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05001 2月13日 曇 良 （3小倉2） 第1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

24 � キトゥンズワルツ 牝3黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 翔伍 米 Shadai Cor-
poration 438＋ 41：47．9 4．4�

815 ミ ル ト ボ ス 牡3鹿 56 �島 克駿永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 484－ 81：48．0� 10．9�
36 キクノクライフ 牡3鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 494＋ 2 〃 ハナ 3．0�
47 アルバミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：48．1クビ 6．2�
816 ウォーターボンボン 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 462－ 21：48．2� 12．3�
48 ト ウ リ ュ ウ 牡3栗 56 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 444± 01：48．41� 9．2	
11 マイネルデルフト 	3黒鹿56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 大北牧場 460－ 31：48．51 83．7�
12 フォックススリープ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 470＋12 〃 クビ 33．4�
611 トラモントガルフ 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ
 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 474－ 81：49．24 62．9
714 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 498＋ 61：49．3� 39．4�
59 シーフードパイセン 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 444＋ 81：49．51 113．8�
510 サトノスバル 牡3鹿 56 荻野 極 
サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 462－101：49．6
 8．8�
35 フォスキーア 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B490± 01：50．87 34．2�
612 コスモパラティーナ 牡3鹿 56 井上 敏樹 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 486± 01：51．75 148．3�
23 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 472－ 61：52．12� 93．4�
713 ノーブルレインボー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 中田 英樹 440－ 41：52．84 122．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，055，500円 複勝： 41，015，400円 枠連： 7，276，100円
馬連： 37，410，800円 馬単： 16，766，800円 ワイド： 40，536，600円
3連複： 66，332，800円 3連単： 62，949，900円 計： 294，343，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 270円 � 120円 枠 連（2－8） 1，410円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 910円 �� 290円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 16，780円

票 数

単勝票数 計 220555 的中 � 39739（2番人気）
複勝票数 計 410154 的中 � 73272（2番人気）� 26901（6番人気）� 113791（1番人気）
枠連票数 計 72761 的中 （2－8） 3998（7番人気）
馬連票数 計 374108 的中 �� 9359（12番人気）
馬単票数 計 167668 的中 �� 3532（13番人気）
ワイド票数 計 405366 的中 �� 10465（10番人気）�� 39735（1番人気）�� 15604（5番人気）
3連複票数 計 663328 的中 ��� 22023（4番人気）
3連単票数 計 629499 的中 ��� 2719（36番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．6―13．0―13．4―12．8―12．6―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．8―56．2―1：09．0―1：21．6―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キトゥンズワルツ �
�
父 Air Force Blue �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2020．7．18 阪神4着

2018．2．6生 牝3黒鹿 母 Dance With Kitten 母母 Madame Du Lac 6戦1勝 賞金 7，480，000円
〔制裁〕 フォックススリープ号の騎手菅原明良は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・8番）
〔3走成績による出走制限〕 ハイテレスヴェター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に出走

できない。

05002 2月13日 曇 良 （3小倉2） 第1日 第2競走 2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

47 フ ァ ジ ェ ス 牝3黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 22：00．3 8．4�
815 ハーツラプソディ 牝3栗 54 浜中 俊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 492－122：00．4� 2．2�
612 トーホウロゼリア 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 450－ 42：00．93 18．8�
816 ペイルライダー 牝3鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 468－ 22：01．32� 13．7�
713 テンナイスポイント 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新天白 泰司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436± 02：01．62 130．9	
714 ウ ィ ス ク 牝3黒鹿54 西村 淳也 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 412－10 〃 クビ 155．4

35 レッツゴーアスク 牝3鹿 54 吉田 隼人廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 456－182：01．7� 5．5�
510 ファーストソリスト 牝3黒鹿54 荻野 極�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 456－ 62：01．8� 145．3�
11 パッドゥラパン 牝3芦 54 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452－ 22：02．33 33．4
48 マスカリンラン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 464＋ 2 〃 アタマ 115．3�
611 ビジンクライマー 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング
フィールド牧場 444－ 62：02．51� 131．9�

59 カ カ オ 牝3黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 登別 登別上水牧場 430－ 62：02．71� 8．4�

24 サンデーインアスク 牝3青鹿54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 404－ 42：03．01� 12．0�
36 レインボークラウド 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 458 ― 〃 クビ 135．6�
12 ヴィクトールアイ 牝3鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 488± 02：03．31� 14．8�
23 デルマヒジリ 牝3青 54 �島 克駿浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500＋ 62：07．5大差 33．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，042，700円 複勝： 40，218，200円 枠連： 7，264，800円
馬連： 36，072，700円 馬単： 15，198，300円 ワイド： 37，614，300円
3連複： 59，660，800円 3連単： 56，965，700円 計： 277，037，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 140円 � 390円 枠 連（4－8） 1，060円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，820円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 24，520円

票 数

単勝票数 計 240427 的中 � 22686（4番人気）
複勝票数 計 402182 的中 � 40031（4番人気）� 103019（1番人気）� 20498（8番人気）
枠連票数 計 72648 的中 （4－8） 5305（5番人気）
馬連票数 計 360727 的中 �� 25575（2番人気）
馬単票数 計 151983 的中 �� 4359（8番人気）
ワイド票数 計 376143 的中 �� 21382（2番人気）�� 4976（24番人気）�� 13138（8番人気）
3連複票数 計 596608 的中 ��� 9695（12番人気）
3連単票数 計 569657 的中 ��� 1684（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．7―48．1―1：00．2―1：12．0―1：23．8―1：35．8―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5
1
3
・（2，15）（5，16）（3，10）4（1，6）（9，14）8（11，12）7－13
7，15（2，16）（5，10，4）12（1，6）（14，11）9，8，13，3

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ジ ェ ス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．9．5 札幌3着

2018．3．26生 牝3黒鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマヒジリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月13日まで平地競走

に出走できない。

第２回 小倉競馬 第１日



05003 2月13日 曇 良 （3小倉2） 第1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，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

33 � ケイティディライト 牝4鹿 55
54 ☆菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 462± 0 59．0 6．2�

813 ス ト レ ガ 牝4栗 55 黛 弘人清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 460－ 6 59．1クビ 27．4�
22 コズミックランナー 牡4栗 57

54 ▲泉谷 楓真�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 446－ 6 〃 アタマ 35．4�
11 ケイアイマリブ 牡6鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 4 〃 クビ 5．8�
34 レムリアンシード 牡4芦 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 2 59．52 187．8�
712 ルンルンキャット 牝5黒鹿55 �島 良太	髙昭牧場 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 454－ 6 〃 アタマ 56．4

711 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 �島 克駿田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 490± 0 59．71� 15．3�
57 � アスタウンデッド 牡4鹿 57 西村 淳也中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 420＋ 4 59．8� 14．2�
58 � シロイスズメ 牡4芦 57

56 ☆菅原 明良藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー
ムズ株式会社 514＋10 〃 ハナ 9．7

46 フィーユレヴーズ 牝4栗 55
54 ☆斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 446＋ 61：00．22� 37．6�

610� イチゴチャン 牝5栗 55
53 △山田 敬士大冨 智弘氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 クビ 96．5�

69 � ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 488＋ 4 〃 クビ 2．4�
45 シルヴァーメテオ 牡7芦 57

56 ☆亀田 温心ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 520＋141：00．4� 38．0�
814 グッドステージ 牡4鹿 57 藤岡 康太杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 520＋ 61：00．72 8．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，480，900円 複勝： 37，804，600円 枠連： 7，037，100円
馬連： 40，384，000円 馬単： 17，393，900円 ワイド： 37，826，800円
3連複： 62，427，500円 3連単： 61，980，100円 計： 290，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 480円 � 1，150円 枠 連（3－8） 1，900円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 2，960円 �� 11，570円

3 連 複 ��� 73，610円 3 連 単 ��� 371，360円

票 数

単勝票数 計 254809 的中 � 32561（3番人気）
複勝票数 計 378046 的中 � 52252（3番人気）� 19484（8番人気）� 7413（11番人気）
枠連票数 計 70371 的中 （3－8） 2861（8番人気）
馬連票数 計 403840 的中 �� 4941（24番人気）
馬単票数 計 173939 的中 �� 1177（42番人気）
ワイド票数 計 378268 的中 �� 5625（22番人気）�� 3301（34番人気）�� 828（69番人気）
3連複票数 計 624275 的中 ��� 636（174番人気）
3連単票数 計 619801 的中 ��� 121（906番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．2
3 2（3，8）14（4，13）（10，12）6（1，11）9，7－5 4 2，3－13（4，8）14，12，11，10（1，6）9，7，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ケイティディライト �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ダイワメジャー

2017．4．12生 牝4鹿 母 ホクセーメジャー 母母 マイアミガルチ 16戦1勝 賞金 10，270，000円
初出走 JRA

※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 マナカ号・レッドヴェイパー号

05004 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1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

66 � キタノテイオウ 牡6黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 458－ 23：13．9 2．3�

78 � ペ ガ ー ズ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 512－ 23：14．11� 6．1�

44 � クリップスプリンガ 牡7鹿 60 草野 太郎山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 458－ 83：14．31 3．9�
33 スズカメジャー 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋123：14．51� 21．4�
79 マジカルスペル 牡7芦 60 高田 潤吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536－ 23：14．92� 7．3�
11 ア キ ン ド 牡5鹿 60 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 498＋ 43：15．22 73．1	
810 ヴ ォ ル ス ト 	4鹿 59 佐久間寛志�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 508＋ 23：15．51
 20．7

55 オウケンブラック 牡10鹿 60 江田 勇亮福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 23：16．24 9．1�
67 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 五十嵐雄祐 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 23：16．52 59．3�
811 メイショウイサナ 牡6栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 520＋ 43：24．5大差 27．1
22 ケイアイリア 牡4栗 59 黒岩 悠 �ケイアイスタリオン 平田 修 新冠 隆栄牧場 524＋ 63：27．7大差 244．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，468，900円 複勝： 16，441，400円 枠連： 5，702，600円
馬連： 25，676，300円 馬単： 12，940，200円 ワイド： 20，248，800円
3連複： 39，762，200円 3連単： 54，458，500円 計： 191，698，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 170円 �� 340円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，280円

票 数

単勝票数 計 164689 的中 � 55726（1番人気）
複勝票数 計 164414 的中 � 43669（1番人気）� 20928（3番人気）� 34824（2番人気）
枠連票数 計 57026 的中 （6－7） 10017（2番人気）
馬連票数 計 256763 的中 �� 22726（2番人気）
馬単票数 計 129402 的中 �� 7539（3番人気）
ワイド票数 計 202488 的中 �� 12596（5番人気）�� 36035（1番人気）�� 13678（3番人気）
3連複票数 計 397622 的中 ��� 36016（1番人気）
3連単票数 計 544585 的中 ��� 7475（9番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．3－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�キタノテイオウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ワイルドラッシュ

2015．3．15生 牡6黒鹿 母 トウカイベルタ 母母 トウカイティアラ 障害：8戦1勝 賞金 20，290，000円
初出走 JRA



05005 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第5競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10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

44 パ シ ー ジ ョ 牡5鹿 60 上野 翔前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 482－ 23：13．2 23．4�
89 テイエムディラン 牡6黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 476－ 23：13．41� 1．3�
33 � ミンナノシャチョウ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 63：13．82� 28．2�
88 プレイヤーサムソン 牡8鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 480－ 43：14．65 32．9�
77 ブルベアペスカ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 488＋ 63：14．7クビ 9．5�
11 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 458－ 63：15．02 7．2	
22 チ ェ ー ロ 牡4黒鹿59 小坂 忠士�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 490± 03：15．1� 21．8

55 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± 03：15．95 7．9�
66 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 B450－ 23：18．6大差 180．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，780，600円 複勝： 70，237，700円 枠連： 4，253，000円
馬連： 21，775，800円 馬単： 15，772，800円 ワイド： 19，479，700円
3連複： 35，184，000円 3連単： 85，703，100円 計： 268，186，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 390円 � 100円 � 310円 枠 連（4－8） 1，170円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，570円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 61，450円

票 数

単勝票数 計 157806 的中 � 5375（6番人気）
複勝票数 計 702377 的中 � 8894（7番人気）� 575940（1番人気）� 11997（5番人気）
枠連票数 計 42530 的中 （4－8） 2801（4番人気）
馬連票数 計 217758 的中 �� 12879（4番人気）
馬単票数 計 157728 的中 �� 2414（13番人気）
ワイド票数 計 194797 的中 �� 7814（8番人気）�� 1273（24番人気）�� 13253（4番人気）
3連複票数 計 351840 的中 ��� 5268（17番人気）
3連単票数 計 857031 的中 ��� 1011（120番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 52．7－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ シ ー ジ ョ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．23 中山14着

2016．3．6生 牡5鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円

05006 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第6競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 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 436－ 41：08．7 2．6�
818 アスクキングコング 牡3黒鹿56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 5．3�
816 スローンターゲット 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 41：09．01� 32．4�
715 ウォーターイグアス 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 石橋 守 日高 白井牧場 512＋101：09．1クビ 23．6�
713 ワンダードゥヴァン 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗山本 能行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 412－161：09．2� 87．2�
714 ビューティフローラ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真	ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 418－ 2 〃 ハナ 7．6

48 メイショウイジゲン 牡3芦 56 和田 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440＋ 2 〃 ハナ 6．1�
24 エミーブリッツ 牝3栗 54 原田 和真今井 優氏 小桧山 悟 日高 クリアファーム 412－ 2 〃 クビ 80．0�
612 トーホウレッド 牝3鹿 54 西村 淳也東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 442± 01：09．41� 6．9
611 シゲルビンジャー 牝3鹿 54 藤岡 康太森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 谷川牧場 418－161：09．5クビ 112．5�
59 キャットリング 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心榊原 浩一氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 404－16 〃 アタマ 34．2�
36 キューツィーパイ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 三輪牧場 432－ 51：10．13� 224．3�
817 ウインアガラス 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 浦河 梅田牧場 452＋ 41：10．2クビ 181．3�
12 タマモコレクト 牡3鹿 56 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 486＋101：10．62� 22．1�
47 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 394＋ 21：10．7� 21．2�
35 ジェニーパキラ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 398－ 21：11．01� 307．5�
11 エーティーツヨシ 牡3鹿 56 小崎 綾也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 米田牧場 486＋ 41：11．21� 239．0�
23 タイセイレジェーロ 牡3鹿 56 荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 2 〃 クビ 308．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，144，600円 複勝： 47，521，100円 枠連： 9，711，600円
馬連： 48，863，600円 馬単： 20，389，400円 ワイド： 50，076，800円
3連複： 82，318，300円 3連単： 79，244，500円 計： 368，269，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 500円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，480円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 301446 的中 � 91199（1番人気）
複勝票数 計 475211 的中 � 109556（1番人気）� 72376（2番人気）� 17170（8番人気）
枠連票数 計 97116 的中 （5－8） 16144（1番人気）
馬連票数 計 488636 的中 �� 47646（1番人気）
馬単票数 計 203894 的中 �� 12009（1番人気）
ワイド票数 計 500768 的中 �� 34843（2番人気）�� 8245（14番人気）�� 8263（13番人気）
3連複票数 計 823183 的中 ��� 11768（14番人気）
3連単票数 計 792445 的中 ��� 3941（25番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．2―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―44．5―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーレイラニ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．1．17 小倉2着

2018．5．14生 牝3鹿 母 ジョーアカリン 母母 ジョーマリコ 2戦1勝 賞金 7，500，000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 サクラトップメジャ号



05007 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

若手騎手；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

812 サマーカナロア 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 500± 02：02．9 16．7�

56 アズユーフィール 牡3黒鹿 56
53 ▲秋山 稔樹 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 508＋182：03．0� 6．4�

22 レッドアストラム 牡3栗 56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 ハナ 2．7�
55 ス レ イ マ ン 牡3栗 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：03．31� 4．0�
811 ゴットウェーブ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 B496＋ 42：03．51� 43．5	
33 アポロミラクル 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 494± 02：03．6� 4．1

79 ノーブルキャニオン 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 470＋12 〃 ハナ 46．9�
68 セイクリッドゲイズ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 484－ 62：03．81 20．9�
67 アレスクラー 牡3鹿 56 川又 賢治金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 552＋ 22：04．22� 44．4
710 ウインシュクラン 牡3栗 56 荻野 極�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 452± 02：04．41� 78．5�
11 キ ク ノ リ ノ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 454－ 2 〃 ハナ 19．1�
44 ドルチェヴィータ 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 418－ 6 〃 同着 130．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，855，700円 複勝： 34，663，400円 枠連： 6，347，600円
馬連： 32，523，000円 馬単： 16，181，900円 ワイド： 31，171，200円
3連複： 48，620，300円 3連単： 59，671，500円 計： 254，034，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 290円 � 200円 � 130円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 11，040円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 680円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 35，990円

票 数

単勝票数 計 248557 的中 � 11859（5番人気）
複勝票数 計 346634 的中 � 23816（5番人気）� 41462（4番人気）� 89603（1番人気）
枠連票数 計 63476 的中 （5－8） 3877（4番人気）
馬連票数 計 325230 的中 �� 5104（14番人気）
馬単票数 計 161819 的中 �� 1099（32番人気）
ワイド票数 計 311712 的中 �� 5704（12番人気）�� 11443（6番人気）�� 24519（3番人気）
3連複票数 計 486203 的中 ��� 9927（10番人気）
3連単票数 計 596715 的中 ��� 1202（109番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．5―13．8―12．0―12．2―11．7―11．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．9―51．7―1：03．7―1：15．9―1：27．6―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
5（3，7）（2，10）8（4，12）1（9，11）6
11（5，12）（3，2，7）（4，8，10，6）9，1

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

勝馬の
紹 介

サマーカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．6 阪神4着

2018．3．5生 牡3黒鹿 母 ノブクィーン 母母 スイートチャーム 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 スレイマン号の騎手�島克駿は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・10番）
〔その他〕 レッドアストラム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レッドアストラム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月13日まで出走できない。

05008 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1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

815 カ グ ラ ヒ メ 牝5青鹿55 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 470± 01：46．2 5．4�

46 ワンダーシエンプロ 牝4栗 54 西村 淳也山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B426－ 2 〃 クビ 3．7�
23 シ ェ ー ン 牝4芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 81：47．05 4．0�
47 � マーブルサニー 牝5芦 55

52 ▲小林 凌大下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 480－ 41：47．31� 16．8�

814 プリヴェット 牝6鹿 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 490＋ 21：47．93� 133．7�
11 スペロラルーチェ 牝5栗 55

52 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 438＋ 21：48．0� 276．7	
712 ガルナッチャ 牝4栗 54 浜中 俊チームユッキレーシング 鹿戸 雄一 日高 広富牧場 448± 01：48．21 12．0

34 シゲルモクセイ 牝4栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 464－ 6 〃 クビ 13．7�
58 アルディフルール 牝4鹿 54

53 ☆亀田 温心吉田 千津氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：48．3� 29．4�

610 ノーブルスコア 牝5青鹿55 藤岡 佑介二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448－ 81：48．51� 8．8
611 マイレリーフ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 41：48．92� 85．9�
713 メイショウカスガ 牝5栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 464＋ 2 〃 クビ 14．2�
22 ルナソルガール 牝4黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 494－ 61：49．21� 49．2�
35 � パラティーノヒル 牝4栗 54

52 △山田 敬士Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 398± 01：49．41� 133．0�

59 ソニックビースト 牝4黒鹿 54
53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 浦河 桑田牧場 492－ 61：49．93 13．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，706，300円 複勝： 37，820，700円 枠連： 6，939，800円
馬連： 41，042，000円 馬単： 16，031，400円 ワイド： 37，860，200円
3連複： 59，979，700円 3連単： 64，642，200円 計： 290，022，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 440円 �� 480円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 257063 的中 � 37944（3番人気）
複勝票数 計 378207 的中 � 41930（4番人気）� 66834（1番人気）� 66323（2番人気）
枠連票数 計 69398 的中 （4－8） 5391（3番人気）
馬連票数 計 410420 的中 �� 25599（2番人気）
馬単票数 計 160314 的中 �� 4352（5番人気）
ワイド票数 計 378602 的中 �� 21746（2番人気）�� 19172（3番人気）�� 32162（1番人気）
3連複票数 計 599797 的中 ��� 25784（1番人気）
3連単票数 計 646422 的中 ��� 3590（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．5―30．7―43．7―56．3―1：08．6―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．6
1
3
6－15－（3，5）－8（1，13）（7，11）9，12－4，14－（10，2）
6，15（5，8）（3，13）2（7，11）（1，4）（12，9）－14－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ グ ラ ヒ メ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Vindication デビュー 2019．3．16 中京1着

2016．2．22生 牝5青鹿 母 カ グ ラ 母母 Miss Emma 15戦2勝 賞金 25，360，000円
※ソニックビースト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05009 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1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，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 コスモカルナック 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 490＋181：07．1 28．5�
713 ダノンシティ 牡5鹿 57 �島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 480－ 21：07．31� 13．9�
35 � メサテソーロ 牝4青鹿55 原田 和真了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B522＋16 〃 クビ 23．3�

510 ロードベイリーフ 牡4黒鹿57 横山 和生 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 474－ 81：07．51 6．4�
817	 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 518＋ 2 〃 クビ 26．5	
47 	 ブラックアーシャ 牝5黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 498＋121：07．6クビ 25．5

612� サトノジヴェルニー 牡4栗 57 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 452± 01：07．7クビ 1．6�
59 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B490－ 2 〃 クビ 55．5�
818� マジカルマジカル 牡4鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates
Park Pty Ltd 490± 01：07．8クビ 39．2

611 タマノジュメイラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B488－ 2 〃 クビ 47．0�
12 スノーテーラー 牝4芦 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 434＋10 〃 ハナ 8．0�
714 プロスペリティ 牝5黒鹿55 荻野 極 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 225．7�
715 ジェラペッシュ 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B448－ 81：07．9クビ 72．4�
816 バトルカグヤ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 442－141：08．0
 50．0�
24 プリモプレミオ 牝5黒鹿 55

54 ☆斎藤 新堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 452＋ 81：08．32 237．5�
36 テーオーソクラテス 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 450± 01：08．93
 65．3�
48 キタノギャラクシー 牡4鹿 57

55 △山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B488＋ 21：09．0� 70．1�
11 エイシンバイエルン 牝4青鹿55 西村 淳也�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 462－221：09．21� 102．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，639，000円 複勝： 79，785，000円 枠連： 9，927，700円
馬連： 52，792，000円 馬単： 26，162，900円 ワイド： 50，324，800円
3連複： 98，246，000円 3連単： 110，089，100円 計： 465，966，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 980円 � 650円 � 900円 枠 連（2－7） 10，880円

馬 連 �� 14，050円 馬 単 �� 30，940円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 3，970円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 110，800円 3 連 単 ��� 700，120円

票 数

単勝票数 計 386390 的中 � 10816（8番人気）
複勝票数 計 797850 的中 � 21241（8番人気）� 33537（4番人気）� 23396（7番人気）
枠連票数 計 99277 的中 （2－7） 707（29番人気）
馬連票数 計 527920 的中 �� 2912（33番人気）
馬単票数 計 261629 的中 �� 634（70番人気）
ワイド票数 計 503248 的中 �� 3716（32番人気）�� 3269（37番人気）�� 2886（40番人気）
3連複票数 計 982460 的中 ��� 665（221番人気）
3連単票数 計1100891 的中 ��� 114（1283番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．5―11．1―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．4―43．5―55．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモカルナック �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2019．8．25 札幌1着

2017．5．12生 牡4鹿 母 ロ ゼ ッ タ 母母 フェアウイナー 6戦2勝 賞金 22，698，000円

05010 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第10競走 1，800�
か ら と

唐 戸 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

55 ワールドスケール 牡4鹿 56 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 468－101：48．8 3．2�
78 ウインアステロイド 牡4青鹿56 原田 和真�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 464－ 41：49．01� 12．2�
22 アルマフォルト 牡4黒鹿56 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：49．1クビ 48．3�
77 マジストラル 牡5鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 492－ 8 〃 クビ 9．7�
810 ブルームスベリー 牝4鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B448＋101：49．2� 2．6	
33 � ブラックデビル �6鹿 57 菱田 裕二岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 476－121：49．3� 16．7

89 グレースオブナイル 牝4鹿 54 	島 克駿 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 ハナ 7．2�
44 フラワリングナイト 牝4青鹿54 菅原 明良�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434＋121：49．4クビ 11．8�
11 � 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 458＋ 61：49．5� 26．6
66 マイネルクロンヌ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 B508＋ 21：49．92� 29．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，217，800円 複勝： 41，214，300円 枠連： 9，670，400円
馬連： 50，955，000円 馬単： 24，094，100円 ワイド： 41，624，800円
3連複： 73，058，200円 3連単： 105，258，400円 計： 380，093，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 360円 � 930円 枠 連（5－7） 980円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，910円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 17，100円 3 連 単 ��� 58，200円

票 数

単勝票数 計 342178 的中 � 84027（2番人気）
複勝票数 計 412143 的中 � 69564（2番人気）� 28922（7番人気）� 9526（10番人気）
枠連票数 計 96704 的中 （5－7） 7597（4番人気）
馬連票数 計 509550 的中 �� 22904（7番人気）
馬単票数 計 240941 的中 �� 6196（11番人気）
ワイド票数 計 416248 的中 �� 16838（7番人気）�� 5513（24番人気）�� 2670（40番人気）
3連複票数 計 730582 的中 ��� 3204（57番人気）
3連単票数 計1052584 的中 ��� 1311（202番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―11．7―11．8―11．6―11．6―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．3―48．0―59．8―1：11．4―1：23．0―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．4
1
3
2－8，9（1，10）5－3，7（4，6）
2＝8，4，9（1，10，5，7）6，3

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

勝馬の
紹 介

ワールドスケール �
�
父 ワールドエース �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．12．14 阪神8着

2017．3．14生 牡4鹿 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 9戦2勝 賞金 24，982，000円
〔制裁〕 ワールドスケール号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



05011 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

12 メイショウヨカゼ 牡4栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 522± 01：44．8 8．3�
23 タガノウィリアム 牡4黒鹿56 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498± 01：45．12 8．0�
611� ヴェルテックス 牡4栗 56 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B518－ 21：45．41	 2．5�
713 ドルチェリア 
8鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 514＋ 21：45．71	 17．9�
35 リトルクレバー 牡4鹿 56 吉田 隼人岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 466＋ 61：45．91� 4．7�
48 ボルサリーノ 牡4鹿 56 亀田 温心草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B468＋ 21：46．0クビ 44．2	
11 ロンドンデリーエア 牡4栗 56 富田 暁 
グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 462± 01：46．1	 32．8�
714 テイエムクロムシャ 牡5青鹿57 菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 476－ 4 〃 同着 13．9�
59 スナークダヴィンチ 牡4鹿 56 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 484＋101：46．31� 13．1
24 キャベンディッシュ 牡6栗 57 菊沢 一樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 514± 01：46．4アタマ 147．4�
612 フィルストバーン 
5黒鹿57 菅原 明良
G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468＋12 〃 ハナ 86．9�
815 タガノエルフ 牝6黒鹿55 横山 和生八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B468＋ 41：46．5クビ 27．5�
47 フクノワイルド 牡5鹿 57 �島 克駿佐藤 範夫氏 上村 洋行 青森 ワールドファーム 502＋ 41：46．82 181．4�
510 ファイナルマズル 牡5鹿 57 丹内 祐次 
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 480－ 21：46．9	 89．5�
36 サトノゲイル 牡6青鹿57 藤岡 佑介 
サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 466－ 41：47．0� 47．8�
816 ア イ タ イ 牡5栗 57 森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 526＋ 21：47．31� 17．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，942，400円 複勝： 88，318，200円 枠連： 30，191，400円
馬連： 146，975，500円 馬単： 54，302，000円 ワイド： 114，931，700円
3連複： 259，680，400円 3連単： 270，360，300円 計： 1，025，701，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 210円 � 260円 � 140円 枠 連（1－2） 2，570円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 960円 �� 530円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 30，660円

票 数

単勝票数 計 609424 的中 � 58234（4番人気）
複勝票数 計 883182 的中 � 98819（3番人気）� 72358（5番人気）� 208737（1番人気）
枠連票数 計 301914 的中 （1－2） 9077（13番人気）
馬連票数 計1469755 的中 �� 37996（9番人気）
馬単票数 計 543020 的中 �� 6626（23番人気）
ワイド票数 計1149317 的中 �� 29806（9番人気）�� 57267（2番人気）�� 39033（5番人気）
3連複票数 計2596804 的中 ��� 50974（7番人気）
3連単票数 計2703603 的中 ��� 6391（71番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―30．5―43．3―55．6―1：07．7―1：19．5―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1
1
3
・（3，12）（8，9）1（2，13）11（7，5）14，10（15，16）－4，6
3（12，9，13）11（2，5）（8，14）（7，10）1，15，16－4，6

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨカゼ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2020．3．28 阪神6着

2017．5．8生 牡4栗 母 メイショウアシタバ 母母 デヴィルインフライト 14戦3勝 賞金 45，685，000円

05012 2月13日 晴 良 （3小倉2） 第1日 第12競走 ��1，200�
お お ほ り

大 濠 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，2．2．15以降3．2．7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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

713� クリノアリエル 牝6青 53 藤岡 佑介栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B418＋ 81：07．0 5．5�
815 バカラクイーン 牝5栗 52 吉田 隼人�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 474－ 21：07．1� 8．6�
510 オルダージュ 牡5黒鹿54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B488± 0 〃 クビ 11．4�
611� ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿53 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 450＋ 21：07．31� 4．3�
12 ル ク ル ト 牡4鹿 55 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 442＋ 21：07．4クビ 15．1	
23 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 55 小牧 太吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B480－ 6 〃 クビ 9．7

48 ディモールト 牡4黒鹿55 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 510－ 2 〃 クビ 9．8�
24 ホーリーライン 牝5青鹿53 西村 淳也 �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 442± 01：07．5� 6．6�
714 ローランダー 牝4栗 51 泉谷 楓真山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 466－10 〃 アタマ 24．2
816 イリスファルコン 牝7鹿 52 丹内 祐次菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424± 01：07．81� 42．1�
47 	 ジャスパーエース 牡4栗 52 森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 466＋14 〃 ハナ 50．1�
612 メイショウシャチ 牡8鹿 53 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 484＋ 4 〃 クビ 25．6�
35 ファイトフォーラヴ 牡5鹿 53 川又 賢治金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 478± 01：07．9クビ 22．2�
11 テーオーソルジャー 牡10栗 53 亀田 温心小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 476－ 61：08．32� 127．7�
36 � ドリームジャンボ 牝6鹿 51 菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 488－ 41：08．4� 53．3�
59 デンタルバルーン 牝4青鹿51 和田 翼三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 448－ 81：09．88 58．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，782，500円 複勝： 74，883，500円 枠連： 20，617，100円
馬連： 99，691，300円 馬単： 35，906，900円 ワイド： 85，956，800円
3連複： 176，726，600円 3連単： 168，223，200円 計： 710，787，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 260円 � 320円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，340円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 11，700円 3 連 単 ��� 58，430円

票 数

単勝票数 計 487825 的中 � 70772（2番人気）
複勝票数 計 748835 的中 � 92465（3番人気）� 74108（4番人気）� 56963（6番人気）
枠連票数 計 206171 的中 （7－8） 11947（5番人気）
馬連票数 計 996913 的中 �� 30907（5番人気）
馬単票数 計 359069 的中 �� 5715（8番人気）
ワイド票数 計 859568 的中 �� 24309（4番人気）�� 16447（13番人気）�� 11823（22番人気）
3連複票数 計1767266 的中 ��� 11322（31番人気）
3連単票数 計1682232 的中 ��� 2087（141番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―10．7―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―43．5―54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．2
3 ・（7，10）15，8（6，9，14）（4，16）13（5，12）11，3，1，2 4 ・（7，10）－15（8，14）（6，4，13）（16，9，11）（5，12，2）（1，3）

勝馬の
紹 介

�クリノアリエル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム

2015．5．25生 牝6青 母 ユニバーサル 母母 エリモエクセル 32戦2勝 賞金 59，349，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（3小倉2）第1日 2月13日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

189，340，000円
1，730，000円
16，890，000円
1，550，000円
20，950，000円
70，667，000円
5，882，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
367，116，900円
609，923，500円
124，939，200円
634，162，000円
271，140，600円
567，652，500円
1，061，996，800円
1，179，546，500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 4，816，478，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回小倉競馬第1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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