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02097 2月15日 曇 重 （2小倉1） 第9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

33 ジャスパーイーグル 牡3栗 56
54 △斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B486－ 7 58．6 16．6�

34 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± 0 〃 アタマ 4．2�

711 フェールアシュバル 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470＋ 8 59．45 10．8�

45 スパークジョイ 牝3芦 54 勝浦 正樹西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 460－ 2 59．5� 6．6�
57 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 458－ 4 59．81� 9．1�
813 ディヤーソーチャン 牝3鹿 54 菱田 裕二杉元 四男氏 作田 誠二 むかわ ヤマイチ牧場 452－ 41：00．01� 8．6	
46 ダンツクォーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 488± 01：00．21� 4．1

22 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 440－ 4 〃 アタマ 15．2�
58 キタノシャンティ 牡3鹿 56 丹内 祐次北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 484± 01：00．3クビ 28．3�
814 ベルウッドアルプ 牡3鹿 56 荻野 極鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 市川フアーム 502＋221：00．62 220．6
712 トーアテンソンシ 牡3栗 56 嶋田 純次高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 444－ 41：00．7� 105．2�
11 エ オ ス モ ン 牝3栗 54 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：01．12� 28．7�
610 マ ッ シ リ ア 牡3栗 56 横山 武史森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 474－ 41：01．73� 12．0�
69 ジ ャ ミ ー 牝3栗 54 酒井 学小林竜太郎氏 石坂 公一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 454－101：02．76 78．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，279，000円 複勝： 30，963，800円 枠連： 9，020，000円
馬連： 39，239，000円 馬単： 19，121，300円 ワイド： 34，255，400円
3連複： 64，169，200円 3連単： 66，065，300円 計： 282，113，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 440円 � 160円 � 390円 枠 連（3－3） 3，460円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 7，900円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，310円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 13，590円 3 連 単 ��� 93，000円

票 数

単勝票数 計 192790 的中 � 9271（9番人気）
複勝票数 計 309638 的中 � 15150（9番人気）� 67594（1番人気）� 17915（6番人気）
枠連票数 計 90200 的中 （3－3） 2017（13番人気）
馬連票数 計 392390 的中 �� 7928（16番人気）
馬単票数 計 191213 的中 �� 1815（34番人気）
ワイド票数 計 342554 的中 �� 8251（11番人気）�� 3723（31番人気）�� 7502（13番人気）
3連複票数 計 641692 的中 ��� 3540（49番人気）
3連単票数 計 660653 的中 ��� 515（350番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．2―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスパーイーグル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．7．21 中京16着

2017．2．7生 牡3栗 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 4戦1勝 賞金 5，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 マッシリア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 トーアテンソンシ号の調教師星野忍は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キタノシャンティ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月15日まで平地競走に出走でき

ない。

02098 2月15日 小雨 重 （2小倉1） 第9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

67 ヴィブラント 牡3鹿 56 中谷 雄太 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 504＋ 21：46．1 16．0�
11 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460＋ 61：46．31� 35．8�

78 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 菱田 裕二相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 480－ 41：46．4� 190．2�
810 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 472＋ 6 〃 クビ 25．1�
811 テイルウォーク 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－141：46．72 3．4�

44 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 476－ 41：46．8� 5．0	
66 タッシーアキヒート 牡3栗 56 酒井 学吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 472－121：46．9クビ 4．3

22 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 490＋ 61：47．64 39．6�
33 ベッロコルサ 牡3鹿 56

54 △団野 大成 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B414－ 21：48．13 8．2
79 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 446－ 21：48．63 4．1�
55 マ ジ ョ レ ヌ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 500－ 41：51．2大差 141．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，854，800円 複勝： 28，134，600円 枠連： 5，705，800円
馬連： 29，383，300円 馬単： 15，959，500円 ワイド： 25，369，000円
3連複： 41，116，500円 3連単： 55，493，100円 計： 222，016，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 510円 � 840円 � 4，280円 枠 連（1－6） 3，530円

馬 連 �� 19，710円 馬 単 �� 31，330円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 16，100円 �� 21，710円

3 連 複 ��� 314，660円 3 連 単 ��� 1，387，320円

票 数

単勝票数 計 208548 的中 � 10377（6番人気）
複勝票数 計 281346 的中 � 15656（6番人気）� 8844（8番人気）� 1617（11番人気）
枠連票数 計 57058 的中 （1－6） 1251（13番人気）
馬連票数 計 293833 的中 �� 1155（34番人気）
馬単票数 計 159595 的中 �� 382（66番人気）
ワイド票数 計 253690 的中 �� 1663（32番人気）�� 405（47番人気）�� 300（53番人気）
3連複票数 計 411165 的中 ��� 98（152番人気）
3連単票数 計 554931 的中 ��� 29（812番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．0―42．9―55．1―1：07．1―1：19．6―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F39．0
1
3
3，7（6，10）－11，4－（1，9）（2，8）＝5
7（3，6，10）－11，4（1，9）8，2＝5

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

勝馬の
紹 介

ヴィブラント �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．18 小倉7着

2017．3．20生 牡3鹿 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 マジョレヌ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジョレヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15日まで平地競走に出

走できない。

第１回 小倉競馬 第９日



02099 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9日 第3競走 ��2，000�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

46 ラフダイヤモンド 牝3栗 54 松若 風馬�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 446± 02：03．3 7．8�
813 ヤマカツパトリシア 牝3青 54

52 △斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 434－102：03．93� 13．3�
711 ラガーヴィーヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 426＋ 6 〃 ハナ 106．5�
45 フレッシュスタート 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 418＋ 42：04．0� 115．6�

22 ベーリーオクルス 牝3鹿 54
52 △団野 大成吉田 晴哉氏 橋口 慎介 安平 追分ファーム 462－142：04．1クビ 3．4�

57 ジ レ ー ネ 牝3黒鹿 54
52 ◇藤田菜七子�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－ 62：04．42 14．5	
814 スマートアリエル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 450－ 62：04．61� 10．1

712 ルシアンバレエ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 日高 豊洋牧場 430± 02：04．7� 27．1�
610 コンカルノー 牝3鹿 54 杉原 誠人中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 448＋ 82：04．91� 8．1�
58 グラッツィエディオ 牝3栗 54 木幡 初也安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 B464－ 22：05．0� 199．1
33 アニマフレスカ 牝3青鹿54 横山 武史吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 444± 02：05．21� 3．3�
11 ダノンボヌール 牝3黒鹿54 �島 克駿�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 474± 0 〃 クビ 32．8�
34 ウインクランベリー 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 404＋ 22：06．810 72．9�
69 カシマホオズキ 牝3青鹿54 柴田 大知松浦 一久氏 加藤士津八 浦河 信成牧場 420＋ 42：12．7大差 14．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，629，800円 複勝： 22，873，900円 枠連： 6，467，100円
馬連： 27，484，200円 馬単： 13，288，900円 ワイド： 24，610，600円
3連複： 45，591，900円 3連単： 50，694，000円 計： 206，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 420円 � 1，950円 枠 連（4－8） 2，180円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 11，010円 �� 16，290円

3 連 複 ��� 179，960円 3 連 単 ��� 622，930円

票 数

単勝票数 計 156298 的中 � 15849（3番人気）
複勝票数 計 228739 的中 � 24568（3番人気）� 14452（6番人気）� 2655（13番人気）
枠連票数 計 64671 的中 （4－8） 2292（10番人気）
馬連票数 計 274842 的中 �� 5493（17番人気）
馬単票数 計 132889 的中 �� 1535（28番人気）
ワイド票数 計 246106 的中 �� 4721（16番人気）�� 568（66番人気）�� 383（76番人気）
3連複票数 計 455919 的中 ��� 190（234番人気）
3連単票数 計 506940 的中 ��� 59（1072番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．2―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．6―1：38．1―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラフダイヤモンド �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Danzig デビュー 2019．11．10 京都9着

2017．4．3生 牝3栗 母 コントローリング 母母 Jurisdictional 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 カシマホオズキ号は，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〕 カシマホオズキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年3月15日まで出走できない。

02100 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9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

817 ビ ア イ 牝3青鹿54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B478＋ 41：10．2 7．6�
818 リオマッジョーレ 牝3栗 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 440＋ 2 〃 クビ 20．0�
35 ツクバゴールド 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 506＋ 41：10．3クビ 21．3�
714 ナイトコマンダー 牡3鹿 56

54 △斎藤 新田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 476＋221：10．4� 138．1�
612 コスモカンツォーネ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 436－ 21：10．5� 12．6	
23 ジュンジュン 牡3黒鹿56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 468－10 〃 ハナ 26．9

611	 サイモンハロルド 牡3鹿 56 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 450－ 21：10．6� 8．7�
510 テイエムピカピカ 牝3青 54 杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 462＋ 4 〃 ハナ 249．0�
47 ダイヤモンドライフ 牡3黒鹿56 
島 克駿大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 504－ 81：10．91� 7．1
24 サンスポット 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 日高 坂 牧場 466± 0 〃 クビ 3．9�
59 サンブリテニア 牝3栗 54 太宰 啓介 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 436－ 81：11．0� 21．0�
36 キュートルーラー 牝3黒鹿54 横山 武史 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 420－ 21：11．1� 22．9�
816 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 460－ 4 〃 ハナ 7．7�
11 タマモイチバンボシ 牡3鹿 56 松若 風馬タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458－ 4 〃 ハナ 88．9�
12 ブラックスプルース 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 B460＋ 21：11．63 8．1�
713 レディーフラッシュ 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 古賀 史生 熊本 ストームファーム

コーポレーション 472－ 6 〃 アタマ 237．4�
715 アラタマノキセキ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 454 ―1：12．13 215．1�
48 ハローグッバイ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 462＋ 61：12．84 41．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，274，200円 複勝： 37，937，600円 枠連： 13，906，200円
馬連： 42，859，800円 馬単： 18，319，500円 ワイド： 39，881，600円
3連複： 76，049，200円 3連単： 71，367，900円 計： 327，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 450円 � 610円 枠 連（8－8） 1，280円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，520円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 32，270円 3 連 単 ��� 128，390円

票 数

単勝票数 計 272742 的中 � 28357（3番人気）
複勝票数 計 379376 的中 � 36877（3番人気）� 21707（8番人気）� 15250（10番人気）
枠連票数 計 139062 的中 （8－8） 8385（3番人気）
馬連票数 計 428598 的中 �� 6645（18番人気）
馬単票数 計 183195 的中 �� 1410（41番人気）
ワイド票数 計 398816 的中 �� 8265（10番人気）�� 4048（39番人気）�� 2276（59番人気）
3連複票数 計 760492 的中 ��� 1767（129番人気）
3連単票数 計 713679 的中 ��� 403（526番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．4―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．7
3 ・（4，17）（7，8）（14，12）2（5，10）11－9（18，13）3－6－1＝16－15 4 ・（4，17）14（7，12）（2，5，8，11）（3，10）（9，18）－（6，13）－1－16－15

勝馬の
紹 介

ビ ア イ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．3．24生 牝3青鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 12戦1勝 賞金 12，760，000円
〔制裁〕 ジュンジュン号の騎手高田潤は，3コーナーで内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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンブローニュ号・サトノジヴェルニー号・ヒロシゲサンライズ号



02101 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

67 アピテソーロ 牡3青鹿56 菱田 裕二了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 486± 01：50．4 2．3�

710 マイネルポインター 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 博康 新ひだか 松本牧場 438－ 41：50．5� 21．6�

68 コスモシークレット 牡3栗 56 横山 武史 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444－121：50．81� 17．1�
79 スズカペンダント 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 430－201：50．9� 17．4�
811 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54

52 △団野 大成福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：51．53� 4．5	
33 マイネルアイガテ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 530± 01：52．03 7．1

812 ココリミッション 牡3黒鹿 56

54 △斎藤 新美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 438－ 21：53．8大差 18．9�
56 トーセンチェイサー 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 430＋ 21：54．01� 22．7

11 ホウオウトラスト 牡3鹿 56 黛 弘人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：54．21� 14．6�
44 メ モ リ ア 牝3黒鹿54 木幡 初也岡田 繁幸氏 武市 康男 新ひだか 谷岡スタット 442－ 21：54．83� 94．6�
55 ビ ッ ク マ ム 牝3芦 54 荻野 極�ジェイアール 中尾 秀正 新ひだか 片山牧場 452－ 21：55．01� 45．8�
22 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± 0 （競走中止） 9．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，137，400円 複勝： 30，799，000円 枠連： 8，414，600円
馬連： 35，968，100円 馬単： 19，138，100円 ワイド： 34，472，200円
3連複： 57，489，200円 3連単： 73，260，100円 計： 281，678，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 530円 � 430円 枠 連（6－7） 1，190円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 710円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 59，740円

票 数

単勝票数 計 221374 的中 � 75182（1番人気）
複勝票数 計 307990 的中 � 79756（1番人気）� 11686（10番人気）� 15021（8番人気）
枠連票数 計 84146 的中 （6－7） 5442（5番人気）
馬連票数 計 359681 的中 �� 8135（13番人気）
馬単票数 計 191381 的中 �� 2477（22番人気）
ワイド票数 計 344722 的中 �� 7428（14番人気）�� 13147（6番人気）�� 2122（44番人気）
3連複票数 計 574892 的中 ��� 3258（47番人気）
3連単票数 計 732601 的中 ��� 889（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．1―48．3―1：00．1―1：12．4―1：24．9―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アピテソーロ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．9 東京6着

2017．2．6生 牡3青鹿 母 チェリーフォレスト 母母 フォレストゾーン 8戦1勝 賞金 7，670，000円
〔競走中止〕 ランサムトラップ号は，向正面で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ランサムトラップ号の騎手藤田菜七子は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：10番・

6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メモリア号・ビックマム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月15日まで平

地競走に出走できない。

02102 2月15日 曇 重 （2小倉1） 第9日 第6競走 ��1，700�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，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
1：41．8
1：40．9

不良
重

67 ミンネザング 牝6鹿 55 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488－ 21：44．6 4．4�

55 シャルロッテミノル 牝4鹿 54
52 △団野 大成吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 530± 01：44．7� 5．5�

11 アドアステラ 牝4栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448＋ 21：45．33� 4．9�
33 デルマシャンパン 牝5黒鹿55 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 458－ 41：45．93� 33．5�
22 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 488± 01：46．22 13．3	

78 メイショウカスガ 牝4栗 54 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 460＋ 21：46．3クビ 7．9

44 � トゥインクルリーフ 牝4鹿 54

53 ☆西村 淳也 �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 ウエスタンファーム 440－ 61：46．61� 4．5�

79 ハトマークワルツ 牝6栗 55 松若 風馬山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 442＋101：46．91� 86．7�
810� ルナエスメラルダ 牝4栗 54

51 ▲亀田 温心ライオンレースホース� 高柳 大輔 浦河 浦河日成牧場 422－ 4 〃 クビ 28．6
66 � エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿 55

53 △斎藤 新宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 506＋ 61：47．85 8．6�
811 フ ァ ロ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：48．33 30．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，363，900円 複勝： 34，546，400円 枠連： 7，910，700円
馬連： 34，571，700円 馬単： 18，018，000円 ワイド： 32，437，600円
3連複： 52，271，700円 3連単： 65，471，900円 計： 266，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 220円 � 170円 枠 連（5－6） 1，270円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 720円 �� 390円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 16，210円

票 数

単勝票数 計 213639 的中 � 38031（1番人気）
複勝票数 計 345464 的中 � 56187（2番人気）� 35402（5番人気）� 55242（3番人気）
枠連票数 計 79107 的中 （5－6） 4802（5番人気）
馬連票数 計 345717 的中 �� 12831（8番人気）
馬単票数 計 180180 的中 �� 3990（12番人気）
ワイド票数 計 324376 的中 �� 10940（8番人気）�� 22619（3番人気）�� 14970（4番人気）
3連複票数 計 522717 的中 ��� 13134（10番人気）
3連単票数 計 654719 的中 ��� 2927（40番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．0―12．5―12．2―11．7―12．3―12．4―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―42．5―54．7―1：06．4―1：18．7―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．2
1
3
5，11，4，6（2，7，10，8）3，9－1・（5，7）－（4，10）－（2，6）8（1，11，3）9

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

勝馬の
紹 介

ミンネザング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．5 東京5着

2014．2．3生 牝6鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 19戦2勝 賞金 27，950，000円



02103 2月15日 晴 良 （2小倉1） 第9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

33 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 502－ 41：49．4 2．2�
78 リーガルメイン 牡4鹿 56

55 ☆西村 淳也前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440－10 〃 クビ 4．8�

55 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55
53 △団野 大成小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 476＋ 41：49．72 14．6�

89 メイショウテンモン 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 522＋181：49．91� 12．0�
810 レ オ 牡4芦 56 柴田 大知 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 512－ 41：50．32 68．6�
44 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 524＋ 41：50．4� 30．2	
22 ハクサンフエロ �5鹿 57 松若 風馬河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 	川 啓一 456－ 4 〃 ハナ 7．7

77 
 パルフェクォーツ 牡6栗 57 荻野 極 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 548＋ 41：51．25 4．0�
66 ベラソヴラーノ 牝5鹿 55

52 ▲亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 上村 清志 468＋ 81：51．51� 98．4

11 タイセイグランツ 牡5黒鹿 57
55 △斎藤 新田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B516± 01：53．110 54．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，781，800円 複勝： 27，017，800円 枠連： 7，806，100円
馬連： 34，055，000円 馬単： 18，512，000円 ワイド： 28，706，400円
3連複： 46，865，600円 3連単： 74，956，400円 計： 263，701，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 370円 枠 連（3－7） 220円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 260円 �� 650円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 8，420円

票 数

単勝票数 計 257818 的中 � 90860（1番人気）
複勝票数 計 270178 的中 � 82041（1番人気）� 44670（3番人気）� 11774（6番人気）
枠連票数 計 78061 的中 （3－7） 26921（1番人気）
馬連票数 計 340550 的中 �� 48010（2番人気）
馬単票数 計 185120 的中 �� 15924（2番人気）
ワイド票数 計 287064 的中 �� 33380（2番人気）�� 10471（8番人気）�� 7350（12番人気）
3連複票数 計 468656 的中 ��� 14463（8番人気）
3連単票数 計 749564 的中 ��� 6448（21番人気）

ハロンタイム 12．6―12．5―12．1―11．8―11．7―12．0―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―37．2―49．0―1：00．7―1：12．7―1：24．8―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラストヌードル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Green Tune デビュー 2018．10．14 東京1着

2016．1．22生 牡4鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 7戦2勝 賞金 18，700，000円
〔制裁〕 レオ号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

02104 2月15日 晴 重 （2小倉1） 第9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）

若手騎手；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

813 ロードキング 牡7鹿 57 �島 克駿市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486－ 41：44．4 6．3�

69 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿56 松若 風馬土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 456＋ 21：45．35 3．7�
45 マイネルアプラウス 牡4黒鹿 56

53 ▲山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 41：45．93� 37．6�

33 ファイナルマズル 牡4鹿 56 荻野 極 �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 472－ 21：46．21� 28．4�

44 タイセイドレッサー 牡4栗 56
55 ☆川又 賢治田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 480＋ 2 〃 クビ 8．9�

22 オメガレインボー 牡4栗 56
54 △斎藤 新原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 442－ 81：46．3クビ 4．3	

68 メイショウロサン 牡4黒鹿 56
54 △団野 大成松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 490－ 21：46．4� 11．2


56 アドマイヤヒビキ 牡5黒鹿 57
56 ☆西村 淳也近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 562－ 6 〃 ハナ 8．7�

710 ビービーシャルト �4鹿 56
53 ▲亀田 温心坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 492－ 61：47．35 23．1�

57 ダンスロマネスク 牝4鹿 54 横山 武史 社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 474＋ 21：47．62 6．8�
11 クニノオーシャン 牡5芦 57

54 ▲服部 寿希太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 474－ 61：48．02� 252．2�
812	 キタノテイオウ 牡5黒鹿57 木幡 初也了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 B446－ 21：48．63� 96．7�
711	 メイショウビコーン 牡6栗 57

54 ▲小林 凌大松本 和子氏 �島 一歩 浦河 日の出牧場 B508－161：49．34 65．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，482，900円 複勝： 29，814，300円 枠連： 9，024，200円
馬連： 37，897，100円 馬単： 18，434，900円 ワイド： 31，908，900円
3連複： 56，124，000円 3連単： 74，251，300円 計： 279，937，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 170円 � 820円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，150円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 12，490円 3 連 単 ��� 75，180円

票 数

単勝票数 計 224829 的中 � 28545（3番人気）
複勝票数 計 298143 的中 � 38515（3番人気）� 55291（1番人気）� 7019（10番人気）
枠連票数 計 90242 的中 （6－8） 9363（3番人気）
馬連票数 計 378971 的中 �� 22413（2番人気）
馬単票数 計 184349 的中 �� 4810（7番人気）
ワイド票数 計 319089 的中 �� 16313（2番人気）�� 1883（41番人気）�� 3446（28番人気）
3連複票数 計 561240 的中 ��� 3370（49番人気）
3連単票数 計 742513 的中 ��� 716（285番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．3―54．4―1：05．9―1：18．0―1：30．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．30 京都6着

2013．2．27生 牡7鹿 母 ピサノアラバスター 母母 シャイニンレーサー 27戦2勝 賞金 36，053，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンマヒア号の騎手藤田菜七子は，第5競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。



02105 2月15日 晴 重 （2小倉1） 第9日 第9競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

69 � ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B506－ 4 59．0 12．8�
610 スリーチェイサー 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋ 4 〃 ハナ 4．8�
814� クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

53 △団野 大成栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 446－ 8 59．1� 4．8�
11 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 514－ 2 59．2� 16．5�
58 ディーズファンシー 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 388－ 4 59．3クビ 18．4�
34 サノノショウグン 	6栗 57 横山 武史佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B452－ 4 〃 アタマ 5．5	
33 ビートマジック 	4黒鹿57 原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 468± 0 59．4� 10．7

57 グラドゥアーレ 牡6栗 57 西田雄一郎 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 486± 0 59．5� 38．7�
46 ミリオンゲーム 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 432－ 2 59．6� 34．6
712 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 466－ 8 〃 クビ 5．0�
22 � ナオアンドユリ 牝6青鹿55 柴山 雄一松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 462± 0 59．81 114．8�
711� イッツザファースト 牡4芦 57 丹内 祐次飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B482－ 9 〃 クビ 26．7�
813 コウエイバンビーノ 牡4黒鹿 57

54 ▲亀田 温心伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 522± 01：00．33 49．8�
45 コンセッションズ 牝5栗 55 荻野 極 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 434－ 2 （競走中止） 20．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，449，200円 複勝： 40，813，300円 枠連： 12，835，100円
馬連： 49，389，200円 馬単： 24，067，400円 ワイド： 40，456，200円
3連複： 77，670，400円 3連単： 92，630，700円 計： 364，311，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 340円 � 180円 � 180円 枠 連（6－6） 3，040円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，070円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 41，680円

票 数

単勝票数 計 264492 的中 � 16500（6番人気）
複勝票数 計 408133 的中 � 25369（5番人気）� 66190（2番人気）� 65225（3番人気）
枠連票数 計 128351 的中 （6－6） 3271（14番人気）
馬連票数 計 493892 的中 �� 11611（8番人気）
馬単票数 計 240674 的中 �� 2674（17番人気）
ワイド票数 計 404562 的中 �� 10355（7番人気）�� 9329（9番人気）�� 23564（2番人気）
3連複票数 計 776704 的中 ��� 12562（6番人気）
3連単票数 計 926307 的中 ��� 1611（99番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．6―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―34．1―45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．5
3 12（10，11）（1，4，14）（3，9）（7，8）（2，6，13） 4 12（10，11）（4，14）（1，9）（3，8）7（2，6，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ライブリテックス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2015．5．7生 牡5青鹿 母 ヒダカビジン 母母 ミ オ ツ ク シ 19戦1勝 賞金 12，760，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ミリオンゲーム号の騎手藤田菜七子は，第5競走での落馬負傷のため山田敬士に変更。
〔競走中止〕 コンセッションズ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンヴォルカン号・ニシノゴウウン号

02106 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9日 第10競走 ��
��2，000�あ す な ろ 賞

発走14時50分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

79 ファルコニア 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446＋ 22：01．4 4．2�
68 レザネフォール 牡3黒鹿56 �島 克駿前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 0 〃 ハナ 3．3�
56 スペースシップ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 492± 02：01．72 9．1�
710 コスモブルーノーズ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 408－ 2 〃 ハナ 28．8�
11 � アイロンワークス 牡3鹿 56 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 480＋ 62：01．91 5．2�
22 トランシルヴァニア 	3鹿 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：02．11
 55．7	
33 ウインローズブーケ 牝3黒鹿54 斎藤 新
ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 430＋142：02．52
 23．0�
55 ウインアステロイド 牡3青鹿56 横山 武史
ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 62：02．71� 13．8�
67 ロッソモラーレ 牡3芦 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 452± 0 〃 クビ 31．6
812 ミャゴラーレ 牡3鹿 56 西田雄一郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 510－ 82：03．01� 34．5�
44 エンデュミオン 牡3黒鹿56 西村 淳也�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 444－ 62：03．42
 7．2�
811 ディープハーモニー 牡3黒鹿56 岩崎 翼深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 462－ 42：03．93 24．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，739，100円 複勝： 55，637，000円 枠連： 13，287，800円
馬連： 64，618，900円 馬単： 30，222，100円 ワイド： 52，821，800円
3連複： 98，672，300円 3連単： 126，999，600円 計： 478，998，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 � 200円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 300円 �� 530円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 367391 的中 � 69967（2番人気）
複勝票数 計 556370 的中 � 103928（2番人気）� 126227（1番人気）� 57181（5番人気）
枠連票数 計 132878 的中 （6－7） 18653（1番人気）
馬連票数 計 646189 的中 �� 69708（1番人気）
馬単票数 計 302221 的中 �� 15738（2番人気）
ワイド票数 計 528218 的中 �� 48010（1番人気）�� 24299（4番人気）�� 24286（5番人気）
3連複票数 計 986723 的中 ��� 37624（3番人気）
3連単票数 計1269996 的中 ��� 11323（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．5―12．0―11．8―11．9―12．3―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．8―48．3―1：00．3―1：12．1―1：24．0―1：36．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファルコニア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．2．10生 牡3鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 4戦2勝 賞金 20，273，000円



02107 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9日 第11競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走15時25分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
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
1：06．5
1：06．5

良
良

611 カ レ ン モ エ 牝4芦 55 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464± 01：09．0 2．6�
815� ヒロイックアゲン 牝6黒鹿55 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 480＋ 21：09．32 7．4�
817 コウエイダリア 牝6黒鹿55 松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 500－ 21：09．4� 12．4�
816 シンデレラメイク 牝5栗 55 秋山真一郎田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 498－ 21：09．61 12．1�
36 リノワールド 牝5栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 424＋ 2 〃 アタマ 50．3�
510 ペイシャドリーム 牝4鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 452－ 4 〃 ハナ 21．3�
714 マリノディアナ 牝5青鹿55 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 454＋ 6 〃 ハナ 113．8	
48 ボーンスキルフル 牝5青鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 438－ 41：09．7� 5．7

59 ブラックダンサー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．8	 46．6�
713 イサチルルンルン 牝5鹿 55 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B462＋ 61：09．9クビ 25．1�
24 シュエットヌーベル 牝6栗 55 西田雄一郎 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B464－12 〃 アタマ 96．1�
47 レッドベレーザ 牝4鹿 55 西村 淳也 東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 ハナ 8．3�
23 ジューンシルフィア 牝4栗 55 斎藤 新吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 434－ 2 〃 クビ 31．3�
12 ジュブリーユ 牝6芦 55 酒井 学岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B494＋ 41：10．0	 51．0�
11 アイルチャーム 牝4栗 55 柴田 大知 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：10．53 28．5�
35 ファストアズエバー 牝4芦 55 勝浦 正樹 グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464＋ 4 〃 アタマ 75．0�
612 ア ル モ ニ カ 牝5黒鹿55 横山 武史 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B426－101：10．71
 25．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 55，935，500円 複勝： 79，833，900円 枠連： 49，163，200円
馬連： 153，794，800円 馬単： 61，472，200円 ワイド： 107，654，100円
3連複： 271，689，400円 3連単： 311，558，700円 計： 1，091，101，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 250円 � 280円 枠 連（6－8） 530円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 590円 �� 900円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 15，750円

票 数

単勝票数 計 559355 的中 � 167169（1番人気）
複勝票数 計 798339 的中 � 197278（1番人気）� 73061（3番人気）� 59846（5番人気）
枠連票数 計 491632 的中 （6－8） 71567（2番人気）
馬連票数 計1537948 的中 �� 93945（3番人気）
馬単票数 計 614722 的中 �� 24080（3番人気）
ワイド票数 計1076541 的中 �� 48527（3番人気）�� 30596（7番人気）�� 20435（11番人気）
3連複票数 計2716894 的中 ��� 40782（8番人気）
3連単票数 計3115587 的中 ��� 14336（19番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．4―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．8―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ レ ン モ エ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．2．10 小倉1着

2016．2．3生 牝4芦 母 カレンチャン 母母 スプリングチケット 6戦3勝 賞金 35，792，000円
〔騎手変更〕 イサチルルンルン号の騎手藤田菜七子は，第5競走での落馬負傷のため木幡初也に変更。

02108 2月15日 曇 良 （2小倉1） 第9日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 3，450，000
3，450，000

円
円 1，600，000円 1，060，000円

付 加 賞 420，000円 90，000
90，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

47 � 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 506＋ 41：10．0 3．5�
34 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B494＋ 21：10．21	 16．0�
610 タガノカルラ 牡4鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 2 〃 同着 3．5�
814
 スーパーノーマル 牝5黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 460－ 2 〃 アタマ 68．5�
713 メイショウナスカ 牝5鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 486＋ 2 〃 ハナ 4．4�
23 
 サンドスピーダー 牡5鹿 57 荻野 極	辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 458＋ 21：10．41	 70．6

35 マイネルパッセ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 ハナ 16．4�
815 リリカルドリーム 牝5黒鹿55 黛 弘人水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B432＋ 2 〃 クビ 141．7�
712 セントセシリア 牝4栗 55 吉田 隼人田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 390－ 61：10．61	 27．8
11 タケデンサンダー 牡6栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 B482± 01：10．7� 50．7�
22 メイショウオニテ 牡4青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460± 01：10．8� 21．1�
59 プリズマティコ 牝5鹿 55 西村 淳也 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480＋101：10．9クビ 11．2�
58 シュガリートリーツ 牝4鹿 55 亀田 温心吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 416－16 〃 クビ 54．0�
46 � 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 502＋ 21：11．0� 51．2�

611 ガ イ セ ン 牡4鹿 57 横山 武史中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 440－ 4 〃 ハナ 12．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，680，300円 複勝： 52，533，400円 枠連： 23，248，100円
馬連： 84，643，400円 馬単： 36，647，700円 ワイド： 66，611，500円
3連複： 135，369，900円 3連単： 158，446，100円 計： 596，180，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 �
�

290円
150円 枠 連（3－4）（4－6）

580円
320円

馬 連 ��
��

1，530円
400円 馬 単 ��

��
2，610円
670円

ワ イ ド ��
��

1，260円
350円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ���
���

12，360円
7，250円

票 数

単勝票数 計 386803 的中 � 87228（1番人気）
複勝票数 計 525334 的中 � 100184（1番人気）� 36036（6番人気）� 97628（2番人気）
枠連票数 計 232481 的中 （3－4） 14449（5番人気）（4－6） 29883（1番人気）
馬連票数 計 846434 的中 �� 19736（12番人気）�� 86516（1番人気）
馬単票数 計 366477 的中 �� 5022（17番人気）�� 21163（1番人気）
ワイド票数 計 666115 的中 �� 12663（15番人気）�� 55260（2番人気）�� 14681（11番人気）
3連複票数 計1353699 的中 ��� 23592（9番人気）
3連単票数 計1584461 的中 ��� 4634（53番人気）��� 7937（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

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 9戦2勝 賞金 27，312，000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。
〔発走状況〕 プリズマティコ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 プリズマティコ号は，発走調教再審査。



（2小倉1）第9日 2月15日（土曜日） 曇一時雨一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 161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

173，710，000円
21，000，000円
1，550，000円
18，950，000円
65，165，500円
4，427，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
332，607，900円
470，905，000円
166，788，900円
633，904，500円
293，201，600円
519，185，300円
1，023，079，300円
1，221，195，100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 4，660，867，600円

総入場人員 7，961名 （有料入場人員 5，697名）
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