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05037 2月21日 晴 稍重 （3小倉2） 第4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

59 ゴ ダ イ リ キ 牡3鹿 56 吉田 隼人青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 498＋ 61：45．4 4．8�
24 クリノカイザー 牡3鹿 56 和田 竜二栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 546－ 41：45．82� 2．3�
510 ディーエスボンバー 牡3黒鹿56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482－ 21：46．75 5．3�
47 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 482＋ 21：47．44 10．6�
36 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 498± 01：47．82� 60．3�
12 メイショウレッシ 牡3栗 56 勝浦 正樹松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 斉藤英牧場 434＋121：48．43� 32．9�
816 ナムラスワガー 牡3鹿 56 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 518 ―1：49．46 111．8	
48 シルヴェスター 牡3栗 56 石川裕紀人
G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 500＋ 21：49．5� 40．6�
11 ペイシャセイント 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 458－ 41：50．03 75．6�
35 ダノンマヴロス 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良
ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム B468＋ 81：50．21� 27．8
612 キクノディーン 牡3鹿 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 496＋ 21：50．62� 11．0�
611 ア ジ ェ ナ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真�高橋ファーム 西橋 豊治 新冠 松浦牧場 426± 01：50．7クビ 227．5�
714 ニシノフレデリカ 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 446± 01：50．8� 106．5�
713 イッツトゥルー 牡3鹿 56 川又 賢治 
カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 468－ 21：50．9� 21．8�
815 カシノシンセイ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心柏木 務氏 藤沢 則雄 登別 青藍牧場 480＋ 2 〃 クビ 21．1�
23 ウノランパンテ �3栗 56 草野 太郎堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新ひだか 斉藤スタッド B508－ 21：54．0大差 143．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，210，700円 複勝： 36，713，100円 枠連： 9，303，200円
馬連： 45，462，400円 馬単： 21，748，300円 ワイド： 44，173，400円
3連複： 75，057，700円 3連単： 77，325，400円 計： 332，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（2－5） 340円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 310円 �� 680円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 232107 的中 � 37988（2番人気）
複勝票数 計 367131 的中 � 53356（2番人気）� 122180（1番人気）� 43897（3番人気）
枠連票数 計 93032 的中 （2－5） 21055（1番人気）
馬連票数 計 454624 的中 �� 53055（2番人気）
馬単票数 計 217483 的中 �� 11303（4番人気）
ワイド票数 計 441734 的中 �� 37356（2番人気）�� 14552（7番人気）�� 49623（1番人気）
3連複票数 計 750577 的中 ��� 42044（2番人気）
3連単票数 計 773254 的中 ��� 8593（9番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．9―12．8―12．6―12．4―12．5―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．1―42．9―55．5―1：07．9―1：20．4―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ダ イ リ キ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2020．12．20 中山2着

2018．1．31生 牡3鹿 母 パワースポット 母母 セクシーシューズ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノディーン号・アジェナ号・ニシノフレデリカ号・イッツトゥルー号・カシノシンセイ号・

ウノランパンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21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〕 アジェナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競走に出走できない。

05038 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15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

23 クインズセージ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 508＋101：08．9 18．3�
715 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 452＋ 2 〃 アタマ 3．9�
510 オウケンビリュウ 牝3鹿 54 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 416－ 81：09．0クビ 6．2�
11 アコルダール 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 斉藤英牧場 434－ 4 〃 クビ 72．8�

816 メルティング 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 410＋ 41：09．1クビ 9．6�

818 エイシンチドリ 牝3芦 54 菱田 裕二�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 420± 01：09．2� 38．2	
47 オオシマサフィール 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹
大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 438－ 8 〃 ハナ 38．8�
59 クレマチステソーロ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 466± 0 〃 クビ 2．9�

611 ラブカプチーノ 牝3芦 54 西村 淳也増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 41：09．3� 16．3
48 シューネスリヒト 牝3青 54 高倉 稜 
社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 418－ 21：09．4クビ 241．9�
714 ファッシネイター 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 438－ 21：09．93 63．2�
612 テーオーソフィア 牝3黒鹿54 横山 和生小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 大北牧場 414－ 4 〃 アタマ 9．4�
713 アンドロイド 牝3鹿 54 川又 賢治髙嶋 祐子氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 414± 0 〃 クビ 157．3�
36 ラニーグッド 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心伊藤 良兵氏 坂口 智康 浦河 谷口牧場 404± 01：10．0� 185．3�
35 マニトゥーリン 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：10．1クビ 18．1�
12 スマートラパン 牝3鹿 54 石川裕紀人大川 徹氏 石坂 公一 日高 本間牧場 382 ― 〃 クビ 218．5�
24 テイケイラナキラ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 金石牧場 414± 01：10．31 308．5�
817 アリエージュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 458＋321：10．4� 63．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，762，800円 複勝： 42，390，000円 枠連： 9，369，000円
馬連： 41，147，600円 馬単： 17，760，800円 ワイド： 40，873，800円
3連複： 70，650，800円 3連単： 63，244，200円 計： 311，199，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 430円 � 160円 � 220円 枠 連（2－7） 3，730円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，160円 �� 620円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 65，030円

票 数

単勝票数 計 257628 的中 � 11225（8番人気）
複勝票数 計 423900 的中 � 20307（7番人気）� 82068（2番人気）� 50685（3番人気）
枠連票数 計 93690 的中 （2－7） 1942（12番人気）
馬連票数 計 411476 的中 �� 7981（16番人気）
馬単票数 計 177608 的中 �� 1527（32番人気）
ワイド票数 計 408738 的中 �� 6919（18番人気）�� 4681（23番人気）�� 18016（3番人気）
3連複票数 計 706508 的中 ��� 6510（25番人気）
3連単票数 計 632442 的中 ��� 705（194番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズセージ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．13 中山14着

2018．2．24生 牝3鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング 4戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホウオウツインクル号

第２回 小倉競馬 第４日



05039 2月21日 晴 稍重 （3小倉2） 第4日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

610 ユスティニアン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 430－ 2 58．9 4．5�
45 フィールドモーリス 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 458＋10 59．0� 12．7�
58 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 466－ 4 59．1� 2．7�
33 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 454－ 4 〃 クビ 4．9�
69 スパークリングアイ 牡3鹿 56 石川裕紀人奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 498± 0 59．2� 11．7�
813 ドクタースキル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社
松田牧場 468－ 4 59．51� 31．6�

34 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418＋ 41：00．24 101．0	
46 アイルビーザワン 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹 
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 470－10 〃 クビ 14．6�

22 オリアナヴェント 牝3黒鹿54 杉原 誠人西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 468＋ 21：00．3� 419．2�
11 グランドレグルス 牡3鹿 56 原田 和真田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 466＋ 61：00．5� 304．0
814 ノーブルスター 牡3鹿 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518＋ 81：00．82 143．1�
711 ロ ゼ ク ラ ン 牝3黒鹿54 和田 竜二水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 438－ 4 〃 ハナ 6．1�
57 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 492－141：00．9� 139．3�
712 ラピスラズリライト 牝3栗 54 川又 賢治巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 420 ―1：01．75 200．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，646，700円 複勝： 41，741，300円 枠連： 7，660，000円
馬連： 41，238，700円 馬単： 19，902，300円 ワイド： 35，022，300円
3連複： 63，168，100円 3連単： 71，341，600円 計： 312，721，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 220円 � 130円 枠 連（4－6） 1，040円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 840円 �� 250円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 326467 的中 � 57496（2番人気）
複勝票数 計 417413 的中 � 85452（2番人気）� 36364（5番人気）� 94522（1番人気）
枠連票数 計 76600 的中 （4－6） 5675（7番人気）
馬連票数 計 412387 的中 �� 10573（12番人気）
馬単票数 計 199023 的中 �� 2715（23番人気）
ワイド票数 計 350223 的中 �� 9572（12番人気）�� 41432（1番人気）�� 14433（7番人気）
3連複票数 計 631681 的中 ��� 19330（6番人気）
3連単票数 計 713416 的中 ��� 3103（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユスティニアン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．11．1 京都9着

2018．3．7生 牡3鹿 母 マイネホコモモラ 母母 グリークシアター 5戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 サブロンカズマ号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キタノオーシャン号・サクラトップメジャ号・ジュドヴァーグ号・デイジームーン号・パンプイットアップ号・

ヒドゥンジェム号

05040 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時15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

55 � アーネストホープ �7栗 60 森 一馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 478－163：14．2 9．0�

67 シェーンクラート 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 43：14．62� 3．7�
812 タガノジェロディ 牡5栗 60 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 484± 03：15．34 4．9�
44 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿59 西谷 誠窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 474＋ 43：16．25 22．4�
811 マテリアルワールド 牡5鹿 60 大江原 圭堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 520－ 63：16．3クビ 37．1�
68 アイスヴィスタ 牝4芦 57 植野 貴也村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472＋ 6 〃 ハナ 46．6	
11 ショウナンバレリオ 牡4黒鹿59 白浜 雄造国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 492－ 23：17．15 2．2

22 テイエムチューハイ 牡7黒鹿60 平沢 健治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B460－ 43：17．73� 12．1�
33 サマーサプライズ 牡7鹿 60 北沢 伸也 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 466－123：17．8� 82．7�
56 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 492－ 23：18．86 63．6
710 ト レ ベ ー ラ 牝4鹿 57 草野 太郎田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484± 03：19．65 127．1�
79 エフティハヤテ 牡4青 59 上野 翔吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 494＋ 23：20．45 112．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，913，300円 複勝： 23，061，200円 枠連： 6，151，500円
馬連： 30，756，100円 馬単： 15，412，200円 ワイド： 23，613，500円
3連複： 53，079，900円 3連単： 69，702，000円 計： 242，689，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 160円 � 150円 枠 連（5－6） 1，170円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 470円 �� 720円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 14，210円

票 数

単勝票数 計 209133 的中 � 18550（4番人気）
複勝票数 計 230612 的中 � 30090（4番人気）� 37703（3番人気）� 42515（2番人気）
枠連票数 計 61515 的中 （5－6） 4042（6番人気）
馬連票数 計 307561 的中 �� 16320（5番人気）
馬単票数 計 154122 的中 �� 3375（13番人気）
ワイド票数 計 236135 的中 �� 13035（5番人気）�� 8001（8番人気）�� 15161（4番人気）
3連複票数 計 530799 的中 ��� 18967（6番人気）
3連単票数 計 697020 的中 ��� 3554（44番人気）
上り 1マイル 1：50．4 4F 53．8－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アーネストホープ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 Cozzene

2014．6．4生 �7栗 母 スマーティコジーン 母母 Lavish Gift 障害：13戦1勝 賞金 19，490，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルトリウス号
（非抽選馬） 3頭 オノーレペスカ号・トウケイココノエ号・マコトジュズマル号



05041 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時05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

47 ホウオウジョルノ 牡3芦 56 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：01．6 13．4�
611 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 456－ 2 〃 クビ 2．9�
11 パソロブレス 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �グリーンファーム杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 500－ 42：01．91� 8．8�
59 リフレーミング 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 462－ 22：02．11� 70．0�
34 ゼンダンピューマ �3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 458＋ 22：02．52� 19．0�
58 コスモホクシン 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 484＋122：02．6� 8．4

815 ベルンハルト 牡3栗 56

55 ☆団野 大成 	シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 62：02．7� 5．7�
712 エルブルスシチー 牡3黒鹿56 難波 剛健 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 富田牧場 478＋ 22：02．91� 145．3�
46 ウ ィ ス ク 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 414＋ 22：03．32� 37．6
814 ウインマイソウル 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 418－ 22：03．4� 53．5�
610 ウインガヴァナー 牡3黒鹿56 石川裕紀人�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 492＋202：03．5� 94．8�
713 キクノトーヴァー 牡3青 56 和田 竜二菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 村上牧場 458－ 22：03．92� 69．9�
23 アルシオーネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介安原 浩司氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 502 ―2：04．75 3．5�
22 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 426－ 22：04．8クビ 181．3�
35 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 B446＋ 22：06．29 307．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，896，400円 複勝： 43，295，700円 枠連： 7，364，900円
馬連： 41，183，000円 馬単： 19，461，700円 ワイド： 44，527，700円
3連複： 68，483，500円 3連単： 74，443，900円 計： 330，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 260円 � 130円 � 220円 枠 連（4－6） 1，370円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，680円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 28，920円

票 数

単勝票数 計 318964 的中 � 18966（6番人気）
複勝票数 計 432957 的中 � 34565（6番人気）� 116819（1番人気）� 44871（4番人気）
枠連票数 計 73649 的中 （4－6） 4160（6番人気）
馬連票数 計 411830 的中 �� 18957（7番人気）
馬単票数 計 194617 的中 �� 3187（18番人気）
ワイド票数 計 445277 的中 �� 22130（5番人気）�� 6349（20番人気）�� 22331（4番人気）
3連複票数 計 684835 的中 ��� 12515（12番人気）
3連単票数 計 744439 的中 ��� 1866（95番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．4―12．6―12．3―12．2―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．0―48．4―1：01．0―1：13．3―1：25．5―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウジョルノ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．12．13 中京3着

2018．3．30生 牡3芦 母 リトルビスケット 母母 タニノマウナケア 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔調教再審査〕 アルシオーネ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 キタノアヴァロン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競走に出走でき

ない。

05042 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時35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

817 メメントモリ 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 474± 01：08．1 2．4�
35 サトノファビュラス 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 426－ 4 〃 ハナ 4．9�
816 エールヴィフ 牝4鹿 55 浜中 俊佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 504＋ 21：08．63 6．9�
59 グランチェイサー 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 460± 01：08．7� 27．0�
47 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 川又 賢治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 486－ 41：08．8� 68．0�
48 ノーブルプルート 牝7鹿 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 492＋ 4 〃 アタマ 35．0	
23 サクセスハーモニー 牝4栗 55 菱田 裕二髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 440－ 4 〃 ハナ 50．4

24 メイショウオニテ 牡5青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 B456－ 8 〃 ハナ 22．0�
715 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55

52 ▲泉谷 楓真�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 408－ 21：08．9� 15．2
611 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 460＋16 〃 ハナ 23．6�
11 シ コ ウ 牡4青鹿57 吉田 豊岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480＋10 〃 ハナ 15．3�
714 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 55 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 462± 01：09．0� 27．5�
36 � クイーンズトゥルー 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �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 446－ 41：09．2� 140．4�

12 メイショウクライム �5鹿 57 長岡 禎仁松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 444－ 8 〃 クビ 105．7�
612 アセンダント 牝5鹿 55

53 △山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 450＋ 41：09．51� 52．0�

818 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 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 494± 01：09．6クビ 33．7�
510� セイウンクロクモ 牡4青鹿57 黛 弘人西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 482－ 21：09．81� 140．2�
713 ラルゲッツァ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 21：09．9� 14．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，223，100円 複勝： 39，096，500円 枠連： 11，808，200円
馬連： 41，173，600円 馬単： 18，132，600円 ワイド： 43，029，900円
3連複： 72，317，300円 3連単： 71，548，400円 計： 323，329，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 190円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 280円 �� 390円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 262231 的中 � 85080（1番人気）
複勝票数 計 390965 的中 � 105770（1番人気）� 65310（2番人気）� 41954（3番人気）
枠連票数 計 118082 的中 （3－8） 17496（2番人気）
馬連票数 計 411736 的中 �� 43302（1番人気）
馬単票数 計 181326 的中 �� 14116（1番人気）
ワイド票数 計 430299 的中 �� 43553（1番人気）�� 28348（2番人気）�� 13646（4番人気）
3連複票数 計 723173 的中 ��� 34080（1番人気）
3連単票数 計 715484 的中 ��� 10872（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．8―11．1―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．0―44．1―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．1
3 ・（4，16）（5，17）9（1，7，13）（8，12，18）（11，14）10（2，6，15）3 4 ・（4，16）（5，17）（1，9）7，13（8，12，18）（11，14）（10，15，3）2，6

勝馬の
紹 介

メメントモリ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2019．8．18 小倉1着

2017．3．31生 牝4鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 12戦2勝 賞金 32，971，000円
〔制裁〕 シコウ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エピックガール号・ジェラペッシュ号



05043 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

610� ヴィオリーナ 牝4黒鹿54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 458－111：47．3 5．4�
34 レットミーアウト 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 61：47．4� 5．8�
815 パ イ ネ 牝4黒鹿54 横山 和生金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436± 01：47．5� 4．0�
814 ダンツガゼール 牝4青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 452－ 61：47．6クビ 8．7�
713 ヒメノカリス 牝4鹿 54

53 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 3．5	
58 アークロイヤル 牝5栗 55 和田 竜二原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 ハナ 30．8

46 メデタシメデタシ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460＋ 41：48．13 40．2�
23 フルートフルデイズ 牝4黒鹿54 内田 博幸飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 460－12 〃 ハナ 98．6�
47 ブラックヒューマー 牝4黒鹿54 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 2 〃 クビ 46．5
11 コスモギンガ 牝4芦 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B450± 01：48．31� 40．5�
22 リ ゼ ブ ル ー 牝5芦 55 西村 淳也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 492－ 61：48．61� 27．7�
611� ジ ェ ッ タ ー 牝4栗 54

51 ▲秋山 稔樹鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 422－111：48．7� 208．0�
712� 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± 01：48．8� 368．2�

59 タツオウカケンラン 牝4青鹿54 菱田 裕二鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 442± 01：49．01 10．9�
35 ベリンダアン 牝4青鹿54 石川裕紀人 TURFレーシング 小野 次郎 むかわ 平岡牧場 432± 01：53．4大差 162．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，583，000円 複勝： 41，892，000円 枠連： 8，807，100円
馬連： 42，962，700円 馬単： 18，585，300円 ワイド： 38，495，800円
3連複： 65，088，000円 3連単： 70，305，800円 計： 314，719，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 170円 � 150円 枠 連（3－6） 1，760円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 650円 �� 470円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，890円

票 数

単勝票数 計 285830 的中 � 41802（3番人気）
複勝票数 計 418920 的中 � 52822（4番人気）� 64626（3番人気）� 82174（1番人気）
枠連票数 計 88071 的中 （3－6） 3868（9番人気）
馬連票数 計 429627 的中 �� 19486（7番人気）
馬単票数 計 185853 的中 �� 4157（13番人気）
ワイド票数 計 384958 的中 �� 14561（8番人気）�� 20935（3番人気）�� 26212（2番人気）
3連複票数 計 650880 的中 ��� 22408（3番人気）
3連単票数 計 703058 的中 ��� 3953（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―11．4―11．6―12．1―11．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．1―47．5―59．1―1：11．2―1：23．0―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴィオリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．23生 牝4黒鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 6戦1勝 賞金 12，880，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 レットミーアウト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：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベリンダアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21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〕 ベリンダアン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競走に出走できな

い。

05044 2月21日 晴 稍重 （3小倉2） 第4日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：41．8
1：40．9

不良
重

22 ルドンカズマ 牡4鹿 56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488＋ 41：45．2 4．2�
813 ゴールドパラディン 牡4栗 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：45．73 1．8�
69 スズカパンサー 牡4栗 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B468± 01：45．8クビ 5．5�
33 ソ ツ ナ サ 牡4鹿 56

53 ▲泉谷 楓真佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 460－ 81：46．12 239．7�
712 アイルビーメジャー 牡4栗 56 和田 竜二岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 476－ 11：46．31 99．2�
58 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 516－ 21：46．61� 28．6	
57 キ ワ ミ �4栗 56 横山 和生寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 472－ 2 〃 クビ 13．1

34 � テンナイトパール 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 482－ 61：47．23� 160．8�
11 サウンドテーブル 牡7黒鹿57 菱田 裕二山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B514＋ 8 〃 クビ 15．6�
45 シンゼンストロング 牡5鹿 57

56 ☆亀田 温心原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 508± 01：47．51� 48．7
610 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 434－ 41：47．7� 122．0�
46 ディーププレザント �4栗 56

54 △山田 敬士山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 B512＋101：47．91� 233．7�
711� 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＋ 4 〃 クビ 21．1�
814 クラウンクラシック 牡6芦 57 丹内 祐次矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 490＋ 61：49．38 117．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，798，400円 複勝： 89，507，900円 枠連： 8，354，200円
馬連： 39，163，500円 馬単： 22，906，800円 ワイド： 33，273，000円
3連複： 64，527，800円 3連単： 114，281，600円 計： 397，813，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－8） 260円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 180円 �� 360円 �� 210円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 257984 的中 � 48782（2番人気）
複勝票数 計 895079 的中 � 80890（2番人気）� 642936（1番人気）� 54808（3番人気）
枠連票数 計 83542 的中 （2－8） 24057（1番人気）
馬連票数 計 391635 的中 �� 85907（1番人気）
馬単票数 計 229068 的中 �� 15781（3番人気）
ワイド票数 計 332730 的中 �� 54306（1番人気）�� 19582（3番人気）�� 42165（2番人気）
3連複票数 計 645278 的中 ��� 98735（1番人気）
3連単票数 計1142816 的中 ��� 22691（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―42．5―54．8―1：07．0―1：19．4―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．2
1
3
・（1，7）（2，9）（11，13）3（5，14）（4，12）－8（6，10）・（1，7）（2，9）13，3（11，5）（4，12）（8，14）－（6，10）

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

勝馬の
紹 介

ルドンカズマ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2020．3．28 阪神7着

2017．3．13生 牡4鹿 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー 13戦2勝 賞金 21，320，000円



05045 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第9競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05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 � ア ス テ ィ �5栗 57 内田 博幸山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 434＋ 22：40．4 9．8�
44 ナムアミダブツ 牡4鹿 56 高倉 稜ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B464－ 22：40．5� 5．6�
55 リンドブラッド 牡4鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 22：40．81� 3．9�
77 � ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 西村 淳也小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 444－102：41．01� 4．0�
89 ボ マ ラ イ ン �4鹿 56

53 ▲泉谷 楓真野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 B468＋ 62：41．1� 13．3�
33 ウェイヴァリー 牡4鹿 56

55 ☆亀田 温心 	キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋102：41．52� 64．7


22 � ホウオウビクトリー 牡5鹿 57
56 ☆菅原 明良小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 488－ 42：42．45 6．4�

66 フォルステライト 牝4黒鹿 54
53 ☆団野 大成 	サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428＋ 12：42．5� 4．3�

（8頭）
11 � ウインエアフォルク 牡4鹿 56 原田 和真成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，681，900円 複勝： 23，202，200円 枠連： 4，455，000円
馬連： 30，643，500円 馬単： 15，762，400円 ワイド： 23，635，700円
3連複： 44，232，400円 3連単： 75，965，800円 計： 242，578，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 200円 � 170円 枠 連（4－8） 1，490円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 750円 �� 630円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 15，510円

票 数

単勝票数 差引計 246819（返還計 1333） 的中 � 20120（6番人気）
複勝票数 差引計 232022（返還計 927） 的中 � 20437（7番人気）� 30368（5番人気）� 41381（1番人気）
枠連票数 差引計 44550（返還計 708） 的中 （4－8） 2305（9番人気）
馬連票数 差引計 306435（返還計 4891） 的中 �� 10039（13番人気）
馬単票数 差引計 157624（返還計 2663） 的中 �� 2022（33番人気）
ワイド票数 差引計 236357（返還計 2835） 的中 �� 7575（16番人気）�� 9215（12番人気）�� 21496（1番人気）
3連複票数 差引計 442324（返還計 10969） 的中 ��� 16517（6番人気）
3連単票数 差引計 759658（返還計 18112） 的中 ��� 3549（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．1―36．1―48．6―1：01．6―1：14．8―1：28．4―1：41．0―1：52．2―2：03．5―2：15．1―2：27．6

コーナー
通過順位

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

2
�
2，9，6（8，7）（3，4）5
4，5（9，8，7）－2，6，3

勝馬の
紹 介

�ア ス テ ィ 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 ジャングルポケット

2016．5．3生 �5栗 母 クィーンスプマンテ 母母 センボンザクラ 11戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 ウインエアフォルク号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 リンドブラッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ナムアミダブツ号の騎手高倉稜は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番）

05046 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第10競走 ��1，200�あ ざ み 賞
発走14時40分 （芝・右）

牝，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ミニーアイル 牝3芦 54 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 488－ 21：08．6 2．4�
47 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± 01：08．7� 6．6�
712 ピュアエール 牝3芦 54 原田 和真 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 456－ 41：09．01� 215．7�
58 マウンテンムスメ 牝3栗 54 菱田 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 446± 01：09．1� 21．7�
46 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± 01：09．2� 16．1�
713 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 B468－ 6 〃 クビ 7．3	
35 ルルルージュ 牝3鹿 54 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 482＋ 21：09．41� 12．7

814 ピュアブリス 牝3鹿 54 高倉 稜水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 442－10 〃 ハナ 20．5�
815 ライクマジック 牝3黒鹿54 和田 竜二下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 428＋ 8 〃 ハナ 5．3�
34 サンマルセレッソ 牝3鹿 54 内田 博幸相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 420－161：09．71� 86．3
611� エイシンウィンク 牝3黒鹿54 亀田 温心平井 克彦氏 坂本 和也 浦河 栄進牧場 416－131：09．8� 101．1�

（兵庫）

59 フライングバレル 牝3鹿 54 横山 和生 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：09．9� 16．3�
11 ミヤジオシャラク 牝3鹿 54 西村 淳也曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 482＋ 21：10．0� 54．3�
610 ハイレリーフ 牝3青鹿54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B442－ 2 〃 クビ 72．0�
22 セピアノーツ 牝3芦 54 黛 弘人谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 470＋ 61：11．27 127．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，360，000円 複勝： 57，204，100円 枠連： 13，026，800円
馬連： 73，385，900円 馬単： 31，770，200円 ワイド： 61，014，400円
3連複： 121，684，100円 3連単： 137，650，600円 計： 538，096，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 190円 � 2，410円 枠 連（2－4） 630円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 8，590円 �� 9，540円

3 連 複 ��� 26，870円 3 連 単 ��� 80，740円

票 数

単勝票数 計 423600 的中 � 140906（1番人気）
複勝票数 計 572041 的中 � 159305（1番人気）� 76768（2番人気）� 3794（15番人気）
枠連票数 計 130268 的中 （2－4） 15845（1番人気）
馬連票数 計 733859 的中 �� 57913（2番人気）
馬単票数 計 317702 的中 �� 16166（3番人気）
ワイド票数 計 610144 的中 �� 41203（2番人気）�� 1716（60番人気）�� 1543（63番人気）
3連複票数 計1216841 的中 ��� 3396（80番人気）
3連単票数 計1376506 的中 ��� 1236（251番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．3―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．5―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミニーアイル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Petionville デビュー 2020．8．15 小倉3着

2018．2．5生 牝3芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 5戦2勝 賞金 18，836，000円
※出走取消馬 スノークリスマス号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※スノークリスマス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05047 2月21日 晴 良 （3小倉2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第55回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，2．2．22以降3．2．14まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

23 テリトーリアル 牡7栗 56．5 石川裕紀人ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 01：45．5 23．8�

815 ボッケリーニ 牡5栗 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 2．8�

816 ディアンドル 牝5黒鹿53 団野 大成 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 498－ 61：45．71� 35．0�
36 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 506－ 21：45．8アタマ 9．9�
612 デンコウアンジュ 牝8黒鹿56 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 464－14 〃 ハナ 17．1	
11 カ デ ナ 牡7鹿 58 菅原 明良前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 476－ 41：46．01� 12．5

24 アドマイヤジャスタ 牡5鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 ハナ 40．0�
47 フェアリーポルカ 牝5鹿 55 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 5．8�
12 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－ 21：46．31	 9．0
611 ロードクエスト 牡8鹿 56 西村 淳也 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464－ 2 〃 アタマ 69．2�
59 バイオスパーク 牡6黒鹿57 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 474－ 4 〃 ハナ 20．4�
35 ヴァンランディ 牡5鹿 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460± 01：46．51� 20．4�
510 ド ゥ オ ー モ 牡8鹿 53 藤岡 康太広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 476＋ 4 〃 アタマ 37．6�
48 トーラスジェミニ 牡5鹿 56．5 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 486－ 21：46．71� 17．1�
713 ショウナンバルディ 牡5黒鹿54 岩田 康誠国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 450＋ 61：46．8� 15．3�
714 ベステンダンク 牡9栗 57 横山 和生市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 512－ 8 〃 アタマ 49．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 135，416，700円 複勝： 208，961，300円 枠連： 72，765，200円
馬連： 449，270，900円 馬単： 143，440，400円 ワイド： 315，085，500円
3連複： 931，780，200円 3連単： 917，420，900円 計： 3，174，141，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 610円 � 150円 � 950円 枠 連（2－8） 2，300円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 9，640円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 32，190円 3 連 単 ��� 231，750円

票 数

単勝票数 計1354167 的中 � 45411（11番人気）
複勝票数 計2089613 的中 � 71680（11番人気）� 534063（1番人気）� 43668（14番人気）
枠連票数 計 727652 的中 （2－8） 24487（9番人気）
馬連票数 計4492709 的中 �� 110410（10番人気）
馬単票数 計1434404 的中 �� 10834（31番人気）
ワイド票数 計3150855 的中 �� 61803（12番人気）�� 8218（92番人気）�� 37380（23番人気）
3連複票数 計9317802 的中 ��� 21707（106番人気）
3連単票数 計9174209 的中 ��� 2870（731番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．4―46．7―58．0―1：09．6―1：21．3―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡7栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 32戦8勝 賞金 217，007，000円
〔制裁〕 デンコウアンジュ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 アーデントリー号
（非抽選馬） 4頭 コスモカレンドゥラ号・ノーブルマーズ号・パンサラッサ号・ヒンドゥタイムズ号

05048 2月21日 晴 稍重 （3小倉2） 第4日 第12競走 ��1，000�
い ま り

伊 万 里 特 別
発走16時00分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

45 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B492－ 8 57．9 4．6�
711 アサカディオネ 牝4栗 55 菅原 明良浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 462＋10 〃 クビ 11．6�
11 ク ラ シ コ 牡9鹿 57 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B518± 0 58．21� 7．9�
712 サイドストリート 牝6鹿 55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 480＋10 58．41� 75．9�
813� ケイティディライト 牝4鹿 55 菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 462± 0 58．93 39．4�
610� 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 468＋ 2 〃 アタマ 2．8	
33 � エンシャントロア 牝5栗 55 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 514± 0 〃 クビ 32．6

58 メイショウメイリン 牡5黒鹿57 亀田 温心松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470± 0 59．0クビ 80．3�
22 シゲルスピネル 牝5栗 55 井上 敏樹森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B470＋ 4 〃 クビ 68．2�
57 レ ジ ェ モ ー 牝4鹿 55 泉谷 楓真吉田 照哉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 444＋ 2 59．21� 24．8
46 レインボービーム 牡4黒鹿57 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 484＋10 〃 ハナ 17．5�
69 クリノヴィクトリア 牝7栗 55 黛 弘人栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 466＋12 〃 ハナ 172．0�
814 リフタスフェルト 牝5鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 4 59．62� 10．7�
34 ゴーゴーチアフル 牝4栗 55 和田 竜二上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 498－ 41：00．55 5．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，051，300円 複勝： 84，282，300円 枠連： 21，643，400円
馬連： 122，415，800円 馬単： 47，947，100円 ワイド： 94，523，000円
3連複： 177，078，400円 3連単： 214，093，400円 計： 829，034，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 310円 � 240円 枠 連（4－7） 2，000円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 600円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 27，400円

票 数

単勝票数 計 670513 的中 � 115252（2番人気）
複勝票数 計 842823 的中 � 139808（2番人気）� 62629（5番人気）� 88312（4番人気）
枠連票数 計 216434 的中 （4－7） 8356（9番人気）
馬連票数 計1224158 的中 �� 32411（10番人気）
馬単票数 計 479471 的中 �� 7715（16番人気）
ワイド票数 計 945230 的中 �� 23756（10番人気）�� 42425（6番人気）�� 15682（18番人気）
3連複票数 計1770784 的中 ��� 23396（16番人気）
3連単票数 計2140934 的中 ��� 5664（72番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．6―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．4
3 ・（3，11）（4，14）（5，7，10，12）6，1，9，2，8，13 4 11，3（5，4，14，12）（1，6，10）7，2（13，9）8
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4栗 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 14戦3勝 賞金 32，257，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 キラットダイヤ号

３レース目



（3小倉2）第4日 2月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

236，260，000円
21，900，000円
1，800，000円
28，370，000円
71，144，000円
5，792，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
484，544，300円
731，347，600円
180，708，500円
998，803，700円
392，830，100円
797，268，000円
1，807，148，200円
1，957，323，600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 7，349，974，000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4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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