 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 416 ―1：10．8� 71．7�
817 ゼンノカムレイド 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 454 ―1：10．9� 49．4�
510 ナリタシェリー 牝3栗 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 426 ―1：11．32� 173．9�
816 アリエッティ 牝3芦 54 酒井 学松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 408 ―1：11．51� 97．8�
47 シ ー ホ ー ス 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 432 ―1：11．6� 29．8�
815 バトルハヤバセ 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政宮川 秋信氏 本田 優 浦河 笹地牧場 496 ―1：11．7� 275．1�
714 シュヴァルレーヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 チェスナット

ファーム 410 ―1：11．8� 62．7�
713 マイウェイトウト 牝3栗 54 柴山 雄一田畑 利彦氏 大根田裕之 浦河 秋場牧場 426 ―1：11．9� 220．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 29，100，500円 複勝： 33，724，400円 枠連： 13，127，600円
馬連： 42，959，500円 馬単： 22，314，900円 ワイド： 34，000，200円
3連複： 66，589，400円 3連単： 85，268，100円 計： 327，084，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 280円 � 180円 � 560円 枠 連（5－6） 1，770円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，250円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 80，590円

票 数

単勝票数 計 291005 的中 � 20431（4番人気）
複勝票数 計 337244 的中 � 31231（4番人気）� 57204（2番人気）� 12952（7番人気）
枠連票数 計 131276 的中 （5－6） 5729（7番人気）
馬連票数 計 429595 的中 �� 16442（5番人気）
馬単票数 計 223149 的中 �� 3568（13番人気）
ワイド票数 計 340002 的中 �� 13582（5番人気）�� 3773（23番人気）�� 5258（14番人気）
3連複票数 計 665894 的中 ��� 3691（38番人気）
3連単票数 計 852681 的中 ��� 767（229番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―11．9―11．5―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―46．9―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 11（9，12）（1，8）（3，5，13）（2，4，17）（10，14）（6，7，16）－15 4 11（9，12）（1，8）5，3（4，13）（2，17）（6，10，14）（7，16）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンデネブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 High Chaparral 初出走

2015．2．23生 牝3鹿 母 ス ワ ン 母母 コンシステンシー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時45分に変更。
※出走取消馬 メイショウシロタエ号（疾病〔右後肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイアンオオナミ号・ビーアマルフィ号・ベルペスカ号・メイショウワザモノ号

05018 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第6競走 2，600�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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

47 � マコトガラハッド �5鹿 57 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 492－ 22：39．2 89．3�
12 マスターコード 牡4黒鹿56 松若 風馬�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：39．3� 7．5�
24 � ピエナアラシ 牡4鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 476± 02：39．72� 6．9�
36 トロピカルストーム �5黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋18 〃 アタマ 5．0�
510 ピッツィカート �5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：39．91� 4．5	
612 パリンジェネシス 牡4黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 清水 久詞 洞	湖 レイクヴィラファーム 514＋ 62：40．0� 10．6

611 シャインブライト 牡5芦 57

56 ☆木幡 巧也了德寺健二氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 486＋142：40．31
 19．3�
48 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 42：40．62 6．8�
35 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442－ 22：41．02� 15．8
23 フォースフィールド 牡6黒鹿 57

54 ▲横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 440－ 22：41．1� 41．8�
816 バンダムザブラッド 牡5黒鹿57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 472＋ 4 〃 クビ 78．4�
714 ラッシュアワー 牡5黒鹿57 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 504＋ 82：41．2� 13．9�
59 マーヴェルズ 牡4鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 42：41．3� 38．4�
713� ベストダンス 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－142：41．51 63．5�
11 デューズワイルズ 牡5黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：42．67 28．6�
815 ヌーヴェルダンス 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也 �シルクレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 22：47．8大差 158．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，246，800円 複勝： 50，161，700円 枠連： 15，778，200円
馬連： 62，481，700円 馬単： 25，479，800円 ワイド： 48，720，600円
3連複： 100，525，600円 3連単： 109，295，100円 計： 440，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，930円 複 勝 � 2，010円 � 350円 � 230円 枠 連（1－4） 3，220円

馬 連 �� 30，220円 馬 単 �� 55，070円

ワ イ ド �� 9，410円 �� 7，850円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 65，270円 3 連 単 ��� 542，730円

票 数

単勝票数 計 282468 的中 � 2528（15番人気）
複勝票数 計 501617 的中 � 5385（14番人気）� 37932（5番人気）� 68227（2番人気）
枠連票数 計 157782 的中 （1－4） 3796（19番人気）
馬連票数 計 624817 的中 �� 1602（66番人気）
馬単票数 計 254798 的中 �� 347（134番人気）
ワイド票数 計 487206 的中 �� 1306（77番人気）�� 1568（69番人気）�� 12262（8番人気）
3連複票数 計1005256 的中 ��� 1155（185番人気）
3連単票数 計1092951 的中 ��� 146（1307番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．2―12．7―12．9―13．1―12．6―12．1―11．9―11．9―11．7―12．3

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―23．9―35．8―48．0―1：00．7―1：13．6―1：26．7―1：39．3―1：51．4―2：03．3―2：15．2―2：26．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マコトガラハッド �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．5．18生 �5鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 10戦2勝 賞金 19，471，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時15分に変更。
〔その他〕 ヌーヴェルダンス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ヌーヴェルダンス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年3月13日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルマレイモミ号
（非抽選馬） 1頭 プリンスオブペスカ号



05019 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第7競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

35 � タガノジーニアス 牡5鹿 57 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B510± 01：44．9 2．1�

714 アドラメレク 牡4黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 61：45．75 3．5�

611 ライデンバローズ 牡4芦 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B534－ 41：45．8� 5．2�
23 マサハヤスター 牡4栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B486＋101：46．01� 51．7�
815 ウエヲムイテアルコ 牡5青 57 長岡 禎仁千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 478－ 21：46．1クビ 27．6�
47 マッカナバラ 牝6芦 55 酒井 学�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 458＋ 4 〃 ハナ 81．1	
11 シルヴァーメテオ 牡4芦 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 480－ 2 〃 クビ 21．8

612 クリノプラハ 牡5鹿 57 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 530＋ 41：46．73� 79．9�
36 � ヤマカツリーダー �5黒鹿57 幸 英明山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：46．91� 43．5�
713� アイアンエフケイ 牡4鹿 56 国分 恭介池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか グローリーファーム 502－15 〃 ハナ 156．1
59 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522＋ 81：47．11� 11．7�
510� メイクミーハッピー 牡4栗 56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 458＋161：47．31� 132．6�
12 ヒトノワドリーム 牡4鹿 56 丸山 元気西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：47．4クビ 65．6�
48 カフジグローリー 牡4黒鹿56 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 532＋101：47．72 26．0�
816� マーケットレイズン 牝4芦 54 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 440＋ 41：48．12� 272．6�
24 � ハナノバード 牝4鹿 54

51 ▲富田 暁華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 474＋ 21：48．63 192．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，665，500円 複勝： 42，298，700円 枠連： 14，055，400円
馬連： 62，306，500円 馬単： 30，614，100円 ワイド： 42，887，800円
3連複： 91，297，500円 3連単： 134，105，600円 計： 449，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（3－7） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 310円 �� 350円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 316655 的中 � 117878（1番人気）
複勝票数 計 422987 的中 � 164237（1番人気）� 81407（2番人気）� 43615（3番人気）
枠連票数 計 140554 的中 （3－7） 30637（1番人気）
馬連票数 計 623065 的中 �� 131731（1番人気）
馬単票数 計 306141 的中 �� 38269（1番人気）
ワイド票数 計 428878 的中 �� 76138（1番人気）�� 32513（2番人気）�� 26940（3番人気）
3連複票数 計 912975 的中 ��� 94439（1番人気）
3連単票数 計1341056 的中 ��� 47370（1番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
8，11（9，15）3（2，14）（5，10）6，7，4（1，12，16）－13
8（11，15，10）（9，3，14，7）（2，5）6，12（1，13）－（4，16）

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

勝馬の
紹 介

�タガノジーニアス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Saint Ballado

2013．4．12生 牡5鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 24戦2勝 賞金 36，300，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時45分に変更。
〔制裁〕 タガノジーニアス号の騎手古川吉洋は，4コーナーで内側に斜行したことについて平成30年2月24日から平成30年3月4日ま

で騎乗停止。（被害馬：10番）
※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 ステイオンザトップ号・フライングゲット号
（非抽選馬） 1頭 ラプルーズ号

05020 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第8競走 2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

816� ミトノグラス 牡5鹿 57 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 480－ 61：59．1 26．3�
48 � クリデュクール 牡4栗 56 北村 友一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512＋131：59．31 5．2�
612 インターンシップ 牡7鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 456－ 61：59．61� 11．6�
714 レ ジ ェ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 クビ 33．3�
817 マイネルプレッジ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 454± 0 〃 クビ 15．4	
35 シェアザモーメント 牡4鹿 56 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 41：59．7クビ 7．0

47 リリーモントルー 牡4鹿 56 高倉 稜土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 436± 0 〃 クビ 3．9�
611 デルマオギン 牝5鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476± 02：00．02 9．6�
59 � マサノホウオウ 牡4黒鹿 56

53 ▲横山 武史古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 486＋ 22：00．32 47．5
715� アグネスザルーツ 牡5栗 57 酒井 学畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 103．5�
24 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 56

53 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462± 02：00．4クビ 40．7�
11 マイネルシュバリエ �6鹿 57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 486－10 〃 ハナ 15．9�

（伊）

12 エヴァンジル 牝6黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 476－ 62：00．5� 164．7�

23 � スリープレッピー �5黒鹿57 小牧 太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 466＋ 22：00．71 37．1�
818 オンザロックス 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 492＋ 8 〃 アタマ 53．0�

36 ウインベラシアス 牡4栗 56 幸 英明�ウイン 西園 正都 日高 荒井ファーム 504－ 22：00．91� 22．2�
713 ゴ ー ド ン �4黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �カナヤマホール
ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 480－102：01．11� 8．4�

510� ツーエムブルーム 牡4黒鹿56 岩崎 翼水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 B536＋102：03．5大差 226．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，534，800円 複勝： 50，765，600円 枠連： 22，020，700円
馬連： 73，165，700円 馬単： 29，505，600円 ワイド： 55，608，500円
3連複： 119，260，900円 3連単： 133，656，300円 計： 512，518，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 680円 � 260円 � 280円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 9，660円 馬 単 �� 23，510円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 4，250円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 37，420円 3 連 単 ��� 280，870円

票 数

単勝票数 計 285348 的中 � 8666（10番人気）
複勝票数 計 507656 的中 � 17155（9番人気）� 54455（2番人気）� 49645（3番人気）
枠連票数 計 220207 的中 （4－8） 17922（4番人気）
馬連票数 計 731657 的中 �� 5866（33番人気）
馬単票数 計 295056 的中 �� 941（82番人気）
ワイド票数 計 556085 的中 �� 4833（34番人気）�� 3341（53番人気）�� 8176（21番人気）
3連複票数 計1192609 的中 ��� 2390（122番人気）
3連単票数 計1336563 的中 ��� 345（887番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―11．0―12．8―12．3―12．1―12．2―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．4―33．4―46．2―58．5―1：10．6―1：22．8―1：34．9―1：46．8

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

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�ミトノグラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 エ リ シ オ （1戦0勝 賞金 0円）

2013．4．10生 牡5鹿 母 ラストパートナー 母母 プ チ ア ノ 22戦2勝 賞金 24，613，000円
地方デビュー 2015．7．8 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時15分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05021 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第9競走 ��1，200�
が ん り ゅ う じ ま

巌 流 島 特 別
発走14時25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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611� ハ ル ク 牡5鹿 57 和田 竜二�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 498＋ 81：08．4 7．6�
714� マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 504＋ 2 〃 クビ 27．4�

24 �� トーセンアルバータ 牝5鹿 55 黛 弘人島川 �哉氏 古賀 史生 豪
Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

B486＋ 41：08．5クビ 34．3�
612 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 13．0	
713 キャスパリーグ 牝4鹿 55 松山 弘平杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 430－141：09．03 4．4

23 ショウナンタイザン 牡5黒鹿57 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 502－ 61：09．1� 1．9�
47 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 西田雄一郎�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 438＋ 81：09．2	 224．9�
817 ラブローレル 牝6青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 422－ 21：09．41
 63．2
816 クールファンタジー 牝4黒鹿55 荻野 極川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 464＋ 4 〃 アタマ 83．5�
715 カシノロマンス 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 432＋ 21：09．61� 44．8�
510 フェルクレール 牝5芦 55 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 442＋161：09．7クビ 90．4�
48 トウカイクローネ 牡6青鹿57 秋山真一郎内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 482＋ 2 〃 アタマ 19．6�
59 クーペオブジェミニ 牡4栗 57 藤岡 佑介要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 460＋28 〃 クビ 47．5�
35 エイシンブリッツ 牡4栗 57 �島 克駿�栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 500＋101：10．01	 61．1�
36 マ カ レ ア 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 416＋161：10．1クビ 28．2�
818 セ ル リ ア ン 牡4黒鹿57 城戸 義政�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 B480－ 4 〃 アタマ 269．8�
12 プリンシパルスター �5青鹿57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 87．0�
11 アリエスムーン 牝7青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444± 01：10．31 28．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，562，200円 複勝： 53，686，600円 枠連： 23，299，700円
馬連： 85，153，600円 馬単： 41，017，800円 ワイド： 59，884，600円
3連複： 135，268，400円 3連単： 182，403，100円 計： 617，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 330円 � 760円 � 740円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 14，380円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 4，170円 �� 10，690円

3 連 複 ��� 79，320円 3 連 単 ��� 411，960円

票 数

単勝票数 計 365622 的中 � 38213（3番人気）
複勝票数 計 536866 的中 � 47326（3番人気）� 17730（9番人気）� 18105（8番人気）
枠連票数 計 232997 的中 （6－7） 21090（3番人気）
馬連票数 計 851536 的中 �� 8185（24番人気）
馬単票数 計 410178 的中 �� 2139（37番人気）
ワイド票数 計 598846 的中 �� 6354（23番人気）�� 3701（39番人気）�� 1429（83番人気）
3連複票数 計1352684 的中 ��� 1279（184番人気）
3連単票数 計1824031 的中 ��� 321（876番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．3―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．0―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハ ル ク �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス

2013．5．7生 牡5鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 15戦1勝 賞金 16，354，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時45分に変更。
〔制裁〕 クールファンタジー号の調教師清水久詞は，馬場入場前に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
※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。
（非抽選馬） 6頭 ウイングフリオーソ号・ジェスロ号・ヒワラニ号・ペプチドリリー号・マイネルパッセ号・ロングハード号

05022 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第10競走 ��2，000�
だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走15時00分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

59 � スズカディープ �6青鹿57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B424－ 42：00．8 3．5�
36 アドマイヤメテオ �7青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：00．9� 34．1�
715	 バ リ ン グ ラ 牡4鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 538＋12 〃 ハナ 4．1�
713 ホットファイヤー 牡5鹿 57 柴山 雄一西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 472－ 6 〃 アタマ 48．5�
47 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 56 丸山 元気小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488＋ 42：01．0クビ 56．2�
12 � ミスズダンディー 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 462－122：01．1
 39．6	
23 レッドアルティスタ �6鹿 57 藤岡 佑介 
東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 10．9�
48 ブライトムーン 牝4黒鹿54 D．バルジュー 
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－102：01．2
 8．2�
（伊）

611 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 440－102：01．3
 70．8
11 ビービーブレスユー 牡5鹿 57 松若 風馬�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 522＋ 4 〃 クビ 15．6�
714 スズカヴァンガード �7栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496＋ 62：01．4
 75．5�
818 リッシンロケット 牡8芦 57 岡田 祥嗣小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 482＋ 82：01．71� 203．5�
24 ワンスインアライフ 牡5鹿 57 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 472＋16 〃 クビ 7．1�
816 モ ザ イ ク 牡4黒鹿56 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 468＋ 82：01．8クビ 13．6�
612 トウカイシェーン 牝5栗 55 浜中 俊内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 456－ 82：01．9� 24．3�
35 コスモバーダン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 522＋ 6 〃 クビ 75．2�
510 メイショウオオゼキ �8鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B486－142：02．0クビ 41．0�
817 フォワードカフェ 牡6黒鹿57 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 534＋ 42：02．1� 27．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，935，800円 複勝： 68，448，000円 枠連： 31，199，900円
馬連： 126，986，800円 馬単： 47，378，600円 ワイド： 83，150，700円
3連複： 201，664，400円 3連単： 239，004，300円 計： 842，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 560円 � 170円 枠 連（3－5） 4，360円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 470円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 48，610円

票 数

単勝票数 計 449358 的中 � 100324（1番人気）
複勝票数 計 684480 的中 � 125714（1番人気）� 22910（10番人気）� 116275（2番人気）
枠連票数 計 311999 的中 （3－5） 5541（20番人気）
馬連票数 計1269868 的中 �� 17054（22番人気）
馬単票数 計 473786 的中 �� 3872（34番人気）
ワイド票数 計 831507 的中 �� 10428（22番人気）�� 49005（1番人気）�� 10530（21番人気）
3連複票数 計2016644 的中 ��� 17886（15番人気）
3連単票数 計2390043 的中 ��� 3564（117番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―13．1―12．5―12．0―11．4―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．8―48．9―1：01．4―1：13．4―1：24．8―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F36．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�スズカディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seattle Slew

2012．3．22生 �6青鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka 13戦2勝 賞金 31，499，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時15分に変更。
〔制裁〕 ジャッキー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トルストイ号・メイショウミツボシ号
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤツヨシ号・ナムラライラ号・レッドベリンダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



05023 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第11競走 ��1，700�
も じ

門司ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，29．2．11以降30．2．4まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 キーグラウンド 牡4鹿 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 492－ 41：43．8 6．8�
815 アスターゴールド 牡4栗 54 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 498＋ 21：43．9� 5．0�
36 テルペリオン 牡4栗 56 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 528－ 2 〃 クビ 3．0�
47 ヨ シ オ 牡5鹿 53 浜中 俊仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 21：44．11� 30．7�
713 メイスンウォー 牡8鹿 51 木幡 初也梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472＋ 61：44．2� 168．4�
23 ドラゴンシュバリエ 牡5芦 53 幸 英明窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 506－141：44．83� 30．6	
816 クールオープニング 牡7青鹿54 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 41：45．01� 34．5

24 ス ル タ ー ナ 牝6鹿 52 酒井 学�ターフ・スポート羽月 友彦 新冠 村田牧場 480－10 〃 クビ 45．9�
11 ベストセラーアスク 牝7鹿 52 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 434－ 81：45．1クビ 39．0
611� アースコネクター 牡7栗 52 	島 良太 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

524＋ 41：45．41� 163．7�
59 ショートストーリー 牡5黒鹿55 加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 21：45．5� 6．2�
35 ヴォカツィオーネ 牝4栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 440＋ 61：45．92� 12．9�
612 カ ラ ク プ ア 牡5黒鹿56 D．バルジュー �ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B506－ 21：46．21� 10．9�
（伊）

48 サンライズウィズ 牡5鹿 55 荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 498＋ 41：46．83� 15．8�
12 カルムパシオン 
5鹿 53 高倉 稜前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 41：47．22� 74．6�
510 ミキノグランプリ 牡7栗 53 森 裕太朗谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 486± 01：47．3� 59．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，109，700円 複勝： 110，729，200円 枠連： 52，250，400円
馬連： 243，797，000円 馬単： 94，828，100円 ワイド： 138，297，300円
3連複： 416，281，500円 3連単： 553，985，200円 計： 1，683，278，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 1，550円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 600円 �� 540円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 731097 的中 � 85918（4番人気）
複勝票数 計1107292 的中 � 134878（4番人気）� 143427（3番人気）� 230546（1番人気）
枠連票数 計 522504 的中 （7－8） 26114（7番人気）
馬連票数 計2437970 的中 �� 104385（6番人気）
馬単票数 計 948281 的中 �� 20785（13番人気）
ワイド票数 計1382973 的中 �� 57706（4番人気）�� 64866（3番人気）�� 90735（1番人気）
3連複票数 計4162815 的中 ��� 151271（2番人気）
3連単票数 計5539852 的中 ��� 26980（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．0―41．3―53．7―1：06．0―1：18．8―1：31．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キーグラウンド �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．16生 牡4鹿 母 キ ー ツ ヨ イ 母母 ゴールデンミル 16戦4勝 賞金 56，585，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時45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。
（非当選馬） 4頭 イーストオブザサン号・ジュエルメーカー号・タガノヴェローナ号・ベルウッドテラス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05024 2月13日 曇 稍重 （30小倉1）第2日 第12競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

715 フ ナ ウ タ 牝4栗 55 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464＋ 21：08．8 2．7�
816 スパイチャクラ 牝5黒鹿55 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 460－121：09．12 5．0�
714 パッションチカ 牝4鹿 55 水口 優也冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 452＋201：09．42 184．6�
59 キョウエイレガシー 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 406＋ 21：09．5� 47．8�
818 ナムラエルサ 牝5鹿 55 北村 友一奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 466－ 8 〃 ハナ 7．3�
713 トワイライトライフ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 81：09．6� 12．5	

35 コ リ ー ナ 牝5鹿 55
52 ▲藤田菜七子山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 452＋ 61：09．81 13．9


612 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 D．バルジュー 前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 404＋ 2 〃 クビ 10．1�
（伊）

510 スノードーナツ 牝4黒鹿55 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 472－ 21：09．9� 92．4�
611� ベストティアラ 牝5青 55

54 ☆義 英真 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 むかわ 上水牧場 510＋14 〃 アタマ 66．3�

12 サトノアイリ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 サトミホースカンパニー 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 450＋ 61：10．0クビ 42．0�
24 � ベリーグレート 牝4鹿 55 長岡 禎仁栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 422－ 91：10．21� 108．0�
36 ブラディーリッパー 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレストクラブ 古賀 史生 浦河 小島牧場 504＋ 41：10．52 16．3�
11 イヴノオモイデ 牝4鹿 55 西田雄一郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 428－121：10．6クビ 21．6�
48 バトルグランドリイ 牝5鹿 55 柴山 雄一飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 456＋101：10．7� 52．3�
817 ファンタジーボール 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 438＋141：10．91� 45．8�
23 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 �島 克駿松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 450＋10 〃 クビ 22．5�
47 ブレッシングテレサ 牝5青鹿 55

54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480－ 41：11．43 39．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，960，400円 複勝： 69，148，400円 枠連： 40，764，500円
馬連： 131，911，000円 馬単： 55，152，600円 ワイド： 93，592，400円
3連複： 215，015，400円 3連単： 282，128，700円 計： 940，673，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 2，410円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 6，790円 �� 13，590円

3 連 複 ��� 28，220円 3 連 単 ��� 93，740円

票 数

単勝票数 計 529604 的中 � 154562（1番人気）
複勝票数 計 691484 的中 � 174384（1番人気）� 91210（2番人気）� 4810（18番人気）
枠連票数 計 407645 的中 （7－8） 80221（1番人気）
馬連票数 計1319110 的中 �� 149256（1番人気）
馬単票数 計 551526 的中 �� 38644（1番人気）
ワイド票数 計 935924 的中 �� 83563（1番人気）�� 3260（71番人気）�� 1620（107番人気）
3連複票数 計2150154 的中 ��� 5714（89番人気）
3連単票数 計2821287 的中 ��� 2182（254番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ナ ウ タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2017．1．28 京都3着

2014．2．11生 牝4栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド 8戦2勝 賞金 20，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シュエットヌーベル号・ビービーバーレスク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（30小倉1）第2日 2月13日（火曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 200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

194，470，000円
5，180，000円
17，250，000円
1，870，000円
21，490，000円
82，641，500円
5，174，000円
1，920，000円

勝馬投票券売得金
419，765，800円
641，300，300円
263，081，400円
1，031，697，600円
440，216，600円
711，754，500円
1，659，934，100円
2，097，749，200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 7，265，499，500円

総入場人員 2，822名 （有料入場人員 2，456名）
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