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02013 1月17日 晴 稍重 （3小倉1） 第2日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

55 ウォーターアンク 牝3栗 54 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 472－ 41：49．0 21．5�
77 マダムシュシュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 478－ 21：49．31� 5．5�

88 ハイボールコパ 牝3黒鹿 54
51 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 458＋ 41：49．72� 12．0�

33 レディアリエス 牝3鹿 54 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 472－ 4 〃 ハナ 2．5�
44 センショウライツ 牝3栗 54 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－ 21：50．55 4．4�
22 ソルフィネット 牝3鹿 54 松山 弘平水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 416－ 61：50．82 5．4	
66 リ ー ベ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹薪浦 亨氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 452－101：51．01� 7．5


11 エ ラ キ ス 牝3鹿 54 川島 信二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 428－121：51．85 102．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 26，884，900円 複勝： 32，507，600円 枠連： 発売なし
馬連： 40，810，400円 馬単： 20，199，000円 ワイド： 30，464，500円
3連複： 49，060，300円 3連単： 99，384，400円 計： 299，311，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 620円 � 210円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 14，130円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，130円 �� 650円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 83，880円

票 数

単勝票数 計 268849 的中 � 9997（7番人気）
複勝票数 計 325076 的中 � 11678（7番人気）� 49026（4番人気）� 24647（6番人気）
馬連票数 計 408104 的中 �� 5335（19番人気）
馬単票数 計 201990 的中 �� 1072（37番人気）
ワイド票数 計 304645 的中 �� 4911（18番人気）�� 3561（21番人気）�� 12608（10番人気）
3連複票数 計 490603 的中 ��� 3188（34番人気）
3連単票数 計 993844 的中 ��� 859（208番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．1―13．1―13．4―12．8―12．9―13．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―30．0―43．1―56．5―1：09．3―1：22．2―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．7
1
3
・（3，6）－（2，8）4－7，1，5・（3，6）7（2，8，4）5－1

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

勝馬の
紹 介

ウォーターアンク 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．7．11 阪神11着

2018．4．8生 牝3栗 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 マダムシュシュ号の調教師田村康仁は，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。

リーベ号の騎手菊沢一樹は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り戒告。

02014 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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

612 ナンヨーローズ 牡3黒鹿 56
54 ◇藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 452＋ 21：09．1 31．8�

36 エコロキング 牡3青鹿 56
55 ☆亀田 温心原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 432－ 2 〃 ハナ 4．2�

48 スマートエミネンス 牡3芦 56 藤岡 康太大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 456－ 2 〃 アタマ 5．5�
47 コスモサンレミ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 448＋ 4 〃 アタマ 6．1�
510 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448± 0 〃 ハナ 11．1�

818 エスタンピージャ 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：09．2クビ 53．0

59 ショウナンアシュア 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 池添 兼雄 浦河 小島牧場 488＋101：09．41� 28．7�
23 マラムコーブ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 424－ 6 〃 クビ 6．7�
816 シュンガイト 牝3黒鹿54 �島 克駿 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角田 晃一 新ひだか 折手牧場 436± 01：09．5クビ 63．5
24 ライブリーキング 牡3栗 56 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 464＋161：09．6� 8．0�
713 ラ イ ン マ ン 牡3鹿 56 黛 弘人鹽田 久義氏 南田美知雄 新冠 大狩部牧場 434± 0 〃 クビ 50．9�
817 ゴ ラ ン デ ィ �3鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444± 01：09．7� 38．8�
714 エイシンティアラ 牝3黒鹿54 川又 賢治	栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 452－ 21：09．8クビ 105．0�
35 ハイレリーフ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B442＋ 2 〃 ハナ 19．1�
611 ハイテレスヴェター 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 482＋26 〃 アタマ 54．9�
11 ブーゲンビリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B420－121：10．01� 181．5�
715 エントラーテ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 智氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 434＋ 81：10．85 19．1�
12 マコトヴァンセンヌ 牝3鹿 54 藤岡 佑介	ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 446－ 21：11．75 35．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，863，900円 複勝： 53，870，600円 枠連： 11，597，400円
馬連： 48，880，400円 馬単： 18，245，800円 ワイド： 52，092，200円
3連複： 81，476，400円 3連単： 69，760，200円 計： 363，786，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 830円 � 170円 � 230円 枠 連（3－6） 4，500円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 20，670円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 2，890円 �� 590円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 91，290円

票 数

単勝票数 計 278639 的中 � 6995（10番人気）
複勝票数 計 538706 的中 � 12924（10番人気）� 98038（1番人気）� 63509（3番人気）
枠連票数 計 115974 的中 （3－6） 1997（18番人気）
馬連票数 計 488804 的中 �� 4531（29番人気）
馬単票数 計 182458 的中 �� 662（68番人気）
ワイド票数 計 520922 的中 �� 4558（30番人気）�� 4468（32番人気）�� 24203（2番人気）
3連複票数 計 814764 的中 ��� 5428（28番人気）
3連単票数 計 697602 的中 ��� 554（279番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―45．1―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーローズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．6．20 東京14着

2018．3．30生 牡3黒鹿 母 カディーシャ 母母 バ ズ ビ ナ 7戦1勝 賞金 6，120，000円
〔その他〕 マコトヴァンセンヌ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マコトヴァンセンヌ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月17日まで出走できない。

第１回 小倉競馬 第２日



02015 1月17日 晴 稍重 （3小倉1） 第2日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

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
56．9
56．9

重
重

34 � クーファピーカブー 牝5栗 55 田中 健大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 466－10 59．1 14．8�
57 メルテッドハニー 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 410＋ 2 59．41� 26．6�
711 ローズオブシャロン 牝4青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 2 59．61� 6．1�

813 フルールドネージュ 牝4栗 54 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 436－ 6 59．71� 4．9�
814 トリプルシックス 牝4黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 472－ 6 59．8アタマ 3．4�
11 � ケイティディライト 牝4鹿 54

51 ▲服部 寿希瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 460＋10 〃 ハナ 40．9	
33 ケイゴールド 牝5青鹿 55

53 ◇藤田菜七子布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 486＋ 8 〃 クビ 26．4

58 ハギノオーロ 牝4鹿 54 吉田 隼人安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 506－101：00．01 4．2�
45 レインボービーム 牡4黒鹿 56

53 ▲小林 凌大北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 478－111：00．1� 87．0�
46 テーオープライム 牝4栗 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 440＋121：00．42 30．7
22 オイデヤスダイジン 牝4鹿 54 原田 和真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 458＋ 6 〃 ハナ 156．4�
69 � ス パ ニ エ ル 牡4鹿 56 勝浦 正樹杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 466＋101：00．5� 21．5�
712 ヴィグラスカイザー 牡4黒鹿56 藤懸 貴志犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新冠 ハクツ牧場 B518＋101：00．71� 11．5�
610� ガビーズメモリー 牝5黒鹿55 黛 弘人長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 B498＋ 21：01．87 90．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，792，400円 複勝： 48，656，300円 枠連： 9，724，800円
馬連： 46，886，900円 馬単： 20，402，100円 ワイド： 46，051，800円
3連複： 72，033，100円 3連単： 74，893，600円 計： 350，441，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 350円 � 590円 � 240円 枠 連（3－5） 1，700円

馬 連 �� 19，500円 馬 単 �� 36，000円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 1，090円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 25，720円 3 連 単 ��� 202，600円

票 数

単勝票数 計 317924 的中 � 17117（6番人気）
複勝票数 計 486563 的中 � 35657（6番人気）� 19384（8番人気）� 59273（4番人気）
枠連票数 計 97248 的中 （3－5） 4427（7番人気）
馬連票数 計 468869 的中 �� 1863（47番人気）
馬単票数 計 204021 的中 �� 425（92番人気）
ワイド票数 計 460518 的中 �� 2395（46番人気）�� 11246（12番人気）�� 4757（30番人気）
3連複票数 計 720331 的中 ��� 2100（84番人気）
3連単票数 計 748936 的中 ��� 268（609番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．7―34．3―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クーファピーカブー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bertolini

2016．2．14生 牝5栗 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 12戦1勝 賞金 19，450，000円
初出走 JRA

〔その他〕 オイデヤスダイジン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オイデヤスダイジン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストレガ号

02016 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

11 アキリザーブ 牝4黒鹿57 上野 翔石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 476± 03：11．9 150．5�
79 � ディレットーレ �7黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 43：12．75 3．4�
44 � セデックカズマ 牡5黒鹿60 植野 貴也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 504－ 43：12．8クビ 2．3�
22 メメニシコリ 牡8鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B482＋ 63：15．0大差 35．3�
67 サンライズアキレス 牡5芦 60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 512＋143：15．21� 29．6�
812 コスモテキロ 牡4芦 59 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 484＋123：15．94 15．5	
68 メイショウヤシャ 牡5栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474＋ 6 〃 アタマ 27．1

33 エーティーラッセン 牡7鹿 60 北沢 伸也荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 524－ 43：16．0クビ 7．0�
710 クリノキング �7栗 60 伴 啓太栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 494＋ 23：18．6大差 18．6�
811 クルークヴァール 牡6鹿 60 中村 将之林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474＋143：23．9大差 11．6
56 マテンロウヒーロー �4栗 59 西谷 誠寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ

ファーム 468－ 43：27．2大差 78．2�
55 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 60 石神 深一本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488＋ 4 （競走中止） 16．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，062，500円 複勝： 20，684，300円 枠連： 7，247，100円
馬連： 28，591，400円 馬単： 14，571，600円 ワイド： 26，642，000円
3連複： 49，268，700円 3連単： 67，301，600円 計： 234，369，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，050円 複 勝 � 1，970円 � 140円 � 120円 枠 連（1－7） 11，530円

馬 連 �� 16，790円 馬 単 �� 51，550円

ワ イ ド �� 5，800円 �� 4，380円 �� 190円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 162，100円

票 数

単勝票数 計 200625 的中 � 1066（12番人気）
複勝票数 計 206843 的中 � 1452（12番人気）� 42570（2番人気）� 59787（1番人気）
枠連票数 計 72471 的中 （1－7） 487（23番人気）
馬連票数 計 285914 的中 �� 1319（41番人気）
馬単票数 計 145716 的中 �� 212（96番人気）
ワイド票数 計 266420 的中 �� 984（49番人気）�� 1307（45番人気）�� 46144（1番人気）
3連複票数 計 492687 的中 ��� 3457（38番人気）
3連単票数 計 673016 的中 ��� 301（407番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．6－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
1－（9，12）－2－7（3，8）－4－10＝11＝6
1－9－12－4，2－7＝8，3－10＝11＝6

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

勝馬の
紹 介

アキリザーブ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 クリエイター デビュー 2019．12．7 中山7着

2017．2．19生 牝4黒鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 ジャッキー号は，競走中に前進気勢を欠いたため6号障害〔竹柵〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ジャッキー号は，競走中に前進気勢を欠き，6号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審査〔平地調

教を含む〕。
〔その他〕 クリノキング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノキング号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月17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 クラウンディバイダ号
（非抽選馬） 1頭 ヴォルスト号



02017 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第5競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

817 バルドルブレイン 牡3鹿 56 城戸 義政エンジェルレーシング� 奥村 豊 えりも エクセルマネジメント 492 ―1：08．5 8．3�
24 ジョーレイラニ 牝3鹿 54 �島 克駿上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 440 ―1：08．71� 6．4�
12 ハートフルワールド 牝3鹿 54 松山 弘平西浦 和男氏 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 448 ―1：08．8� 4．5�
715 カレンユアンメン 牡3栗 56 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 460 ―1：09．22� 3．5�
611 シゲルシュニン 牡3青鹿56 川又 賢治森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 500 ―1：09．41 76．4�
48 オマツリサンバ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹上山 牧氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 440 ― 〃 クビ 32．2	
612 デルマアミダ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472 ―1：09．5クビ 16．6

714 ク イ ン ト ン 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 新谷 功一 むかわ 真壁 信一 436 ―1：09．6� 83．0�

510 キーパイレーツ 牡3青鹿56 中井 裕二北前孔一郎氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 拓樹 466 ―1：09．7� 94．7�
47 ダンツタイフーン 牡3黒鹿56 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452 ―1：09．81� 14．5
23 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 浜中 俊寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 432 ― 〃 アタマ 13．4�
818 ノンリファレンス 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 390 ―1：09．9クビ 33．6�
713 ノボインパクト 牝3鹿 54 勝浦 正樹�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 440 ―1：10．53� 26．7�
36 フ ク ネ ン 牝3栗 54 黛 弘人布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 444 ― 〃 クビ 63．8�
35 ブラウンキュバン 牝3青鹿54 藤懸 貴志キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 436 ―1：10．71� 117．5�
11 マリノフォーチュン 牝3栗 54

52 △山田 敬士和田 志保氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 448 ―1：10．8� 63．6�
816 フレンチフィナール 牡3黒鹿56 丹内 祐次谷口 祐人氏 本間 忍 新ひだか 橋本牧場 454 ―1：11．43� 126．8�
59 ブラッシングリー 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 和子氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：11．72 10．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，496，800円 複勝： 40，742，300円 枠連： 10，634，400円
馬連： 40，742，500円 馬単： 19，540，700円 ワイド： 39，924，500円
3連複： 66，899，000円 3連単： 62，887，600円 計： 311，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 210円 � 180円 枠 連（2－8） 1，280円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 680円 �� 990円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 34，880円

票 数

単勝票数 計 304968 的中 � 29221（4番人気）
複勝票数 計 407423 的中 � 42024（4番人気）� 48398（3番人気）� 63177（2番人気）
枠連票数 計 106344 的中 （2－8） 6431（5番人気）
馬連票数 計 407425 的中 �� 12356（9番人気）
馬単票数 計 195407 的中 �� 2939（17番人気）
ワイド票数 計 399245 的中 �� 15323（5番人気）�� 10098（10番人気）�� 16375（4番人気）
3連複票数 計 668990 的中 ��� 8635（15番人気）
3連単票数 計 628876 的中 ��� 1307（83番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルドルブレイン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．4．16生 牡3鹿 母 ラ グ タ イ ム 母母 エーソングフォー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 インテンス号・エコロスター号・サフランルーラー号・シャイニーマジック号・ジョンジョンブーム号・

ジョーアヤメ号・タックスフェイス号・タビズキ号・ニホンピロクリフ号・バトルナユタ号・ヒカリノミチ号・
ライトサイド号

02018 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40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

34 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿 56
55 ☆菅原 明良吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 82：00．7 42．2�
712 ジ ャ ッ カ ル 牡3青鹿56 藤岡 佑介平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 502＋ 4 〃 クビ 3．9�
46 ラヴィエント 牝3鹿 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－102：01．01� 5．2�
33 ナックイルシーブ 牡3芦 56 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 42：01．31� 8．9�
69 レジュールウール 牝3鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B466＋ 4 〃 アタマ 8．5�
22 トーセンアレックス 牡3青鹿56 丹内 祐次島川 	哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 62：01．51� 6．8

711 トレデマンド 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 22：01．61� 7．5�
58 マテンロウスタイル 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 516＋102：01．81 16．5
11 タ ー ゲ ッ ト 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新石川 達絵氏 斎藤 誠 様似 猿倉牧場 522＋122：02．11� 6．9�
57 ハービンクレア 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 418－ 2 〃 ハナ 41．2�
814 ウインアミュレット 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 三石橋本牧場 450＋10 〃 クビ 66．7�
45 ダディーズソフィア 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田島 大史氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 416＋ 42：02．52� 101．9�
610 ジョウショーキウン 牡3黒鹿56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 414＋ 22：03．03 95．1�
813 パピードッグ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 480＋102：03．85 114．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，251，200円 複勝： 45，911，500円 枠連： 7，519，100円
馬連： 43，804，400円 馬単： 18，410，600円 ワイド： 40，191，600円
3連複： 65，874，200円 3連単： 71，513，700円 計： 326，476，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 810円 � 180円 � 200円 枠 連（3－7） 1，090円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 20，730円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 3，860円 �� 580円

3 連 複 ��� 13，950円 3 連 単 ��� 137，890円

票 数

単勝票数 計 332512 的中 � 6295（10番人気）
複勝票数 計 459115 的中 � 11076（10番人気）� 77732（1番人気）� 66334（2番人気）
枠連票数 計 75191 的中 （3－7） 5323（5番人気）
馬連票数 計 438044 的中 �� 4554（27番人気）
馬単票数 計 184106 的中 �� 666（63番人気）
ワイド票数 計 401916 的中 �� 4018（27番人気）�� 2565（38番人気）�� 18989（4番人気）
3連複票数 計 658742 的中 ��� 3541（52番人気）
3連単票数 計 715137 的中 ��� 376（450番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．6―12．5―12．7―12．6―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．0―34．5―47．1―59．6―1：12．3―1：24．9―1：37．0―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ イ フ ォ ン �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．9．26 中京4着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ヴァリアントレディ 母母 ランバダレディ 4戦1勝 賞金 7，500，000円



02019 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第7競走 ��1，700�3歳1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 ロードシュトローム 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 21：45．6 4．0�
89 ポールスター 牡3鹿 56 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：46．55 9．5�
66 メイショウハナモモ 牝3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 454＋ 61：46．92� 4．1�
11 ジョイフルダンサー 牝3鹿 54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 440－ 81：47．11 21．2�
88 レッドソルダード 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：47．31� 7．0�
55 フェブキラナ 牡3栗 56 �島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474＋ 4 〃 クビ 37．2	
22 イグナイター 牡3鹿 56 藤岡 佑介野田 善己氏 牧田 和弥 日高 春木ファーム 512＋ 41：47．4� 2．7

44 メイショウオキビ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 514＋201：47．82� 38．3�
77 サウンドウォリアー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 498＋22 〃 クビ 22．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 44，512，600円 複勝： 43，848，000円 枠連： 7，929，000円
馬連： 54，248，300円 馬単： 26，551，200円 ワイド： 42，403，100円
3連複： 69，851，900円 3連単： 116，959，300円 計： 406，303，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 230円 � 140円 枠 連（3－8） 780円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 680円 �� 310円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 11，210円

票 数

単勝票数 計 445126 的中 � 88905（2番人気）
複勝票数 計 438480 的中 � 75548（3番人気）� 38920（5番人気）� 94114（1番人気）
枠連票数 計 79290 的中 （3－8） 7829（4番人気）
馬連票数 計 542483 的中 �� 21579（8番人気）
馬単票数 計 265512 的中 �� 6771（12番人気）
ワイド票数 計 424031 的中 �� 15170（10番人気）�� 38663（2番人気）�� 16028（8番人気）
3連複票数 計 698519 的中 ��� 21539（8番人気）
3連単票数 計1169593 的中 ��� 7561（35番人気）

ハロンタイム 7．2―10．6―12．0―13．2―12．7―12．0―12．3―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―17．8―29．8―43．0―55．7―1：07．7―1：20．0―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードシュトローム 
�
父 マ ク フ ィ 

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．9．21 中京9着

2018．4．7生 牡3鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 5戦2勝 賞金 13，900，000円

02020 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）

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

36 ハーランズハーツ 牡4黒鹿56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 430＋ 41：46．5 7．6�
48 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B472± 01：46．6� 5．3�
24 グレースオブナイル 牝4鹿 54 松山 弘平 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 454＋181：46．81� 7．1�
12 ヴァリッドブラック �4青鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋10 〃 アタマ 3．2�
59 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57

56 ☆富田 暁近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 102．0	
47 ニホンピロスクーロ �4青鹿56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 486－101：46．9� 6．8

713 マイネルエキサイト 牡5青鹿 57

55 △山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 500＋ 41：47．0� 18．7�

612 ウインアステロイド 牡4青鹿 56
53 ▲秋山 稔樹�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：47．1� 29．2�

816	 シュテルンシチー 牡5栗 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 452－ 4 〃 クビ 50．8
11 スペースシップ 牡4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 B482－101：47．31� 11．0�
23 ルンルンクオリティ 牝5黒鹿55 熊沢 重文�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 492－141：47．4� 102．6�
510	 スズカローレル 牝6鹿 55

53 ◇藤田菜七子永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B420－101：47．5� 56．1�
815	 ホウオウビクトリー 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 21：47．6� 22．3�
35 	 ビービーグエル 牡4鹿 56

55 ☆菅原 明良�坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 508＋ 11：48．13 25．4�
611	 ランドリュウオー 牡5栗 57

54 ▲泉谷 楓真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 442＋ 61：48．31� 174．6�
714 ピュアリーグッド 牝4鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：49．47 79．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，529，400円 複勝： 48，945，000円 枠連： 10，155，600円
馬連： 55，472，000円 馬単： 20，964，400円 ワイド： 47，310，200円
3連複： 85，415，500円 3連単： 98，141，000円 計： 399，933，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 190円 � 230円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 760円 �� 840円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 25，890円

票 数

単勝票数 計 335294 的中 � 35230（5番人気）
複勝票数 計 489450 的中 � 57336（3番人気）� 72495（2番人気）� 51442（5番人気）
枠連票数 計 101556 的中 （3－4） 9146（4番人気）
馬連票数 計 554720 的中 �� 19598（6番人気）
馬単票数 計 209644 的中 �� 3400（13番人気）
ワイド票数 計 473102 的中 �� 16020（7番人気）�� 14246（9番人気）�� 17139（6番人気）
3連複票数 計 854155 的中 ��� 13095（11番人気）
3連単票数 計 981410 的中 ��� 2748（62番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．7―11．8―11．9―11．9―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―34．8―46．5―58．3―1：10．2―1：22．1―1：34．4

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

2
4

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

ハーランズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．9．29 阪神7着

2017．3．23生 牡4黒鹿 母 ハーランズロマン 母母 Swinging 7戦2勝 賞金 14，505，000円



02021 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第9競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ホーリーライン 牝5青鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 440－ 61：08．4 4．6�

510 カーフライターク 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 3．7�
59 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 藤岡 康太五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 456－ 81：08．61 12．0�
12 サトノファビュラス 牝4鹿 54

53 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 432－ 8 〃 ハナ 12．2�
713� モ テ モ テ 牝5鹿 55 古川 吉洋�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 462＋ 4 〃 ハナ 37．5	
36 � スターライトキス 牝6栗 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 516－ 4 〃 ハナ 53．5

715 シ シ オ ウ �7鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 488－ 21：08．7クビ 65．4�

11 アメージングサン �4鹿 56 横山 和生 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 466－ 21：08．81� 9．8�
24 アッタヴァンティ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 436± 01：08．9クビ 36．7
47 ピュリフィアン 牝4鹿 54

52 △山田 敬士野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 406－ 2 〃 クビ 18．0�
818 コミカライズ 牝4青鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 466＋ 41：09．11� 5．9�
816� ガビーズドリーム �5鹿 57 黛 弘人長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 476＋ 21：09．2クビ 136．1�
611 コスモカッティーボ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 496＋38 〃 ハナ 50．7�
35 シャンデフレーズ 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 426－ 21：09．3� 45．3�
817� プレミアムコマチ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 428＋ 8 〃 クビ 64．5�
48 アドマイヤレオ 牡5鹿 57 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：09．4� 16．5�
612 マテラシオン 牝4黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 426－ 81：09．5クビ 37．6�
714 セイウンミツコ 牝6黒鹿 55

54 ☆斎藤 新西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 460＋ 21：09．71� 22．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 46，094，700円 複勝： 60，414，700円 枠連： 16，127，700円
馬連： 74，741，900円 馬単： 30，349，000円 ワイド： 71，881，700円
3連複： 124，777，700円 3連単： 126，632，700円 計： 551，020，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 160円 � 330円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 380円 �� 810円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 22，670円

票 数

単勝票数 計 460947 的中 � 79310（2番人気）
複勝票数 計 604147 的中 � 107926（1番人気）� 107003（2番人気）� 36482（5番人気）
枠連票数 計 161277 的中 （2－5） 15179（1番人気）
馬連票数 計 747419 的中 �� 53335（1番人気）
馬単票数 計 303490 的中 �� 9902（3番人気）
ワイド票数 計 718817 的中 �� 52258（1番人気）�� 22036（4番人気）�� 15760（9番人気）
3連複票数 計1247777 的中 ��� 19958（4番人気）
3連単票数 計1266327 的中 ��� 4049（19番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―11．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―44．9―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 ・（13，18）10（2，15，8，14）（3，12）6（4，9，11）（5，7，17）16，1 4 ・（13，18，10）（2，15，8）3（9，14，12）6（4，5，11）（7，17）1，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホーリーライン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．8 中山7着

2016．3．31生 牝5青鹿 母 レ イ ラ イ ン 母母 エ ル レ イ ナ 23戦2勝 賞金 37，068，000円
※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） 1頭 グッドワード号
（非抽選馬） 4頭 エーティーメジャー号・クリノサンシャイン号・ソフィアバローズ号・マイネルテナシャス号

02022 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第10競走 ��2，600�
よ ぶ こ

呼 子 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

48 エ ヒ ト 牡4鹿 56 勝浦 正樹平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 452＋102：39．1 8．5�
510 マイネルコロンブス 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：39．52� 12．4�
35 キングオブドラゴン 牡4黒鹿56 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490± 02：39．92� 2．7�
36 � ウインエアフォルク 牡4鹿 56 藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 22：40．0アタマ 88．8�
11 ウインローズブーケ 牝4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 438± 02：40．21� 11．3�
611 ロックグラス 牡4鹿 56 �島 克駿橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 458－ 62：40．3� 37．3	
12 マイネルクロンヌ 牡4鹿 56 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 506－ 42：40．4	 96．7

59 ナムアミダブツ 牡4鹿 56 川又 賢治ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B468－ 22：40．6	 6．3�
612 スマイルガール 牝4鹿 54 藤岡 康太首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 430－ 2 〃 クビ 33．1�
816 ワタシヲマッテル 牝6栗 55 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466－ 42：40．7� 115．8
23 プモリテソーロ 牡4黒鹿56 小林 凌大了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 日高 下河辺牧場 488＋162：40．91� 76．7�
815 タイセイモンストル 牡4鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482＋ 22：41．32� 4．9�
47 � エ ヴ ァ ン 牡4鹿 56 国分 恭介前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 42：41．61	 52．6�
24 サダムラピュタ 牡6黒鹿57 亀田 温心大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B480－162：41．81
 27．2�
713 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 56 富田 暁奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 474－ 62：41．9� 13．9�
714 トゥプエデス 牡5黒鹿57 長岡 禎仁佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 454－ 62：42．11� 81．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，953，800円 複勝： 65，377，400円 枠連： 14，633，600円
馬連： 82，103，700円 馬単： 32，590，800円 ワイド： 71，575，100円
3連複： 127，357，100円 3連単： 131，218，800円 計： 568，810，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 240円 � 260円 � 150円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 10，700円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 480円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 39，360円

票 数

単勝票数 計 439538 的中 � 41080（4番人気）
複勝票数 計 653774 的中 � 62669（4番人気）� 55456（5番人気）� 142567（1番人気）
枠連票数 計 146336 的中 （4－5） 5843（9番人気）
馬連票数 計 821037 的中 �� 12175（18番人気）
馬単票数 計 325908 的中 �� 2284（36番人気）
ワイド票数 計 715751 的中 �� 16542（13番人気）�� 39624（3番人気）�� 29800（5番人気）
3連複票数 計1273571 的中 ��� 24260（10番人気）
3連単票数 計1312188 的中 ��� 2417（114番人気）

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

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�
12．9―24．2―36．6―49．1―1：01．1―1：13．5―1：26．4―1：39．2―1：51．5―2：03．5―2：15．5―2：27．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ヒ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．12 京都8着

2017．5．9生 牡4鹿 母 ヒ ー ラ 母母 セントフロンティア 9戦2勝 賞金 18，155，000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。
（非抽選馬） 2頭 タイミングハート号・ブルームラッシュ号



02023 1月17日 晴 良 （3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25分 （ダート・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：4歳55�5歳以
上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増
（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 ソリストサンダー 牡6黒鹿58 吉田 隼人村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 486＋ 61：44．5 3．9�
816 クリノフウジン 牡7栗 57 	島 克駿栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 512＋ 21：44．71
 51．6�
23 サトノギャロス 牡5鹿 57 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 530± 01：45．02 3．8�
815 メイショウエイコウ 牡7鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452－ 41：45．31� 22．6�
24 スズカフロンティア 牡7鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438－ 21：45．62 27．7�
36 カ ラ ク プ ア �8黒鹿56 	島 良太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B494－ 4 〃 ハナ 62．7	
48 オメガレインボー 牡5栗 57 横山 和生原 子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 81：45．81
 18．6

47 アディラート 牡7黒鹿59 富田 暁安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B506－ 21：46．43� 42．2�
612 カフェリュウジン 牡11鹿 57 黛 弘人西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 534＋ 41：46．71� 244．6�
11 コ ン カ ラ ー 牡5鹿 57 斎藤 新江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 484＋ 2 〃 ハナ 40．0
714 プレスティージオ 牡8栗 56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 494± 0 〃 アタマ 49．6�
35 ペ オ ー ス 牡4鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋141：47．76 2．3�
12 � タニノフランケル 牡6青鹿58 中井 裕二谷水 雄三氏 村山 明 愛 Yuzo Tani-

mizu 532＋ 81：48．65 65．4�
713 アンリミット 牝6青鹿55 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 480－161：49．34 59．4�
59 キメラヴェリテ 牡4黒鹿55 勝浦 正樹加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B540± 01：49．51 25．1�
510 ハーベストムーン 牡6黒鹿56 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B524＋261：50．77 141．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，568，000円 複勝： 83，053，500円 枠連： 32，728，000円
馬連： 194，808，600円 馬単： 76，660，000円 ワイド： 122，999，000円
3連複： 311，117，500円 3連単： 392，384，300円 計： 1，288，318，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 640円 � 180円 枠 連（6－8） 1，900円

馬 連 �� 7，760円 馬 単 �� 10，490円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 310円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 7，560円 3 連 単 ��� 47，690円

票 数

単勝票数 計 745680 的中 � 152097（3番人気）
複勝票数 計 830535 的中 � 184665（2番人気）� 23318（10番人気）� 129007（3番人気）
枠連票数 計 327280 的中 （6－8） 13300（8番人気）
馬連票数 計1948086 的中 �� 19443（25番人気）
馬単票数 計 766600 的中 �� 5477（35番人気）
ワイド票数 計1229990 的中 �� 17336（21番人気）�� 117816（2番人気）�� 11622（29番人気）
3連複票数 計3111175 的中 ��� 30831（25番人気）
3連単票数 計3923843 的中 ��� 5964（140番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．0―12．0―12．4―12．9―13．2―12．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―28．8―40．8―53．2―1：06．1―1：19．3―1：32．1

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ソリストサンダー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．13 小倉4着

2015．5．2生 牡6黒鹿 母 ラヴソースウィート 母母 キソティックラヴ 22戦5勝 賞金 115，737，000円
〔制裁〕 アンリミット号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・2番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーベストムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月17日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コマビショウ号・テーオーフォース号・モルフェオルフェ号

02024 1月17日 晴 良 （3小倉1） 第2日 第12競走 ��
��1，800�

う さ

宇 佐 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 ワールドウインズ �4鹿 56 藤岡 康太川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458－ 21：46．6 2．9�
69 ジュンライトボルト 牡4鹿 56 浜中 俊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：46．81	 6．8�
11 ラストヌードル 牡5鹿 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：46．9
 5．4�
44 スーパーフェザー �6鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 486＋101：47．0
 12．7�
57 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 464－121：47．31� 10．6�
813 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿56 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472－141：47．62 13．6	
711 グランスピード 牡4鹿 56 吉田 隼人ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 532＋181：47．7� 4．8

710 ビックピクチャー 牝5鹿 55 �島 克駿廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 434＋ 61：47．8� 40．5�
68 グッドレイズ 牡5栗 57 菅原 明良杉立健次郎氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 506－12 〃 アタマ 58．5�
812� ファインスティール 牝5鹿 55 亀田 温心岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

518＋ 21：47．9アタマ 33．9
45 クリノオウジャ 牡5鹿 57 斎藤 新栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B446＋10 〃 クビ 28．9�
56 � ギ ャ ツ ビ ー 牡8栗 57 古川 吉洋 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 466－ 41：48．0クビ 154．7�
33 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 502－ 41：48．42
 72．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 63，958，600円 複勝： 90，747，000円 枠連： 16，690，000円
馬連： 110，283，400円 馬単： 43，197，300円 ワイド： 88，415，100円
3連複： 158，676，900円 3連単： 200，955，400円 計： 772，923，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 190円 � 160円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 639586 的中 � 175168（1番人気）
複勝票数 計 907470 的中 � 239059（1番人気）� 100346（4番人気）� 132884（2番人気）
枠連票数 計 166900 的中 （2－6） 12905（3番人気）
馬連票数 計1102834 的中 �� 74305（3番人気）
馬単票数 計 431973 的中 �� 16900（4番人気）
ワイド票数 計 884151 的中 �� 52741（3番人気）�� 75439（1番人気）�� 38800（5番人気）
3連複票数 計1586769 的中 ��� 69838（2番人気）
3連単票数 計2009554 的中 ��� 18831（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．6―47．4―59．4―1：11．7―1：23．5―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
・（2，3）12（4，9，13）（1，11）－（6，7）－（5，10）8
3（2，12）（4，9，13）（1，11）7，6（10，8）－5

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

勝馬の
紹 介

ワールドウインズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．10生 �4鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 9戦3勝 賞金 42，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（3小倉1）第2日 1月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 172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

203，000，000円
7，340，000円
22，350，000円
1，490，000円
23，580，000円
72，878，000円
5，438，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
476，968，800円
634，758，200円
144，986，700円
821，373，900円
341，682，500円
679，950，800円
1，261，808，300円
1，512，032，600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 5，873，561，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回小倉競馬第2日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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