
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02049 2月1日 晴 不良 （2小倉1） 第5日 第1競走 ��1，000�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

610 ヴィグラスカイザー 牡3黒鹿 56
54 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 494－ 4 58．3 6．4�

33 ブレイヴガール 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 430－ 6 58．72� 30．7�

58 ディヤーソーチャン 牝3鹿 54 幸 英明杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 456－10 〃 アタマ 46．9�
69 ダンツクォーレ 牡3黒鹿56 藤岡 康太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 488± 0 58．8� 8．3�
22 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 476－ 2 58．9クビ 3．6�
34 カツノセヴンス 牡3鹿 56 黛 弘人勝野産業� 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 464± 0 59．11� 40．1	
11 オ カ リ ナ 牡3栗 56 �島 克駿八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 4 59．2� 22．7

814 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿54 横山 武史�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 436± 0 59．73 4．2�
46 ディープシーブルー 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 414－12 59．91� 138．0
712 ペプチドサクラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 468－ 21：00．0� 6．8�
813 リュウグウハヤブサ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也深澤 朝房氏 渡辺 薫彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 494－ 61：01．06 7．6�
45 カシノライブリー 牝3鹿 54 高倉 稜柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 468－ 21：01．1クビ 30．9�
57 クリノビックネーム 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 510 ―1：01．41� 63．8�
711 ボ ボ テ ィ ー 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大杉浦 和也氏 的場 均 日高 シグラップファーム 414－22 〃 クビ 142．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，288，800円 複勝： 36，428，700円 枠連： 9，742，600円
馬連： 40，866，600円 馬単： 20，686，700円 ワイド： 36，365，600円
3連複： 67，391，800円 3連単： 77，125，700円 計： 309，896，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 320円 � 730円 � 1，760円 枠 連（3－6） 3，050円

馬 連 �� 13，080円 馬 単 �� 17，510円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 6，040円 �� 12，610円

3 連 複 ��� 142，770円 3 連 単 ��� 787，550円

票 数

単勝票数 計 212888 的中 � 26514（3番人気）
複勝票数 計 364287 的中 � 33452（6番人気）� 12757（7番人気）� 4968（11番人気）
枠連票数 計 97426 的中 （3－6） 2472（10番人気）
馬連票数 計 408666 的中 �� 2420（31番人気）
馬単票数 計 206867 的中 �� 886（49番人気）
ワイド票数 計 363656 的中 �� 2757（33番人気）�� 1553（46番人気）�� 739（62番人気）
3連複票数 計 673918 的中 ��� 354（184番人気）
3連単票数 計 771257 的中 ��� 71（997番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 ・（10，8）9（2，3，14）12（4，6，13，11）－1－5－7 4 10，8（2，9）3，14（4，12）6（1，13）－11，5＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィグラスカイザー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．12．1 阪神11着

2017．3．1生 牡3黒鹿 母 ディープキッス 母母 メジロカンムリ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 オカリナ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6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。
（非当選馬） 2頭 カシノピアレス号・トーアヴィルヌーヴ号

02050 2月1日 晴 不良 （2小倉1） 第5日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 ミステリオーソ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 466＋ 21：45．6 3．6�
35 クリノホノオ 牡3鹿 56 岩崎 翼栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 480－ 41：46．34 33．6�
23 サクラジマテソーロ 牡3鹿 56 藤岡 佑介了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 41：46．51� 26．3�
815 ブラックトマホーク 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 470－ 81：47．13� 7．2�
47 ア キ ト ゴ ー 牡3黒鹿56 柴田 大知大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 484＋ 21：47．2� 75．0	
48 サンライズアルコン 牡3芦 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462＋ 21：47．3� 70．5

510 クリノヴィンセント 牡3鹿 56

54 △団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 468－ 41：47．4クビ 1．6�
24 ニューリリース 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 小島牧場 B480－101：48．14 83．9�
36 ベルウッドヤワラ 牡3栗 56 松若 風馬鈴木 照雄氏 杉山 晴紀 浦河 市川フアーム 498＋ 8 〃 ハナ 20．5
816 キャプテンカーク 牡3芦 56 幸 英明佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 446－ 81：48．42 75．5�
12 スターズウィッシュ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 442± 01：48．61 336．2�
713 メイショウアレス 牡3青 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 412－ 41：49．23� 103．4�
611 コンゴウリュウオー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 502 ―1：49．3� 177．1�
59 ヴィクトリオーソ 牡3鹿 56 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 日高 賀張中川牧場 470－201：49．93� 26．5�
11 ブローイングスノー 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 81：53．4大差 99．9�
612 カズポルトチェルボ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 B462－101：56．6大差 90．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，093，700円 複勝： 71，519，300円 枠連： 8，471，500円
馬連： 32，497，200円 馬単： 20，158，700円 ワイド： 29，309，400円
3連複： 55，449，400円 3連単： 73，812，900円 計： 316，312，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 420円 � 1，510円 � 1，460円 枠 連（3－7） 2，560円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，350円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 28，000円 3 連 単 ��� 122，450円

票 数

単勝票数 計 250937 的中 � 55515（2番人気）
複勝票数 計 715193 的中 � 49123（2番人気）� 11895（7番人気）� 12400（6番人気）
枠連票数 計 84715 的中 （3－7） 2557（8番人気）
馬連票数 計 324972 的中 �� 4185（14番人気）
馬単票数 計 201587 的中 �� 1406（24番人気）
ワイド票数 計 293094 的中 �� 6672（8番人気）�� 5650（11番人気）�� 1819（33番人気）
3連複票数 計 554494 的中 ��� 1485（66番人気）
3連単票数 計 738129 的中 ��� 437（277番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．7―12．6―12．4―12．5―12．7―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．4―42．0―54．4―1：06．9―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミステリオーソ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．22 阪神3着

2017．1．10生 牡3黒鹿 母 ミステリアスオーラ 母母 レディソヴリン 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブローイングスノー号・カズポルトチェルボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年3月1日まで平地競走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第５日



02051 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

22 タイセイモンストル 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464－122：05．8 7．2�
57 ヤ シ ャ マ ル 牡3黒鹿 56

54 △団野 大成高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 482－ 62：06．22� 3．0�
610 ノーウィック 牡3鹿 56 幸 英明�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 466± 02：06．3� 4．5�
46 ユピテルルークス 牡3鹿 56 藤岡 康太輝レーシング 清水 久詞 新ひだか オギオギ牧場 498＋10 〃 アタマ 3．7�
45 ランサムトラップ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 418＋ 22：06．61� 32．5�
34 シェーンクラート 牡3黒鹿56 黛 弘人金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 496± 0 〃 ハナ 14．2	
11 ニシノコードブルー 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 456－ 42：06．81� 126．6

69 サトノスライヴ 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506－12 〃 クビ 13．2�
58 マルカブレーブ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治日下部 猛氏 松永 昌博 新冠 長浜牧場 458－ 62：07．01� 203．5
33 トーセンソワレ 牡3鹿 56 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 476± 02：07．53 121．3�
711 マジックウォリアー 牡3鹿 56 荻野 極吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 512－ 62：07．71 12．1�
712 アキノヒーロー 牡3鹿 56 水口 優也徳山 彰俊氏 清水 久詞 日高 加藤牧場 466＋ 42：08．02 241．3�
813 ソレユケタケコ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 462－ 62：08．74 352．3�
814 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56 菱田 裕二北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 460－ 22：10．4大差 200．3�
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売 得 金
単勝： 22，415，800円 複勝： 38，684，300円 枠連： 8，458，400円
馬連： 38，100，500円 馬単： 18，514，900円 ワイド： 30，947，300円
3連複： 55，694，400円 3連単： 70，207，400円 計： 283，023，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（2－5） 1，190円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 420円 �� 430円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 11，960円

票 数

単勝票数 計 224158 的中 � 24829（4番人気）
複勝票数 計 386843 的中 � 45691（4番人気）� 98326（1番人気）� 67906（2番人気）
枠連票数 計 84584 的中 （2－5） 5471（4番人気）
馬連票数 計 381005 的中 �� 26716（4番人気）
馬単票数 計 185149 的中 �� 4502（12番人気）
ワイド票数 計 309473 的中 �� 18329（4番人気）�� 17807（5番人気）�� 29597（2番人気）
3連複票数 計 556944 的中 ��� 27927（3番人気）
3連単票数 計 702074 的中 ��� 4253（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．9―49．5―1：01．7―1：14．5―1：27．4―1：40．1―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモンストル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．12 京都4着

2017．2．4生 牡3鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 2戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 シェーンクラート号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

02052 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時20分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

36 キョウワセイヴァー 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B504＋ 21：11．6 12．0�

47 ダウンタウンスピカ 牝3鹿 54 横山 武史林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 432－ 21：12．45 5．2�
12 サバイバルローズ 牝3芦 54 原田 和真福田 光博氏 根本 康広 新冠 小泉 学 464－ 2 〃 クビ 143．7�
818 ネージュダムール 牝3芦 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 410－ 61：12．61 3．2�
715 オウケンファイター 牡3青鹿56 藤岡 康太福井 明氏 牧浦 充徳 白老 社台牧場 502－ 41：12．7� 19．6	
510 ハワーマハル 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456＋ 2 〃 ハナ 21．0

24 � サトノグリアン 牡3芦 56 杉原 誠人 �サトミホースカンパニー 鹿戸 雄一 愛 Paget

Bloodstock B478＋ 41：12．8� 7．6�
48 ジ ョ ー ク ー 牡3黒鹿56 	島 克駿上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 480± 0 〃 ハナ 53．3�
11 ブンキンタカシマダ 牝3鹿 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 444－ 21：12．9� 76．4
59 セイアフェクト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大金田 成基氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 442± 01：13．32� 414．4�
816 サ ノ マ ナ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 462－ 21：13．61� 5．1�
23 プリティアイドル 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 452－ 4 〃 アタマ 159．7�
714 ハリケーンメファ 牝3芦 54 松若 風馬手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 436＋ 41：13．81 34．5�
817 ブロウンアウェイ 牝3鹿 54 幸 英明岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 430± 01：13．9� 15．1�
35 スカイティアラ 牝3鹿 54 黛 弘人 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408± 0 〃 クビ 271．2�
612 ヨドノプルメリア 牝3鹿 54 高倉 稜海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 426± 01：14．0� 190．2�
611� パワーオーソリティ 牡3栗 56

54 △団野 大成ゴドルフィン 西園 正都 愛 Gerard &
Anne Corry 462＋12 〃 アタマ 15．8�

713 メ モ リ ア 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 444＋ 41：14．2
 28．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，346，500円 複勝： 34，706，200円 枠連： 12，699，300円
馬連： 39，873，100円 馬単： 18，553，100円 ワイド： 36，936，700円
3連複： 66，650，900円 3連単： 70，614，900円 計： 304，380，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 350円 � 210円 � 3，070円 枠 連（3－4） 3，220円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 17，080円 �� 12，070円

3 連 複 ��� 115，440円 3 連 単 ��� 595，300円

票 数

単勝票数 計 243465 的中 � 16209（5番人気）
複勝票数 計 347062 的中 � 25672（5番人気）� 54015（3番人気）� 2357（15番人気）
枠連票数 計 126993 的中 （3－4） 3056（10番人気）
馬連票数 計 398731 的中 �� 8724（13番人気）
馬単票数 計 185531 的中 �� 1985（26番人気）
ワイド票数 計 369367 的中 �� 8002（11番人気）�� 547（88番人気）�� 775（75番人気）
3連複票数 計 666509 的中 ��� 433（243番人気）
3連単票数 計 706149 的中 ��� 86（1293番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―11．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 7（8，16）6（14，18）4（1，3，13）17（11，12，15）（9，5，10）－2 4 7，8（6，16）－18－（4，14）（1，3，13）（17，15）（9，10）（11，12）5，2

勝馬の
紹 介

キョウワセイヴァー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．10．20 京都13着

2017．4．7生 牡3鹿 母 キョウワジャンヌ 母母 ア サ カ フ ジ 3戦1勝 賞金 5，100，000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 ウィナーズバラード号



02053 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第5競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

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
1：56．9
1：56．1

良
良

89 ブルームスベリー 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 446 ―2：07．4 2．5�

77 スプリットロック 牡3栗 56 吉田 隼人水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 480 ―2：07．71� 4．0�
55 ルシアンバレエ 牝3鹿 54

52 △団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 日高 豊洋牧場 430 ―2：07．91� 4．6�

11 イルミネーター 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 466 ―2：08．53� 20．7�
33 クールデショー 牝3鹿 54 高倉 稜川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 472 ― 〃 アタマ 5．1	
22 レーベンレジェンダ 牡3鹿 56 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 526 ―2：10．6大差 18．7

88 ノーブルフローラ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大吉木 伸彦氏 武藤 善則 平取 スガタ牧場 480 ―2：10．91� 45．7�
66 サンマルサクセス 牡3青鹿56 柴田 大知相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 500 ―2：14．7大差 38．1�
44 スターペストニー 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子河野和香子氏 千田 輝彦 浦河 村中牧場 504 ―2：15．23 17．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 21，226，500円 複勝： 22，000，000円 枠連： 5，726，200円
馬連： 27，834，500円 馬単： 17，529，700円 ワイド： 23，304，300円
3連複： 39，034，000円 3連単： 69，811，600円 計： 226，466，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 212265 的中 � 66055（1番人気）
複勝票数 計 220000 的中 � 56630（1番人気）� 36467（3番人気）� 36980（2番人気）
枠連票数 計 57262 的中 （7－8） 9297（1番人気）
馬連票数 計 278345 的中 �� 39468（1番人気）
馬単票数 計 175297 的中 �� 14161（1番人気）
ワイド票数 計 233043 的中 �� 27238（2番人気）�� 24160（3番人気）�� 15807（4番人気）
3連複票数 計 390340 的中 ��� 42675（1番人気）
3連単票数 計 698116 的中 ��� 19094（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．2―13．6―13．5―12．9―12．8―12．8―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―36．6―50．2―1：03．7―1：16．6―1：29．4―1：42．2―1：54．8

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

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

勝馬の
紹 介

ブルームスベリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2017．3．20生 牝3鹿 母 エクセラントカーヴ 母母 インディアナカーヴ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルサクセス号・スターペストニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

3月1日まで平地競走に出走できない。

02054 2月1日 晴 重 （2小倉1） 第5日 第6競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

712 ガーデンコンサート 牝4鹿 55
53 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B468－ 4 58．2 11．5�

22 � ラカマロネス 牝5鹿 55
54 ☆西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 458＋18 58．84 19．5�

69 サーストンネイジュ 牝4芦 55 藤岡 佑介玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 474－ 6 58．9� 7．5�
813 トーホウレジーナ 牝6栗 55

53 △団野 大成東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 486＋ 2 59．0� 7．4�

34 メイショウゼッケイ 牝4栗 55 松若 風馬松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 404－ 8 59．1クビ 15．0�
45 � ルナエスメラルダ 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治ライオンレースホース� 高柳 大輔 浦河 浦河日成牧場 426－18 〃 クビ 37．5	
11 フ ァ ロ 牝4黒鹿55 古川 吉洋
三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 B474－ 2 59．42 16．2�
33 � ファルコンレイナ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 396± 0 59．6� 121．8�
46 ジーガーローレンス 牝4鹿 55 嶋田 純次
ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B508＋ 2 〃 ハナ 156．3
57 サンバパレード 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 456＋ 6 〃 クビ 2．0�
711 ラタンドレス 牝7鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 478－ 8 59．7クビ 48．2�
58 カクカクシカジーカ 牝5芦 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 430＋ 1 59．91	 166．3�
610 ブルーファンク 牝4栗 55 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：00．22 6．7�
814� ノースカガヤキ 牝4黒鹿55 荻野 極
髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466－ 41：01．47 214．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，335，500円 複勝： 39，315，400円 枠連： 9，451，800円
馬連： 38，340，100円 馬単： 21，434，500円 ワイド： 35，190，900円
3連複： 55，787，700円 3連単： 79，075，900円 計： 311，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 620円 � 260円 枠 連（2－7） 7，720円

馬 連 �� 9，090円 馬 単 �� 19，990円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，250円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 23，820円 3 連 単 ��� 166，650円

票 数

単勝票数 計 333355 的中 � 23080（5番人気）
複勝票数 計 393154 的中 � 39072（5番人気）� 14545（8番人気）� 42171（4番人気）
枠連票数 計 94518 的中 （2－7） 948（21番人気）
馬連票数 計 383401 的中 �� 3267（26番人気）
馬単票数 計 214345 的中 �� 804（60番人気）
ワイド票数 計 351909 的中 �� 3860（26番人気）�� 7379（15番人気）�� 3434（29番人気）
3連複票数 計 557877 的中 ��� 1756（73番人気）
3連単票数 計 790759 的中 ��� 344（486番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．4―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガーデンコンサート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2018．6．30 福島12着

2016．1．19生 牝4鹿 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 9戦1勝 賞金 12，500，000円
［他本会外：1戦1勝］



02055 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

44 カヌメラビーチ 牡4芦 56
55 ☆西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B482－ 21：51．5 4．7�
55 ラストヌードル 牡4鹿 56 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：51．82 4．2�
11 ハギノベルエキプ 牝4鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424－ 81：51．9� 3．3�

22 アンジュミニョン 牝4鹿 54
52 △団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 446－ 21：52．21	 6．3�
88 ギャンブラー 牡5黒鹿57 横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 520± 01：52．73 24．1�
66 サンライズアキレス 牡4芦 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492－ 41：52．91
 33．0	
33 オーダードリブン 牡7黒鹿57 吉田 隼人 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456－ 61：53．11� 10．0�
77 ショウナンサスケ 牡7鹿 57 幸 英明国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 480＋ 81：53．84 6．1�
89 � ムーンシュトラール 牡6鹿 57 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 490－ 41：55．6大差 70．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，438，200円 複勝： 31，980，400円 枠連： 5，705，100円
馬連： 32，771，700円 馬単： 18，916，500円 ワイド： 27，038，000円
3連複： 42，135，600円 3連単： 76，089，600円 計： 260，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（4－5） 1，410円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 480円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 254382 的中 � 43127（3番人気）
複勝票数 計 319804 的中 � 62769（2番人気）� 51546（3番人気）� 71302（1番人気）
枠連票数 計 57051 的中 （4－5） 3123（7番人気）
馬連票数 計 327717 的中 �� 17169（7番人気）
馬単票数 計 189165 的中 �� 5220（11番人気）
ワイド票数 計 270380 的中 �� 13319（8番人気）�� 29169（1番人気）�� 18221（3番人気）
3連複票数 計 421356 的中 ��� 25999（1番人気）
3連単票数 計 760896 的中 ��� 6365（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．9―38．5―51．3―1：03．2―1：15．3―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カヌメラビーチ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．11．10 東京1着

2016．3．9生 牡4芦 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 8戦2勝 賞金 18，653，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンシュトラール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月1日まで平地競

走に出走できない。

02056 2月1日 晴 重 （2小倉1） 第5日 第8競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 マースゴールド 牡5栗 57
55 △団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 468－ 41：43．8 3．9�

68 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B500－ 41：44．65 9．2�
811� グランデラムジー 牡4黒鹿56 高倉 稜 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 468－ 81：44．81� 9．6�
812 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 454－ 41：44．9� 3．8�
44 グッドヘルスバイオ 牡4芦 56

55 ☆西村 淳也バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 472＋ 41：45．43 2．7�
56 ダ イ フ ク 牡7黒鹿 57

54 ▲山田 敬士小林 博雄氏 深山 雅史 新ひだか 前田 宗将 492＋ 4 〃 クビ 32．7	
79 � アンシャンテシチー 牡5栗 57 加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 502＋ 21：46．25 32．0

11 ユノディエール 牡6鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：46．62� 15．7�
55 � ヘ キ ギ ョ ク 牡5鹿 57 �島 克駿ライオンレースホース� 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 544－101：46．7クビ 119．4�
67 アイムソーグレイト 牡4栗 56 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 464± 01：47．12� 46．5
22 � スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 540＋ 21：47．2� 214．6�
710� クリノワンダフル 牡4栗 56 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 メイプルファーム 412－ 21：47．73 280．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，954，800円 複勝： 29，540，100円 枠連： 7，973，800円
馬連： 38，703，200円 馬単： 21，035，900円 ワイド： 29，250，700円
3連複： 55，167，900円 3連単： 83，393，100円 計： 290，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 260円 � 240円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 640円 �� 630円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 249548 的中 � 50793（3番人気）
複勝票数 計 295401 的中 � 56437（3番人気）� 25985（6番人気）� 28934（5番人気）
枠連票数 計 79738 的中 （3－6） 4808（5番人気）
馬連票数 計 387032 的中 �� 16583（8番人気）
馬単票数 計 210359 的中 �� 4786（13番人気）
ワイド票数 計 292507 的中 �� 12022（7番人気）�� 12311（6番人気）�� 4497（17番人気）
3連複票数 計 551679 的中 ��� 7230（17番人気）
3連単票数 計 833931 的中 ��� 2119（91番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．9―42．9―55．3―1：07．4―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マースゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．10．29 京都10着

2015．3．26生 牡5栗 母 サーストンララア 母母 シャイニングスルー 22戦2勝 賞金 33，300，000円
［他本会外：1戦0勝］



02057 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第9競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

77 レッドアルジーヌ 牝5芦 55
54 ☆西村 淳也 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 458－ 42：06．2 8．3�

66 ミ チ ビ キ 牝4黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 488－12 〃 クビ 10．2�

22 ハートウォーミング 牝4青鹿54 古川 吉洋ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448－ 22：06．3� 3．2�

11 イ ル マ タ ル 牝4鹿 54
51 ▲三津谷隼人吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 444－ 42：06．61� 4．3�

55 � レッドリュンヌ 牝7栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 428－102：06．92 44．1�
33 ミレフォリウム 牝5鹿 55 杉原 誠人 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 494－ 22：07．0� 11．1

44 タイプムーン 牝5黒鹿55 原田 和真 	コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 8 〃 アタマ 68．4�
88 ルンルンクオリティ 牝4黒鹿 54

52 △団野 大成	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478－142：08．06 2．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 25，432，300円 複勝： 25，161，400円 枠連： 発売なし
馬連： 38，227，700円 馬単： 23，735，700円 ワイド： 25，029，700円
3連複： 43，107，500円 3連単： 98，897，400円 計： 279，591，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 260円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 800円 �� 410円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 28，400円

票 数

単勝票数 計 254323 的中 � 24486（4番人気）
複勝票数 計 251614 的中 � 34362（4番人気）� 20454（6番人気）� 58357（2番人気）
馬連票数 計 382277 的中 �� 9735（13番人気）
馬単票数 計 237357 的中 �� 2690（28番人気）
ワイド票数 計 250297 的中 �� 7642（15番人気）�� 16267（5番人気）�� 12270（8番人気）
3連複票数 計 431075 的中 ��� 9852（15番人気）
3連単票数 計 988974 的中 ��� 2524（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．2―37．8―51．5―1：04．5―1：16．9―1：29．4―1：41．8―1：53．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアルジーヌ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Darshaan デビュー 2018．3．24 中京10着

2015．2．21生 牝5芦 母 ショウダウン 母母 Last Second 14戦2勝 賞金 15，150，000円

02058 2月1日 晴 重 （2小倉1） 第5日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時50分 （ダート・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

88 メイショウダジン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 472＋ 21：44．3 2．4�
77 イ バ ル 牡3青鹿56 藤井勘一郎杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 492－ 21：44．4� 6．7�
44 ヒロイックテイル 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 476－ 41：44．61 7．3�
11 クリノイコライザー 牡3栗 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 452－ 41：44．81� 3．3�
66 シュテルクスト 牡3青鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 480＋ 21：45．33 8．7�
55 アスターコルネット 牡3黒鹿56 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 様似 髙村 伸一 490－ 21：46．68 34．8	
22 ハイアーグレード 牝3栗 54 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 444－ 81：46．81� 18．9

33 	 ク レ パ ト 牝3鹿 54 藤岡 佑介小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

452－ 81：48．410 17．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，341，200円 複勝： 33，194，100円 枠連： 発売なし
馬連： 57，865，900円 馬単： 32，737，100円 ワイド： 39，144，800円
3連複： 68，834，400円 3連単： 142，095，800円 計： 411，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 373412 的中 � 122906（1番人気）
複勝票数 計 331941 的中 � 93760（1番人気）� 47770（3番人気）� 37040（5番人気）
馬連票数 計 578659 的中 �� 60886（2番人気）
馬単票数 計 327371 的中 �� 19272（3番人気）
ワイド票数 計 391448 的中 �� 37269（2番人気）�� 29875（3番人気）�� 15508（9番人気）
3連複票数 計 688344 的中 ��� 39493（4番人気）
3連単票数 計1420958 的中 ��� 22829（9番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．2―12．0―12．1―12．5―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―28．9―40．9―53．0―1：05．5―1：18．3―1：31．0

コーナー
通過順位

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

2
4
1－2－7，3，5－6，8－4
1，7，8（2，4）5，6－3

勝馬の
紹 介

メイショウダジン �

父 トランセンド �


母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．12．15 中京1着

2017．4．8生 牡3栗 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 3戦2勝 賞金 19，834，000円



02059 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第11競走 ��
��2，600�

うみ な か み ち

海 の 中 道 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

45 トーホウアルテミス 牝5栗 55 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 B476－142：43．3 13．5�
711 テーオーフォルテ 牡6鹿 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 62：44．04 7．2�
56 ディバインフォース 牡4鹿 56 横山 武史吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 448＋ 62：44．85 3．6�
710 ゼ ー ゲ ン 牡5青鹿57 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 8 〃 クビ 15．8�
44 ジャディード 牡5黒鹿57 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444－ 22：45．33 124．0�
11 ノーチカルチャート 牡4青鹿56 �島 克駿 	社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 484＋102：45．62 4．6

33 トロピカルストーム 	7黒鹿57 西村 淳也吉田 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 456＋ 6 〃 クビ 6．3�
57 ドリームスピリット 牡5鹿 57 菱田 裕二落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 510－ 82：45．81
 29．4�
68 コロンバスデイ 牝5鹿 55 藤田菜七子 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468－ 82：46．11� 21．3
22 ワセダインブルー 牡5鹿 57 原田 和真大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 14．9�
69 ニッポンテイオー 牡5鹿 57 中谷 雄太新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 464＋ 42：46．63 15．4�
813 グラットシエル 牡6黒鹿57 幸 英明 	社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 506－182：48．210 10．4�
812 ス プ マ ン テ 牡6青鹿57 荻野 極石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 496＋122：55．6大差 96．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，376，200円 複勝： 82，490，200円 枠連： 32，034，500円
馬連： 158，501，000円 馬単： 59，854，600円 ワイド： 105，600，800円
3連複： 256，520，100円 3連単： 295，683，300円 計： 1，045，060，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 330円 � 230円 � 160円 枠 連（4－7） 2，740円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 10，470円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 960円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 53，940円

票 数

単勝票数 計 543762 的中 � 32191（6番人気）
複勝票数 計 824902 的中 � 55691（6番人気）� 88041（4番人気）� 155973（1番人気）
枠連票数 計 320345 的中 （4－7） 9053（14番人気）
馬連票数 計1585010 的中 �� 25054（22番人気）
馬単票数 計 598546 的中 �� 4285（47番人気）
ワイド票数 計1056008 的中 �� 17595（22番人気）�� 28270（10番人気）�� 40808（5番人気）
3連複票数 計2565201 的中 ��� 28736（21番人気）
3連単票数 計2956833 的中 ��� 3974（192番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．9―12．5―12．7―13．0―13．7―12．9―12．3―12．3―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．7―36．6―49．1―1：01．8―1：14．8―1：28．5―1：41．4―1：53．7―2：06．0―2：18．4―2：30．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウアルテミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．12 京都10着

2015．3．29生 牝5栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 19戦3勝 賞金 46，024，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプマンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月1日まで平地競走に出

走できない。

02060 2月1日 晴 稍重 （2小倉1） 第5日 第12競走 ��
��1，200�

お ご お り

小 郡 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

79 � ランドルーラー 牡4鹿 57 菱田 裕二ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 502－ 21：10．8 12．9�
56 コンピレーション 	6黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472－ 21：11．01
 13．6�
44 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿55 横山 武史 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 432－ 4 〃 アタマ 30．7�
22 ミッキースピリット 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 21：11．1� 5．7�
33 イリスファルコン 牝6鹿 55 藤田菜七子菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424－101：11．31
 20．0	
11 ゴールデンヘイロー 牡4栗 57 幸 英明�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B496＋ 21：11．51
 43．4

710� マイネルアムニス 牡6芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 500± 0 〃 アタマ 45．3�

67 � クーファウェヌス 牝5栗 55 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-
agement Inc 486－ 41：11．6クビ 2．5�

55 セントセシリア 牝4栗 55 藤井勘一郎田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 396－ 8 〃 クビ 17．3
811 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 勝浦 正樹福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 496± 01：11．7� 19．4�
812� クーファディーヴァ 牝6栗 55 藤岡 康太大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 476－ 61：13．29 7．0�
68 � ポンペイワーム 牡4栗 57 西村 淳也吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 514＋ 61：13．62� 6．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，669，300円 複勝： 65，788，600円 枠連： 19，511，300円
馬連： 92，311，900円 馬単： 40，609，500円 ワイド： 68，342，700円
3連複： 137，090，900円 3連単： 179，246，700円 計： 648，570，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 340円 � 640円 枠 連（5－7） 3，790円

馬 連 �� 10，540円 馬 単 �� 20，960円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 3，660円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 54，450円 3 連 単 ��� 387，920円

票 数

単勝票数 計 456693 的中 � 28265（5番人気）
複勝票数 計 657886 的中 � 51671（6番人気）� 53599（5番人気）� 25101（10番人気）
枠連票数 計 195113 的中 （5－7） 3981（13番人気）
馬連票数 計 923119 的中 �� 6782（35番人気）
馬単票数 計 406095 的中 �� 1453（68番人気）
ワイド票数 計 683427 的中 �� 8340（26番人気）�� 4787（40番人気）�� 6418（35番人気）
3連複票数 計1370909 的中 ��� 1888（138番人気）
3連単票数 計1792467 的中 ��� 335（873番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．7―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．2―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ランドルーラー �
�
父 Rulership �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2019．1．12 中山9着

2016．5．3生 牡4鹿 母 Alderney 母母 Adonesque 8戦1勝 賞金 16，292，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2小倉1）第5日 2月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 147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

175，430，000円
8，210，000円
22，180，000円
1，260，000円
19，130，000円
59，872，750円
4，042，500円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
360，918，800円
510，808，700円
119，774，500円
635，893，400円
313，766，900円
486，460，900円
942，864，600円
1，316，054，300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 4，686，542，100円

総入場人員 6，911名 （有料入場人員 6，271名）
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