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02073 2月6日 晴 重 （3小倉1） 第7日 第1競走 1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

816 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿56 �島 克駿佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 526－ 61：46．6 3．9�
24 メ ル テ ミ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 454＋12 〃 クビ 5．3�
47 テイエムカチドキ 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 458－ 21：46．7� 46．2�
35 アスターベルデ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 484－10 〃 クビ 11．6�
59 カネショウルーイ 牡3鹿 56 丹内 祐次清水 正裕氏 古賀 史生 伊達 高橋農場 480－ 61：46．91� 13．5�
713 カゲキヨブレイン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良エンジェルレーシング� 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 41：47．0� 33．5	
815 ミエノハヤブサ 牡3鹿 56 浜中 俊里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 B476＋121：47．1� 3．0

23 クールシラユリ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 430－ 41：47．95 44．7�
612 コネクテッド 牡3鹿 56 黛 弘人池袋レーシング 武井 亮 浦河 ダイヤモンドファーム 474－ 41：48．32� 56．9�
611 キタノアヴァロン 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 B444＋ 21：48．4クビ 69．2
510 トーホウバッカス 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真東豊物産� 高橋 亮 新冠 秋田牧場 490－18 〃 アタマ 97．8�
714 トリプルフォー 牝3黒鹿54 菱田 裕二�ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 434＋ 4 〃 クビ 30．7�
48 クリノラピッド 牝3黒鹿54 原田 和真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 450－ 21：48．5� 53．3�
11 セカンドワルツ 牝3栗 54 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．71� 28．3�
36 フレンチフィナール 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹谷口 祐人氏 本間 忍 新ひだか 橋本牧場 452－ 21：49．33� 232．4�
12 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 498－ 21：49．4� 8．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，127，600円 複勝： 36，583，100円 枠連： 10，340，400円
馬連： 41，192，200円 馬単： 18，146，700円 ワイド： 42，114，600円
3連複： 76，248，300円 3連単： 68，075，100円 計： 313，828，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 170円 � 830円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，690円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 14，910円 3 連 単 ��� 64，340円

票 数

単勝票数 計 211276 的中 � 42655（2番人気）
複勝票数 計 365831 的中 � 77298（2番人気）� 59143（3番人気）� 7869（10番人気）
枠連票数 計 103404 的中 （2－8） 15495（1番人気）
馬連票数 計 411922 的中 �� 26488（3番人気）
馬単票数 計 181467 的中 �� 6163（5番人気）
ワイド票数 計 421146 的中 �� 21982（4番人気）�� 3858（29番人気）�� 4596（24番人気）
3連複票数 計 762483 的中 ��� 3835（41番人気）
3連単票数 計 680751 的中 ��� 767（183番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．1―43．1―55．6―1：07．8―1：20．0―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヒミノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．7．4 阪神7着

2018．4．10生 牡3黒鹿 母 ヒミノプリンセス 母母 サイキックガール 7戦1勝 賞金 7，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 ビーナスオーキッド号

02074 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 テ リ ー ヌ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 414＋ 41：09．3 3．0�

12 ペイシャケイティー 牝3黒鹿 54
52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 450－ 61：09．4� 7．0�

817 メイショウハボタン 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 452＋ 6 〃 アタマ 19．6�
35 トキノワンカラット 牝3鹿 54 木幡 初也田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 430＋ 4 〃 アタマ 19．1�
816 オウケンビリュウ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 424－ 81：09．6� 14．8�
611 エレフセリア 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426± 0 〃 ハナ 46．1	
36 マンヌポルト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 454＋ 61：09．7� 12．6

48 ザベストデイ 牝3栗 54 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 グランデファーム 446＋ 41：09．91� 15．7�
714 リュウールドレ 牝3栗 54 藤岡 康太 �ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 400－ 21：10．11 22．8�
612 プレイラピーダ 牝3栗 54 荻野 極田上 雅春氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：10．2� 209．9
47 テイエムセレーナ 牝3黒鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 458＋201：10．3� 80．0�
510 プレジャジンク 牝3黒鹿54 浜中 俊�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 442－ 81：10．4� 5．7�
11 アッシュグレー 牝3芦 54 黛 弘人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 450＋ 81：11．03� 134．3�
59 カワカミカリーナ 牝3青鹿54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 452－ 4 〃 クビ 5．8�
23 ボタンザクラ 牝3青鹿54 菱田 裕二森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新冠 中央牧場 428－ 41：11．31� 52．0�
715 デ シ レ ー 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 450 ―1：11．51� 141．1�
818 ユイアンデービス 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也由比 泉子氏 杉浦 宏昭 浦河 カケハムポニークラブ 436＋101：11．6� 274．3�
（17頭）

24 ギョベクリテペ 牝3鹿 54
53 ☆菅原 明良�ミルファーム 深山 雅史 浦河 栄進牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，030，400円 複勝： 41，749，500円 枠連： 9，218，800円
馬連： 40，107，700円 馬単： 15，495，200円 ワイド： 40，416，800円
3連複： 71，522，200円 3連単： 62，899，600円 計： 307，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 260円 � 460円 枠 連（1－7） 1，410円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，410円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 29，300円

票 数

単勝票数 計 260304 的中 � 69156（1番人気）
複勝票数 計 417495 的中 � 102905（1番人気）� 37402（4番人気）� 17931（9番人気）
枠連票数 計 92188 的中 （1－7） 5032（7番人気）
馬連票数 計 401077 的中 �� 21974（3番人気）
馬単票数 計 154952 的中 �� 4737（4番人気）
ワイド票数 計 404168 的中 �� 18167（3番人気）�� 7221（14番人気）�� 3893（33番人気）
3連複票数 計 715222 的中 ��� 6160（24番人気）
3連単票数 計 628996 的中 ��� 1556（59番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ リ ー ヌ �
�
父 ダノンシャーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都5着

2018．5．3生 牝3鹿 母 ピサノグレース 母母 ブルックリンハイツ 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔出走取消〕 ギョベクリテペ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 テリーヌ号の騎手富田暁は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番）

第１回 小倉競馬 第７日



02075 2月6日 晴 重 （3小倉1） 第7日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10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

814 ハイレリーフ 牝3青鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B444＋ 4 58．7 11．4�
11 サブロンカズマ 牡3鹿 56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 58．8� 3．9�
813 モ ー デ ン 牡3鹿 56 荻野 極 �YGGホースクラブ 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 466＋10 59．33 35．2�
46 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 448± 0 59．61� 9．5�
712 スパークリングアイ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 498－ 2 〃 クビ 3．8�
33 ヒドゥンジェム 牡3青 56 城戸 義政山上 和良氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 470＋ 6 〃 クビ 72．8	
58 スマートシエル 牝3黒鹿54 藤岡 康太大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 430－ 61：00．02� 37．0

610 セイウンノウヒメ 牝3青 54

53 ☆亀田 温心西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 �川 啓一 452－ 61：00．1� 103．5�
711 サ ノ ラ カ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 牧浦 充徳 日高 豊洋牧場 430＋10 〃 クビ 17．5�
45 ジュドヴァーグ 牝3栗 54 �島 克駿梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 浦河 川越ファーム 474－ 2 〃 アタマ 58．3
34 テーオーエルサ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 476－101：00．2クビ 9．7�
22 アラッタロウ 牡3黒鹿56 田中 健 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 438－ 61：00．51� 198．3�
69 � ペルセウステソーロ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 Mr. & Mrs.

Kenji Ryotokuji 452－ 8 〃 ハナ 3．5�
57 カンタベリーパール 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 432－121：01．77 308．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，731，200円 複勝： 42，866，100円 枠連： 6，535，900円
馬連： 40，108，000円 馬単： 18，702，800円 ワイド： 40，407，900円
3連複： 59，740，500円 3連単： 67，546，100円 計： 304，638，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 270円 � 170円 � 710円 枠 連（1－8） 1，560円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，120円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 計 287312 的中 � 20026（6番人気）
複勝票数 計 428661 的中 � 39391（5番人気）� 81767（2番人気）� 12374（9番人気）
枠連票数 計 65359 的中 （1－8） 3236（8番人気）
馬連票数 計 401080 的中 �� 19108（6番人気）
馬単票数 計 187028 的中 �� 3467（17番人気）
ワイド票数 計 404079 的中 �� 16157（9番人気）�� 3196（33番人気）�� 8308（16番人気）
3連複票数 計 597405 的中 ��� 4674（36番人気）
3連単票数 計 675461 的中 ��� 977（178番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．3―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 ・（14，12）（1，9，13）11，3（8，6）－2，5（4，7，10） 4 14（1，12，13）－（3，9，11）（8，6）－（2，5）4（7，10）

勝馬の
紹 介

ハイレリーフ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．6．20 東京6着

2018．5．1生 牝3青鹿 母 ハイデフィニション 母母 マイネマリエ 9戦1勝 賞金 7，170，000円
〔制裁〕 ハイレリーフ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・2番・4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。
（非抽選馬） 2頭 イデアエスクロー号・スマートネクタル号

02076 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第4競走 ��3，390�障害4歳以上オープン
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：40．0良

34 マイネルレオーネ 牡9黒鹿61 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408＋ 43：48．5 7．5�

33 マサハヤドリーム �9鹿 61 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470＋ 63：48．71� 1．7�
57 ダノンロッソ 牡7青鹿60 植野 貴也�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 ハナ 14．9�
610 マイネルオフィール 牡9鹿 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 512－ 83：49．33� 11．4�
712 フィールインラヴ �6黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446± 03：49．41 16．5�
22 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 454－ 23：50．46 20．6	
46 ディオーネプリンス 牡5鹿 60 北沢 伸也齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 468± 03：50．5クビ 77．8

813	 メイショウタカトラ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 508－ 23：50．71� 9．5�
45 テイエムコンドル 牡10鹿 60 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 6 〃 クビ 30．5�
11 マイネルパラディ �7芦 60 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 460－ 63：50．91� 23．6
58 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 478＋ 23：51．21� 33．8�
69 グランソード 牡6青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 564－103：51．41� 31．3�
711 プレシャスタイム 牡8鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 454± 03：51．61 35．9�
814 アズマタックン 牡8青鹿62 三津谷隼人東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 512＋ 23：51．81� 136．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，310，800円 複勝： 42，783，300円 枠連： 7，250，300円
馬連： 28，853，200円 馬単： 16，301，800円 ワイド： 29，631，800円
3連複： 57，481，500円 3連単： 69，409，300円 計： 273，022，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 110円 � 260円 枠 連（3－3） 780円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 280円 �� 980円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 21，020円

票 数

単勝票数 計 213108 的中 � 22693（2番人気）
複勝票数 計 427833 的中 � 32640（2番人気）� 243717（1番人気）� 18661（6番人気）
枠連票数 計 72503 的中 （3－3） 7173（5番人気）
馬連票数 計 288532 的中 �� 27693（1番人気）
馬単票数 計 163018 的中 �� 4988（8番人気）
ワイド票数 計 296318 的中 �� 30206（1番人気）�� 6947（10番人気）�� 14724（4番人気）
3連複票数 計 574815 的中 ��� 13628（6番人気）
3連単票数 計 694093 的中 ��� 2393（59番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 54．2－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡9黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 障害：21戦3勝 賞金 77，250，000円



02077 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 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

811 マイサンシャイン 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 486± 03：12．3 1．6�
22 クイックファイア 牡6鹿 60 西谷 誠下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 480± 03：12．72� 5．1�
55 � エタニティーワルツ 牡8黒鹿60 小野寺祐太村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 512＋ 43：13．12� 22．2�
67 � ウエスタンマリーヤ 牝6鹿 58 上野 翔西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 480－103：14．37 9．0�
68 � ジ ゲ ン 牡4鹿 59 難波 剛健林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 452± 03：15．04 4．6�
44 � ビッグスコール 牡5鹿 60 五十嵐雄祐木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 566＋ 63：16．38 128．3�
56 � クリノハプスブルク 牡7鹿 60 金子 光希栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 462＋ 23：17．04 212．9	
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 480－ 43：17．1クビ 18．9�
79 シオンコタン 牝5鹿 58 高野 和馬村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 43：17．95 230．0�
11 ラブオナヴィータ 牝4鹿 57 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 466＋ 63：18．64 103．4
33 ソウルユニバンス 	4黒鹿59 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482－103：21．1大差 76．2�
710� クリノカナロアオー 	6黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 460－ 2 （競走中止） 153．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，764，600円 複勝： 20，276，800円 枠連： 6，307，200円
馬連： 23，686，100円 馬単： 14，457，400円 ワイド： 21，138，900円
3連複： 43，117，200円 3連単： 68，722，400円 計： 218，470，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（2－8） 600円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 230円 �� 440円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 207646 的中 � 97760（1番人気）
複勝票数 計 202768 的中 � 76065（1番人気）� 27981（3番人気）� 15349（5番人気）
枠連票数 計 63072 的中 （2－8） 8065（2番人気）
馬連票数 計 236861 的中 �� 30441（2番人気）
馬単票数 計 144574 的中 �� 10069（4番人気）
ワイド票数 計 211389 的中 �� 27831（2番人気）�� 11810（6番人気）�� 5606（11番人気）
3連複票数 計 431172 的中 ��� 12040（10番人気）
3連単票数 計 687224 的中 ��� 6876（25番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 53．0－3F 40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－（11，1）8，5，7－9（6，12）－4－10＝3
2－（11，5）－8，7＝（1，4，12）9－6＝（3，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイサンシャイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．7．21 中京4着

2016．2．12生 牡5栗 母 フラッテローザ 母母 フ ァ ー ザ 障害：3戦1勝 賞金 13，100，000円
〔競走中止〕 クリノカナロアオー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目4コーナー手前で競走中止。
※ビッグスコール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02078 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時45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

24 グルーヴビート 牡3鹿 56 川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－ 21：50．4 2．3�
47 サンデージャック 牡3青鹿56 勝浦 正樹杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 22．6�
815 ニホンピロタイズ 牡3青鹿56 西村 淳也小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 458－ 21：50．5� 4．3�
816 セラスチューム 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：50．82 70．4�
611 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 462＋ 21：50．9クビ 10．0	
11 ウインメイユール 牝3鹿 54 菱田 裕二�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 406－ 4 〃 アタマ 18．7

12 クールヴィンソン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 北田 剛 450± 01：51．11� 87．8�

23 ル ナ ピ エ ナ 牡3栗 56 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－10 〃 クビ 29．0�

35 キ ョ ウ ジ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：51．31 10．0

612 ニシノカグラ 牝3黒鹿 54
53 ☆亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 394± 0 〃 クビ 27．7�

713 ダノンマヴロス 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム B460± 01：51．51� 69．4�

36 エアーズロック 牡3鹿 56 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 466＋ 61：51．6クビ 6．0�
48 カシノアイドル 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 神野 生男 438＋ 11：51．81� 89．3�
714 ミスティレイン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436± 01：51．9� 84．2�

59 メタモルフォシス 牡3鹿 56
55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 434－ 21：52．0� 260．6�

510 エ ル デ 牡3黒鹿 56
55 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 472± 0 〃 クビ 256．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，282，200円 複勝： 51，255，900円 枠連： 9，369，700円
馬連： 42，084，100円 馬単： 18，768，300円 ワイド： 46，354，400円
3連複： 68，812，300円 3連単： 73，732，700円 計： 342，659，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 430円 � 150円 枠 連（2－4） 2，730円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 230円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 23，530円

票 数

単勝票数 計 322822 的中 � 108251（1番人気）
複勝票数 計 512559 的中 � 142775（1番人気）� 19562（9番人気）� 88196（2番人気）
枠連票数 計 93697 的中 （2－4） 2657（10番人気）
馬連票数 計 420841 的中 �� 9767（11番人気）
馬単票数 計 187683 的中 �� 2733（18番人気）
ワイド票数 計 463544 的中 �� 10350（12番人気）�� 62222（1番人気）�� 7228（16番人気）
3連複票数 計 688123 的中 ��� 11633（10番人気）
3連単票数 計 737327 的中 ��� 2271（61番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．9―12．8―12．4―12．1―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．3―50．1―1：02．5―1：14．6―1：26．5―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

グルーヴビート �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．5 阪神2着

2018．3．30生 牡3鹿 母 グルーヴァー 母母 イントゥザグルーヴ 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況・騎手変更〕 サンデージャック号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。騎手吉田隼人は検査のため勝浦正樹に変更。発

走時刻4分遅延。
※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 マイネルリリーフ号
（非抽選馬） 1頭 ラインマン号



02079 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

818 オシリスブレイン 牡4青鹿 57
55 ◇藤田菜七子エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 492＋ 21：08．8 1．8�

611 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 吉田 隼人田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 458－ 4 〃 ハナ 14．3�
510 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 菱田 裕二奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 452± 01：09．22� 6．1�
11 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± 01：09．3クビ 21．0�

713 ピュリフィアン 牝4鹿 55
54 ☆斎藤 新野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 400－ 61：09．4� 18．1�

12 マイネルホイッスル 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：09．51� 14．6	

714 ベルダニューブ 牝6栗 55 城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 462± 01：09．71 133．9

24 グッドアズゴールド 牝4黒鹿55 横山 和生 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前川 勝春 418＋ 2 〃 ハナ 18．9�
816 ブールバール 牝5鹿 55 西村 淳也寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466－121：09．8クビ 55．6�
612 グランチェイサー 牡4黒鹿57 黛 弘人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 460－ 6 〃 クビ 16．2
36 � ブラウンローズ 牝7黒鹿 55

54 ☆菅原 明良大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 482＋ 21：09．9クビ 46．3�
35 マテラシオン 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 426± 0 〃 アタマ 76．9�
47 � セイスケルツォ 牡4黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 532－ 21：10．01� 143．2�
817 ミヤジシルフィード 牡5芦 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B482－ 6 〃 ハナ 93．6�
23 ピエーナテーラー 牝4栗 55 藤岡 康太中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 41：10．31� 15．5�
715 ヤマニンエルモサ 牝4鹿 55

53 △山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 476－ 61：10．4	 113．1�
48 エクスチェンジ 牝4栗 55

54 ☆富田 暁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482± 01：11．14 51．6�
59 ト ラ ン プ 牡6鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 456＋ 21：11．52� 54．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，284，300円 複勝： 54，951，900円 枠連： 10，739，800円
馬連： 46，672，400円 馬単： 21，746，400円 ワイド： 46，543，900円
3連複： 87，498，700円 3連単： 83，097，800円 計： 383，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 280円 � 200円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 610円 �� 430円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 322843 的中 � 140620（1番人気）
複勝票数 計 549519 的中 � 244552（1番人気）� 29887（4番人気）� 48432（2番人気）
枠連票数 計 107398 的中 （6－8） 13762（1番人気）
馬連票数 計 466724 的中 �� 25728（3番人気）
馬単票数 計 217464 的中 �� 9131（3番人気）
ワイド票数 計 465439 的中 �� 19752（4番人気）�� 29756（1番人気）�� 8081（12番人気）
3連複票数 計 874987 的中 ��� 20109（1番人気）
3連単票数 計 830978 的中 ��� 5869（5番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オシリスブレイン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．11．3 東京2着

2017．2．21生 牡4青鹿 母 イ シ ス 母母 アラマサスナイパー 10戦2勝 賞金 27，500，000円

02080 2月6日 晴 稍重 （3小倉1） 第7日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

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

33 ペイシャクレア 牝5鹿 55 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 418± 01：45．6 3．1�
57 � ブライトパス 牝6鹿 55 横山 和生 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－ 61：45．7クビ 9．4�
610� メイショウアサヒ 牝4鹿 54 �島 克駿松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 B470＋ 21：45．8� 7．2�
22 � ルーラーザクイーン 牝4鹿 54

51 ▲秋山 稔樹サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 456＋10 〃 アタマ 105．0�

58 アンジェリーブル 牝5栗 55
54 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470＋101：45．9� 9．6	

45 シャンボールロッソ 牝4鹿 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：46．11� 57．3

34 ヤ マ メ 牝4黒鹿 54

51 ▲小林 凌大越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 462－ 21：46．2� 6．5�
46 ブライティアランド 牝4芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 466＋ 61：46．3� 21．2�
11 � クイーンズトゥルー 牝6黒鹿 55

54 ☆亀田 温心 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：46．51� 85．6�

69 ス ズ カ ゼ 牝7鹿 55
53 △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＋ 2 〃 ハナ 44．3�
712 コトブキレイア 牝4鹿 54 原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 452－ 61：46．6クビ 83．8�
711 レッドフラヴィア 牝4栗 54 西村 淳也 東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 506－ 21：46．81� 4．8�
814 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 438＋121：48．6大差 45．5�
813 タガノグリュック 牝4栗 54 藤岡 康太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－16 （競走中止） 12．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，718，500円 複勝： 46，135，700円 枠連： 8，775，300円
馬連： 45，764，900円 馬単： 19，637，700円 ワイド： 44，978，000円
3連複： 71，818，000円 3連単： 80，037，800円 計： 346，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 210円 枠 連（3－5） 650円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 550円 �� 590円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 23，650円

票 数

単勝票数 計 297185 的中 � 76187（1番人気）
複勝票数 計 461357 的中 � 103162（1番人気）� 47217（5番人気）� 49955（4番人気）
枠連票数 計 87753 的中 （3－5） 10336（1番人気）
馬連票数 計 457649 的中 �� 23709（4番人気）
馬単票数 計 196377 的中 �� 6205（5番人気）
ワイド票数 計 449780 的中 �� 21797（4番人気）�� 19929（5番人気）�� 9098（18番人気）
3連複票数 計 718180 的中 ��� 9872（16番人気）
3連単票数 計 800378 的中 ��� 2453（60番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．4―12．9―12．9―12．8―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．1―42．0―54．9―1：07．7―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャクレア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．1 阪神2着

2016．3．28生 牝5鹿 母 ル ア ス 母母 アイリッシュクレア 16戦2勝 賞金 30，320，000円
〔競走中止〕 タガノグリュック号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



02081 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第9競走 2，600�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
2：37．8
2：37．1

良
良

88 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 476＋182：42．1 4．9�

77 メイショウラツワン 牡4鹿 56
53 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 482－ 82：42．21 8．3�

66 ノーウィック 牡4鹿 56 勝浦 正樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B478＋ 42：42．3� 3．8�
44 ブルームラッシュ 牡4鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 466＋ 62：43．25 12．8�
11 ラヴィアンレーヴ �5鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 446－ 42：43．41� 5．4�
89 ウインローズブーケ 牝4黒鹿 54

53 ☆斎藤 新	ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 434－ 42：43．92� 3．4

33 � ランドリュウオー 牡5栗 57

56 ☆亀田 温心木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 434－ 82：44．43 113．6�
22 アースブレイブ 牡4青鹿56 丹内 祐次松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 B458－ 22：44．82� 57．3�
55 エールオンレール 牝4栗 54

53 ☆富田 暁吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 452－ 82：47．0大差 11．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 25，660，600円 複勝： 31，107，700円 枠連： 6，931，100円
馬連： 34，679，800円 馬単： 18，267，600円 ワイド： 29，633，900円
3連複： 50，539，400円 3連単： 82，175，300円 計： 278，995，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 270円 � 140円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 910円 �� 280円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 19，070円

票 数

単勝票数 計 256606 的中 � 41348（3番人気）
複勝票数 計 311077 的中 � 45451（3番人気）� 22972（6番人気）� 72169（1番人気）
枠連票数 計 69311 的中 （7－8） 4783（5番人気）
馬連票数 計 346798 的中 �� 10186（15番人気）
馬単票数 計 182676 的中 �� 2371（30番人気）
ワイド票数 計 296339 的中 �� 7580（15番人気）�� 30508（2番人気）�� 13744（7番人気）
3連複票数 計 505394 的中 ��� 13805（13番人気）
3連単票数 計 821753 的中 ��� 3123（92番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．8―12．8―13．1―12．7―12．9―12．4―12．2―11．8―11．7―11．7―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―25．2―38．0―50．8―1：03．9―1：16．6―1：29．5―1：41．9―1：54．1―2：05．9―2：17．6―2：29．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F36．2
1
�
3，5（8，7）（4，9）（2，1，6）・（3，4，5，7）（8，1，6）9，2

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

勝馬の
紹 介

デルマラッキーガイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2019．10．6 京都14着

2017．2．18生 牡4黒鹿 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 13戦1勝 賞金 17，910，000円
〔発走状況〕 ラヴィアンレーヴ号は，発走地点で右前肢落鉄。発走時刻6分遅延。

02082 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

56 マイネルジェロディ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：08．7 3．3�

22 スイーツマジック 牝3鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B474－ 61：09．02 19．2�
68 � スーパーウーパー 牝3芦 54 浜中 俊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 456－ 61：09．21� 16．6�
812 ニシノリース 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 426＋ 61：09．41� 10．7�
33 マウンテンムスメ 牝3栗 54 菊沢 一樹西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 446＋ 41：09．5	 44．7	
69 ナンヨーローズ 牡3黒鹿56 藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 458＋ 61：09．6アタマ 7．8

44 
 リターンギフト 牝3青鹿54 富田 暁�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 372＋ 41：09．71� 83．1�
45 ロードリスペクト 牡3鹿 56 �島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 486＋ 81：10．01	 4．1�
57 メイショウイチヒメ 牝3青鹿54 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 430＋ 61：10．1クビ 11．4
710 ピュアエール 牝3芦 54 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 460＋ 21：10．21 58．9�
711 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 54 泉谷 楓真 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 422－ 8 〃 クビ 39．4�
813 テ セ ウ ス 牡3青鹿56 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 450＋ 61：10．41� 6．3�
11 ジャストザビアンカ 牝3青鹿54 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 434－ 81：11．57 18．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，402，500円 複勝： 56，809，100円 枠連： 13，267，900円
馬連： 79，631，000円 馬単： 32，979，400円 ワイド： 62，728，300円
3連複： 122，430，100円 3連単： 135，257，500円 計： 545，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 500円 � 430円 枠 連（2－5） 4，000円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，060円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 14，500円 3 連 単 ��� 64，590円

票 数

単勝票数 計 424025 的中 � 102466（1番人気）
複勝票数 計 568091 的中 � 121993（1番人気）� 24546（9番人気）� 29769（7番人気）
枠連票数 計 132679 的中 （2－5） 2567（13番人気）
馬連票数 計 796310 的中 �� 18195（15番人気）
馬単票数 計 329794 的中 �� 4634（20番人気）
ワイド票数 計 627283 的中 �� 13098（16番人気）�� 15575（12番人気）�� 4332（43番人気）
3連複票数 計1224301 的中 ��� 6331（53番人気）
3連単票数 計1352575 的中 ��� 1518（227番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．0―11．4―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．2―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルジェロディ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．6．7 阪神2着

2018．3．19生 牡3青鹿 母 マイネエレーナ 母母 ゲイリーピクシー 7戦2勝 賞金 22，065，000円追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 6日第 8競走）
〔その他〕　　ヴィブラント号は，競走中に疾病〔左第 1趾骨剥離骨折〕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。



02083 2月6日 晴 良 （3小倉1） 第7日 第11競走 ��1，800�
げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，2．2．8以降3．1．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

55 グランスピード 牡4鹿 54 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 526－ 61：48．4 5．7�
66 エヴァーガーデン 牝4黒鹿52 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 4 〃 クビ 6．5�
11 ハーランズハーツ 牡4黒鹿55 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 436＋ 61：48．5� 4．0�
78 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 472± 01：48．6クビ 10．9�
22 ジュンライトボルト 牡4鹿 55 浜中 俊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：48．7� 2．6	
33 シーオブザムーン 牝5青鹿52 菅原 明良 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－ 61：49．44 19．1

44 スーパーフェザー �6鹿 55 富田 暁吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 ハナ 11．2�
89 レーガノミクス 牡6鹿 54 西村 淳也�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 530± 01：49．61� 16．9�
77 ジャディード 牡6黒鹿52 菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B446－ 81：49．7� 171．9
810 ブリーズスズカ 牡8青鹿52 泉谷 楓真永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468－141：49．8クビ 149．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 62，328，500円 複勝： 82，467，200円 枠連： 18，125，200円
馬連： 135，299，000円 馬単： 60，941，000円 ワイド： 86，118，300円
3連複： 199，353，800円 3連単： 314，799，200円 計： 959，432，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 200円 � 160円 枠 連（5－6） 1，930円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 460円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 計 623285 的中 � 86595（3番人気）
複勝票数 計 824672 的中 � 118496（3番人気）� 99248（4番人気）� 142076（2番人気）
枠連票数 計 181252 的中 （5－6） 7276（8番人気）
馬連票数 計1352990 的中 �� 55669（8番人気）
馬単票数 計 609410 的中 �� 12398（14番人気）
ワイド票数 計 861183 的中 �� 38780（7番人気）�� 48855（5番人気）�� 34365（8番人気）
3連複票数 計1993538 的中 ��� 48889（13番人気）
3連単票数 計3147992 的中 ��� 13209（61番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―12．2―12．0―11．8―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．2―49．4―1：01．4―1：13．2―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
6，8（5，9）（2，7，10）（1，4）3・（6，8）（5，7，9，10，4）（2，1）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランスピード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．28 新潟6着

2017．2．2生 牡4鹿 母 センティナリー 母母 ジェイズジュエリー 6戦3勝 賞金 36，988，000円
〔制裁〕 エヴァーガーデン号の騎手丹内祐次は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

02084 2月6日 晴 稍重 （3小倉1） 第7日 第12競走 1，700�
つ の し ま

角 島 特 別
発走16時00分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

68 イプシランテ 牡4鹿 56 吉田 隼人吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 540＋ 61：44．1 3．9�
22 エターナリー 牡4栗 56 浜中 俊吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 454＋ 21：44．42 7．4�
69 ケイアイドリー 牡4鹿 56 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 508＋ 21：44．93 3．2�
11 � コスモクウェンチ 牡7鹿 57 原田 和真Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 41：45．0クビ 63．5�
33 スズカパンサー 牡4栗 56 山田 敬士永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B466＋ 21：45．2� 5．2�
710� オーバーリミット 牡4鹿 56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 496－ 2 〃 ハナ 5．3	
57 マイネルエンカント 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：45．62� 26．1

56 � レ ゴ リ ス �5黒鹿57 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 村上牧場 486＋141：45．7� 29．4�
812 フームスムート 牡4黒鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 518＋ 81：45．8� 25．4�
45 パイプライナー 牡4芦 56 �島 克駿 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B502－ 61：46．22� 54．8
711 イッツオーライト �4栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 468± 01：46．62� 59．8�
813 コスモケルビン 牡4鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B512－101：47．02 256．4�
44 コパノカーリング 牡5鹿 57 斎藤 新小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460＋ 41：47．64 90．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，618，900円 複勝： 70，905，600円 枠連： 16，338，500円
馬連： 85，599，500円 馬単： 35，194，400円 ワイド： 68，269，800円
3連複： 131，252，300円 3連単： 158，703，900円 計： 611，882，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 200円 � 140円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 680円 �� 350円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 456189 的中 � 93400（2番人気）
複勝票数 計 709056 的中 � 126123（2番人気）� 76504（5番人気）� 140130（1番人気）
枠連票数 計 163385 的中 （2－6） 18002（4番人気）
馬連票数 計 855995 的中 �� 37099（8番人気）
馬単票数 計 351944 的中 �� 9901（11番人気）
ワイド票数 計 682698 的中 �� 24411（8番人気）�� 54087（1番人気）�� 29761（7番人気）
3連複票数 計1312523 的中 ��� 48729（4番人気）
3連単票数 計1587039 的中 ��� 10253（28番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．7―12．6―12．4―12．2―12．2―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．5―42．1―54．5―1：06．7―1：18．9―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イプシランテ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．2．1生 牡4鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 5戦2勝 賞金 22，543，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 コスモクウェンチ号の騎手原田和真は，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：3番・12番）



（3小倉1）第7日 2月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

190，410，000円
3，020，000円
17，630，000円
1，230，000円
21，120，000円
69，287，500円
6，099，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
388，260，100円
577，891，900円
123，200，100円
643，677，900円
290，638，700円
558，336，600円
1，039，814，300円
1，264，456，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，886，276，300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7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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