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05061 2月28日 曇 重 （3小倉2） 第6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 コパノピッチング 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 480－121：45．1 31．1�

12 ホッコーハナミチ 牡3鹿 56 浜中 俊北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 470－ 61：45．2クビ 11．1�
611 コスモノアゼット 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 482± 01：45．62� 1．7�
11 マーブルウェイ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大下村 直氏 西園 正都 新冠 石郷岡 五月 462－ 41：45．81� 9．8�
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 466＋ 4 〃 ハナ 13．2	
48 ナンヨーヴィヨレ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 468＋161：46．22� 54．6

714 メ ル テ ミ ア 牡3鹿 56 西村 淳也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 452－ 21：46．41� 5．5�
815 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 456－ 21：46．5クビ 15．5�
510 マイネルシェルム 牡3栗 56

55 ☆富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 61：46．82 94．8

47 サトノテンペスト 牡3黒鹿56 �島 良太 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 486－101：47．44 12．8�
23 カドカラハジマル 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 424＋ 21：47．5� 309．9�
24 トミケンストーリア 牡3鹿 56 黛 弘人富樫アキ子氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 B472＋ 21：48．24 62．3�
713 ワンダースパイン 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 486＋ 81：48．62� 182．9�
35 シルバーファーン 牡3芦 56

55 ☆菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：48．7� 145．4�

612 イタダキマショウ 牡3黒鹿 56
54 △山田 敬士福田 光博氏 青木 孝文 新ひだか 萩澤 俊雄 B432－ 41：48．91� 199．7�

36 モントレージャック 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新 �グリーンファーム加用 正 日高 新井 昭二 502 ―1：49．85 173．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，489，700円 複勝： 64，669，700円 枠連： 11，438，700円
馬連： 46，355，400円 馬単： 25，953，000円 ワイド： 52，233，600円
3連複： 82，063，400円 3連単： 96，366，800円 計： 409，570，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 520円 � 330円 � 110円 枠 連（1－5） 5，130円

馬 連 �� 15，100円 馬 単 �� 44，330円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 840円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 111，070円

票 数

単勝票数 計 304897 的中 � 7841（8番人気）
複勝票数 計 646697 的中 � 16929（8番人気）� 29771（6番人気）� 319099（1番人気）
枠連票数 計 114387 的中 （1－5） 1726（14番人気）
馬連票数 計 463554 的中 �� 2379（31番人気）
馬単票数 計 259530 的中 �� 439（72番人気）
ワイド票数 計 522336 的中 �� 3295（35番人気）�� 15994（9番人気）�� 25787（4番人気）
3連複票数 計 820634 的中 ��� 8938（22番人気）
3連単票数 計 963668 的中 ��� 629（269番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．3―43．2―55．3―1：07．3―1：19．4―1：32．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コパノピッチング �
�
父 コパノリチャード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2020．10．24 京都11着

2018．5．1生 牡3鹿 母 イゾラトウショウ 母母 ブリストウショウ 7戦1勝 賞金 8，380，000円
〔制裁〕 ナンヨーヴィヨレ号の騎手菊沢一樹は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※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 トーホウアシュラ号

05062 2月28日 曇 稍重 （3小倉2） 第6日 第2競走 2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

611 ジオフロント 牡3鹿 56 西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B448－ 22：02．5 2．0�
714 ウェイオブライト 牡3芦 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 42：02．71� 36．8�
815 セイウンゴールド 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 484－ 6 〃 クビ 12．1�
23 ボーランズテソーロ 牡3栗 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 前田ファーム 434＋ 22：02．91� 40．8�
817 ファインディーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 466－ 22：03．11� 191．2	
12 ロ ッ ク ユ ー 牡3青鹿56 藤岡 佑介石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 450－ 8 〃 ハナ 3．4

48 カ サ デ ガ 牡3芦 56 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 448± 02：03．2� 6．1�
713 ラヴィーニア 牝3栗 54 �島 良太ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ― 〃 クビ 42．4�
35 ヒルノアローザ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 500－ 42：03．3� 117．8
816 ウィステリアダディ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新北側 雅勝氏 池添 兼雄 新ひだか 畠山牧場 478＋ 2 〃 アタマ 132．6�
612 スマイルパワー 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 428－ 82：03．83 18．0�
510 ラブカプチーノ 牝3芦 54

52 △山田 敬士増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 506± 02：04．11� 81．6�
36 シゲルビンジャー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 谷川牧場 430＋122：04．42 106．0�
24 ラズベリーラバー 牝3黒鹿54 菱田 裕二石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 438－ 32：04．71� 387．2�
59 モズカンリョウ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 430－ 62：05．44 168．4�
47 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 454＋ 4 〃 クビ 127．2�

11 アレスクラー 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 548－ 42：06．25 21．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 33，836，000円 複勝： 52，380，600円 枠連： 9，507，700円
馬連： 45，739，100円 馬単： 21，934，700円 ワイド： 44，744，100円
3連複： 71，201，300円 3連単： 81，666，500円 計： 361，010，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 590円 � 280円 枠 連（6－7） 1，300円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 460円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 27，730円

票 数

単勝票数 計 338360 的中 � 129852（1番人気）
複勝票数 計 523806 的中 � 188154（1番人気）� 14610（8番人気）� 37457（4番人気）
枠連票数 計 95077 的中 （6－7） 5648（6番人気）
馬連票数 計 457391 的中 �� 10653（11番人気）
馬単票数 計 219347 的中 �� 3692（15番人気）
ワイド票数 計 447441 的中 �� 9866（12番人気）�� 27058（3番人気）�� 3101（29番人気）
3連複票数 計 712013 的中 ��� 7358（19番人気）
3連単票数 計 816665 的中 ��� 2135（79番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．8―13．5―12．6―11．6―11．6―11．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．7―50．2―1：02．8―1：14．4―1：26．0―1：37．8―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．5
1
3
5，10（4，11）6（7，15）1，17，3，16（14，13）9（2，8）－12
5（10，11，15）（4，6）17，7（1，2，3，16）（14，13）9（8，12）

2
4
5，10（4，11）（6，15）7（1，17）3，16（14，9）（2，13）8，12・（5，11）（10，15）17（6，2，3）（4，16）（14，13）（7，8，12）1，9

勝馬の
紹 介

ジオフロント �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．13 中京2着

2018．2．16生 牡3鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 7戦1勝 賞金 16，500，000円
〔制裁〕 ラヴィーニア号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）

第２回 小倉競馬 第６日



05063 2月28日 曇 重 （3小倉2） 第6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）

牝；負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

58 カーテンコール 牝4栗 55 西村 淳也 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 492± 0 57．7 6．2�
34 � プリンセスヨウク 牝7鹿 55

52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 454－ 2 58．01� 5．9�
712 サウンドワイズ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 478＋ 6 58．1� 8．5�
610 マリスドランジュ 牝4黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 444－ 2 58．31� 16．9�
33 ゴーゴーレイワ 牝4黒鹿55 浜中 俊上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 466－10 58．4� 6．1�
22 � ガビーズメモリー 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 B494－ 4 〃 ハナ 194．8	
11 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 456－ 4 58．5� 7．1

45 メイショウゼッケイ 牝5栗 55

54 ☆富田 暁松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 416＋ 2 58．6� 48．1�
57 ミーアシャム 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B448－ 4 58．7� 3．3
711 ノ ヘ ア 牝4芦 55 勝浦 正樹 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 ハナ 72．5�
46 � ステラディウス 牝4芦 55

53 △山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 むかわ 市川牧場 468－12 58．9� 171．5�

813 ミヤコシスター 牝4鹿 55 川又 賢治若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 470－ 6 59．22 25．8�
814� サンジョアン 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋ 6 59．41� 41．2�

69 リーゼントアイリス 牝6黒鹿 55
54 ☆斎藤 新三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 440－ 2 59．5� 28．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，819，700円 複勝： 54，754，300円 枠連： 11，054，500円
馬連： 51，267，500円 馬単： 23，234，400円 ワイド： 50，999，100円
3連複： 79，074，100円 3連単： 87，845，500円 計： 395，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 200円 � 310円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，310円 �� 920円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 31，710円

票 数

単勝票数 計 368197 的中 � 47059（4番人気）
複勝票数 計 547543 的中 � 82253（2番人気）� 76481（3番人気）� 39467（6番人気）
枠連票数 計 110545 的中 （3－5） 24506（1番人気）
馬連票数 計 512675 的中 �� 16087（11番人気）
馬単票数 計 232344 的中 �� 3729（18番人気）
ワイド票数 計 509991 的中 �� 16136（10番人気）�� 9788（17番人気）�� 14316（13番人気）
3連複票数 計 790741 的中 ��� 9566（22番人気）
3連単票数 計 878455 的中 ��� 2008（108番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．1―12．0―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーテンコール �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．14 東京3着

2017．5．13生 牝4栗 母 アウトシャイン 母母 レディブラッサム 13戦2勝 賞金 23，040，000円
〔制裁〕 マリスドランジュ号の騎手�島克駿は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5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 ショウナンバービー号・ルンルンキャット号

05064 2月28日 曇 稍重 （3小倉2） 第6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

44 メイショウウチデ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 458－ 43：15．8 3．6�
79 � 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 516＋ 43：16．12 7．2�
22 ナムラミラクル 牡8芦 60 平沢 健治奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 490± 03：16．73� 5．8�
68 ライラックカラー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 466－ 83：17．23 4．0�
55 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 478＋ 63：17．41� 45．0�
33 � メジャーリーガー 牡8黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 492＋ 2 〃 クビ 4．6�
56 マコトジュズマル 牡5栗 60 三津谷隼人	ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 504＋123：18．88 9．7

812 ミスズフリオーソ 牡6栗 60 熊沢 重文永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492＋ 43：19．86 29．2�
710 アルトリウス �7鹿 60 蓑島 靖典	G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム 454－103：20．22� 52．6�
811� ビッグスコール 牡5鹿 60 金子 光希木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 570＋ 43：20．84 121．4
11 トウケイココノエ 牝5芦 58 黒岩 悠木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 532－143：26．2大差 160．2�
67 シゲルトリトン 牡4青鹿59 上野 翔森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 山野牧場 478＋103：27．58 92．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，673，800円 複勝： 23，950，900円 枠連： 6，098，400円
馬連： 30，563，200円 馬単： 16，139，500円 ワイド： 24，296，200円
3連複： 50，271，900円 3連単： 67，980，400円 計： 237，974，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 180円 � 170円 枠 連（4－7） 1，280円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 340円 �� 430円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 186738 的中 � 40968（1番人気）
複勝票数 計 239509 的中 � 47310（1番人気）� 31964（5番人気）� 34229（4番人気）
枠連票数 計 60984 的中 （4－7） 3672（6番人気）
馬連票数 計 305632 的中 �� 21988（3番人気）
馬単票数 計 161395 的中 �� 5607（6番人気）
ワイド票数 計 242962 的中 �� 19371（3番人気）�� 14506（5番人気）�� 7691（11番人気）
3連複票数 計 502719 的中 ��� 17295（6番人気）
3連単票数 計 679804 的中 ��� 5418（26番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 52．9－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウチデ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．2．10 小倉2着

2016．4．9生 牡5鹿 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 障害：3戦1勝 賞金 10，690，000円



05065 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10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

59 ニーナドレス 牝3鹿 54 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 506 ―2：04．6 4．1�
23 メイプルリズム 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B426－ 22：04．81 8．9�
611 ドリームマローネ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 02：05．12 3．7�

510 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± 02：05．2� 17．5�

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± 0 〃 クビ 6．6	

36 セルディアーナ 牝3鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 ハナ 15．0

817 ビーナスオーキッド 牝3栗 54 黛 弘人助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 464－ 22：05．3� 223．2�
48 グリュレーヴ 牝3芦 54

53 ☆菅原 明良飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472－ 22：06．15 6．7�
816 サントアマミー 牝3青鹿54 �島 良太�タイヘイ牧場 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 440－182：06．41� 51．8
11 ムラサキノキミ 牝3鹿 54 西村 淳也アパルーサレーシング 梅田 智之 新冠 新冠伊藤牧場 430 ―2：06．5� 78．7�
713 デマントイド 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 432± 02：06．6� 14．7�
35 ラインリブラ 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹大澤 繁昌氏 長谷川浩大 新冠 小泉牧場 452＋ 2 〃 クビ 234．1�
714 リ ナ ー シ ェ 牝3鹿 54 秋山真一郎広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 408－ 62：06．7� 49．0�
24 ユキヤコンコン 牝3芦 54 川又 賢治椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 456－102：06．8� 18．5�
12 ラニカイブルー 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 438－ 62：08．410 244．7�
815 エイトラック 牝3鹿 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458± 02：09．14 94．1�
47 ピノノワール 牝3黒鹿54 丹内 祐次井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 446 ― 〃 アタマ 75．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，701，400円 複勝： 54，356，100円 枠連： 11，503，400円
馬連： 51，031，300円 馬単： 22，513，800円 ワイド： 54，282，900円
3連複： 85，160，200円 3連単： 81，569，100円 計： 392，118，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 200円 � 150円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 980円 �� 540円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 17，190円

票 数

単勝票数 計 317014 的中 � 61320（2番人気）
複勝票数 計 543561 的中 � 73660（3番人気）� 62072（5番人気）� 106141（1番人気）
枠連票数 計 115034 的中 （2－5） 7867（5番人気）
馬連票数 計 510313 的中 �� 15088（9番人気）
馬単票数 計 225138 的中 �� 4516（10番人気）
ワイド票数 計 542829 的中 �� 13595（13番人気）�� 26379（2番人気）�� 22735（4番人気）
3連複票数 計 851602 的中 ��� 19027（6番人気）
3連単票数 計 815691 的中 ��� 3440（22番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．2―13．1―12．6―12．7―11．7―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．9―38．1―51．2―1：03．8―1：16．5―1：28．2―1：40．5―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．4
1
3
17－10，11（6，14）15（8，9）16，12（1，3，13）（2，4）－5－7
17－10，11（6，9）1（8，14）（12，15）（16，4）（2，3，13）5，7

2
4
17＝10，11（6，14）（9，15）8（1，3，16，12）（2，13）4，5，7
17（6，10）11（1，9）（8，12）－（3，14）16（2，4）13，15，5－7

勝馬の
紹 介

ニーナドレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．1．19生 牝3鹿 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 1戦1勝 賞金 5，100，000円

05066 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第6競走 ��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

11 ジューンベロシティ 牡3青鹿 56
55 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B454－ 21：09．6 5．6�

47 メイショウハボタン 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 446－ 6 〃 ハナ 4．2�

816 プレイラピーダ 牝3栗 54 秋山真一郎田上 雅春氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：09．91� 156．3�
713 ビクトリアバローズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434± 01：10．0� 13．2�
510� デリカテッセン 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 484－ 4 〃 クビ 11．9�
59 タガノマーチ 牝3黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 4 〃 アタマ 5．3�
817 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 440＋101：10．1� 4．6	
48 ステイホーム 牝3鹿 54 菱田 裕二
野 智博氏 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 388－ 41：10．2� 177．5�
36 � 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 448－ 41：10．83� 54．2
715 ホウオウツインクル 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：10．9� 90．2�
24 トーセンガイア 牝3鹿 54

52 △山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 450＋10 〃 クビ 33．5�

12 キタノオーシャン 牡3鹿 56 川又 賢治北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 456± 0 〃 ハナ 63．8�
612 ヴィーナスラン 牝3青鹿54 勝浦 正樹岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 B472± 01：11．0クビ 214．3�
611 クラブジャズ 牝3栗 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 422－ 21：11．1� 18．9�
714 チャットムーン 牡3黒鹿56 原田 和真 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新ひだか 棚川 光男 456＋ 41：11．2アタマ 364．5�
818� バウンシーダンス 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 愛 Grenane
House Stud 430± 0 〃 クビ 15．9�

35 マグナムハート 牡3栗 56 西村 淳也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 494＋ 61：11．3クビ 28．9�
23 デイジームーン 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗�大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 430－101：11．72� 34．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，128，100円 複勝： 54，122，400円 枠連： 10，520，200円
馬連： 48，129，800円 馬単： 19，978，100円 ワイド： 46，648，300円
3連複： 78，052，100円 3連単： 74，473，900円 計： 364，052，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 170円 � 3，300円 枠 連（1－4） 1，110円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 470円 �� 12，900円 �� 11，870円

3 連 複 ��� 55，060円 3 連 単 ��� 199，970円

票 数

単勝票数 計 321281 的中 � 45846（4番人気）
複勝票数 計 541224 的中 � 86975（2番人気）� 96593（1番人気）� 2935（16番人気）
枠連票数 計 105202 的中 （1－4） 7321（5番人気）
馬連票数 計 481298 的中 �� 32513（2番人気）
馬単票数 計 199781 的中 �� 6181（4番人気）
ワイド票数 計 466483 的中 �� 28609（2番人気）�� 878（86番人気）�� 955（83番人気）
3連複票数 計 780521 的中 ��� 1063（155番人気）
3連単票数 計 744739 的中 ��� 270（605番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．0―12．0―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．2―45．2―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンベロシティ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．4 中京5着

2018．4．10生 牡3青鹿 母 アドマイヤサブリナ 母母 ツィンクルヴェール 6戦1勝 賞金 9，100，000円
〔制裁〕 ジューンベロシティ号の騎手富田暁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・12

番）
※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 ラブリークイーン号



05067 2月28日 晴 重 （3小倉2） 第6日 第7競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

22 グッドリドゥンス 牡4栗 56 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490± 02：31．1 3．8�
11 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57 �島 克駿森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 82：31．31� 24．3�
55 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 56

55 ☆斎藤 新トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 510－122：31．72� 44．9�
33 オ ー マ オ 牡5栗 57 藤岡 康太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 448－ 22：32．23 6．0�
66 タニノシェクハンド 牡5栗 57 西村 淳也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 490＋ 22：32．41� 6．2�
89 シャイニングデイズ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B468－ 8 〃 クビ 19．2�
77 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 464－ 22：32．5� 16．2

810� マコトネネキリマル 牡5鹿 57

56 ☆菊沢 一樹	ディアマント 伊坂 重信 様似 出口 繁夫 B450－ 22：32．71� 20．1�
78 アルマトップエンド 牡6栗 57

56 ☆亀田 温心コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 510＋ 82：33．12 7．2�
44 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± 02：33．73� 3．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，804，600円 複勝： 37，064，900円 枠連： 6，161，900円
馬連： 37，274，300円 馬単： 19，977，800円 ワイド： 33，521，200円
3連複： 55，229，300円 3連単： 82，920，500円 計： 299，954，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 690円 � 1，150円 枠 連（1－2） 4，600円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，200円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 34，090円 3 連 単 ��� 155，740円

票 数

単勝票数 計 278046 的中 � 58124（2番人気）
複勝票数 計 370649 的中 � 77626（1番人気）� 11822（9番人気）� 6786（10番人気）
枠連票数 計 61619 的中 （1－2） 1037（18番人気）
馬連票数 計 372743 的中 �� 5853（18番人気）
馬単票数 計 199778 的中 �� 1742（30番人気）
ワイド票数 計 335212 的中 �� 5200（19番人気）�� 3937（30番人気）�� 1238（44番人気）
3連複票数 計 552293 的中 ��� 1215（94番人気）
3連単票数 計 829205 的中 ��� 386（466番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．3―12．6―12．9―13．3―14．0―13．0―11．8―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―36．5―49．1―1：02．0―1：15．3―1：29．3―1：42．3―1：54．1―2：06．2―2：18．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．8―3F37．0
1
�
10＝5，6－（3，1）－8（2，4）9，7・（10，5）1（3，4）2（6，8，9）－7

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

勝馬の
紹 介

グッドリドゥンス �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．5．9 東京中止

2017．5．17生 牡4栗 母 モエトレゾール 母母 ウェディングピーチ 12戦1勝 賞金 13，280，000円

05068 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第8競走 ��2，600�4歳以上1勝クラス
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （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 リ ア ム 牡4鹿 56
55 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 522－102：43．4 4．2�

11 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 478－ 4 〃 クビ 4．9�

44 カ ラ ミ ン サ 牝5黒鹿55 西村 淳也吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 494－ 82：43．5クビ 8．0�
66 ポーラーサマー 牡4黒鹿56 浜中 俊ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530－ 22：44．03 7．2�
77 ハギノエスペラント 牡4青鹿56 �島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 500± 02：44．21� 2．6�
55 スズカワークシップ 牡6鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 B482－ 22：44．41� 85．3	
22 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± 02：44．82� 6．9

33 	
 セイウンソルジャー 牡4鹿 56

55 ☆亀田 温心西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.
Hertrich III 522－ 22：46．28 94．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，576，900円 複勝： 31，600，400円 枠連： 発売なし
馬連： 39，178，500円 馬単： 22，113，000円 ワイド： 30，178，000円
3連複： 48，987，500円 3連単： 105，707，000円 計： 309，341，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 170円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 490円 �� 820円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 13，280円

票 数

単勝票数 計 315769 的中 � 59380（2番人気）
複勝票数 計 316004 的中 � 59333（2番人気）� 48121（4番人気）� 31119（6番人気）
馬連票数 計 391785 的中 �� 23053（6番人気）
馬単票数 計 221130 的中 �� 7085（12番人気）
ワイド票数 計 301780 的中 �� 16529（7番人気）�� 9124（13番人気）�� 10372（12番人気）
3連複票数 計 489875 的中 ��� 10170（16番人気）
3連単票数 計1057070 的中 ��� 5769（63番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―12．7―13．3―12．8―13．2―13．5―12．7―11．7―11．7―11．7―11．9―12．1

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�
13．5―26．1―38．8―52．1―1：04．9―1：18．1―1：31．6―1：44．3―1：56．0―2：07．7―2：19．4―2：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア ム �

父 ディープインパクト �


母父 Tapit デビュー 2019．12．1 中山4着

2017．2．16生 牡4鹿 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 7戦2勝 賞金 17，630，000円



05069 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第9競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・右）

牝；負担重量は，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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 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 424－ 21：09．2 4．3�

48 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± 01：09．3� 10．2�
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 514－ 4 〃 クビ 15．9�
714 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 81：09．4� 4．7�
715 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B494＋ 41：09．5� 20．0	
12 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 21：09．7� 34．8

47 � デュアリティ 牝5鹿 55

54 ☆森 裕太朗中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 504＋ 4 〃 アタマ 28．5�

713 ミーハディビーナ 牝4青鹿 55
52 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 4 〃 クビ 62．4�
59 アーモロート 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504± 01：09．8� 5．2
35 ピエーナテーラー 牝4栗 55 川又 賢治中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム B484－ 2 〃 アタマ 21．9�
24 ユールファーナ 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 4 〃 アタマ 9．2�
612 ジェラペッシュ 牝4鹿 55 黛 弘人柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B458＋101：09．9� 29．5�
818 ソフィアバローズ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 412－ 61：10．0� 56．5�
816 レリスタット 牝4青鹿55 丹内 祐次�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 448－ 41：10．1� 20．3�
23 アポロヴィクトリア 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 424－ 21：10．2� 31．6�
611 アークフリゲート 牝4黒鹿55 和田 翼野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 414± 0 〃 クビ 68．8�
11 � ル ー タ ー ズ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 392－ 61：10．51� 81．9�

817 トレッファー 牝4栗 55 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 61：10．6� 49．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，365，100円 複勝： 66，427，500円 枠連： 17，346，900円
馬連： 72，418，700円 馬単： 28，320，600円 ワイド： 70，663，300円
3連複： 122，573，100円 3連単： 117，885，200円 計： 535，000，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 300円 � 400円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，360円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 47，610円

票 数

単勝票数 計 393651 的中 � 72018（1番人気）
複勝票数 計 664275 的中 � 107601（2番人気）� 54150（5番人気）� 38246（6番人気）
枠連票数 計 173469 的中 （4－5） 12462（3番人気）
馬連票数 計 724187 的中 �� 22052（6番人気）
馬単票数 計 283206 的中 �� 4670（10番人気）
ワイド票数 計 706633 的中 �� 18498（7番人気）�� 13415（10番人気）�� 8598（21番人気）
3連複票数 計1225731 的中 ��� 8719（22番人気）
3連単票数 計1178852 的中 ��� 1795（86番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．2―11．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．4―44．8―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 5（7，17）（3，8，10）1（9，14）（16，15）（2，13，18）（6，4）－12，11 4 ・（1，5，7）3（8，17）10（16，9，14）（2，15，4）（18，6）13，12，11

勝馬の
紹 介

サトノファビュラス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．3．14 中山14着

2017．4．26生 牝4鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 8戦2勝 賞金 17，560，000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 ホウオウグラス号

05070 2月28日 晴 重 （3小倉2） 第6日 第10競走 ��
��1，700�ネ モ フ ィ ラ 賞

発走14時50分 （ダート・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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

22 ランスオブアース 牝3青鹿54 泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：45．3 15．7�
58 ポールスター 牡3鹿 56 斎藤 新林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 ハナ 5．3�
46 タイキドミニオン 牡3鹿 56 菱田 裕二�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 61：45．4クビ 4．9�
814 メイショウヨシテル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 464－ 21：45．61� 14．9�
23 レディステディゴー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 508－ 41：45．7� 9．5	
713 タイセイアーメット 牡3栗 56 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 470－ 21：45．8� 76．7

47 サトノロイヤル 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B488± 01：46．01 4．3�
610 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿56 丹内 祐次佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 532＋ 6 〃 クビ 66．8
712 コマンダンテ 牡3鹿 56 川又 賢治岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 474± 01：46．31� 24．1�
35 ラブオブマイライフ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 ハナ 24．9�
11 シャルマンシェリー 牝3鹿 54 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 11：46．4� 43．4�
815 キタノインディ 牡3鹿 56 森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 460＋ 2 〃 ハナ 28．8�
59 ロードエルピス 牡3鹿 56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：47．14 6．3�
611 キ ゾ ク 牡3栗 56 	島 克駿西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 494－ 81：47．52� 15．3�
34 クールシャワー 牡3鹿 56 富田 暁川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット

ファーム 462－101：47．6クビ 175．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，375，400円 複勝： 68，127，500円 枠連： 18，600，500円
馬連： 81，447，700円 馬単： 33，221，700円 ワイド： 74，397，000円
3連複： 139，341，700円 3連単： 144，889，000円 計： 604，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 330円 � 210円 � 180円 枠 連（2－5） 1，100円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，290円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 52，700円

票 数

単勝票数 計 443754 的中 � 22565（8番人気）
複勝票数 計 681275 的中 � 46453（6番人気）� 87054（3番人気）� 112044（2番人気）
枠連票数 計 186005 的中 （2－5） 12997（4番人気）
馬連票数 計 814477 的中 �� 14964（19番人気）
馬単票数 計 332217 的中 �� 2562（39番人気）
ワイド票数 計 743970 的中 �� 12860（19番人気）�� 14446（17番人気）�� 36983（2番人気）
3連複票数 計1393417 的中 ��� 16054（14番人気）
3連単票数 計1448890 的中 ��� 1993（160番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．7―12．5―12．1―12．3―12．2―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．3―30．0―42．5―54．6―1：06．9―1：19．1―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．4
1
3
3，4（2，7，8，12）9（10，13）11（6，15）－（5，14）＝1
3（2，4，8）12（9，7，13）（10，11）6（5，15）14－1

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

勝馬の
紹 介

ランスオブアース �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．9．20 中京4着

2018．3．20生 牝3青鹿 母 マイスクエアワン 母母 シ ビ サ ー バ 6戦2勝 賞金 19，125，000円
〔発走状況〕 ポールスター号は，枠入り不良。

ラブオブマイライフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タイセイアーメット号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・4番）



05071 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第11競走 ��1，200�
しものせき

下関ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，2．2．29以降3．2．21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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ウォーターエデン 牝5鹿 53 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 488－ 61：08．7 7．8�
47 ニシノドレッシー 牝5鹿 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 460＋ 21：08．8� 8．6�
817� 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 B420＋ 2 〃 アタマ 5．7�
59 メリーメーキング 牡5黒鹿54 熊沢 重文前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル B462＋ 2 〃 ハナ 81．6�
611 メイショウミモザ 牝4芦 53 �島 克駿松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 448＋ 4 〃 アタマ 17．3�
12 アテンフラワー 牝6青鹿52 和田 翼�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 482＋ 21：08．9� 152．2	
818 エレヴァート 牝4黒鹿52 泉谷 楓真�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 438－ 2 〃 クビ 21．1

510� クーファウェヌス 牝6栗 54 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 506＋ 61：09．0� 7．1�
713 ウ ィ ズ 牡6鹿 54 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 486± 0 〃 ハナ 18．4�
36 ショウナンマッシブ 牡7鹿 54 黛 弘人国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 476－ 41：09．1	 56．3
612 タマモティータイム 牝4鹿 54 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B458± 0 〃 ハナ 4．5�
48 ナンヨーアミーコ 
8栗 56 丹内 祐次中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428－ 21：09．2クビ 18．5�
11 センショウユウト 牡6鹿 56 富田 暁川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B486＋ 41：09．3� 11．3�
816 コウエイダリア 牝7黒鹿51 川島 信二伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 B496＋ 4 〃 クビ 51．0�
35 ファストアズエバー 牝5芦 52 亀田 温心 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 480＋ 41：09．4� 65．4�
24 ゴールドラグーン 牡5栗 55 藤岡 康太吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 510－ 2 〃 クビ 14．9�
23 プリカジュール 牝5鹿 52 菊沢 一樹�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B516± 01：09．6	 46．5�
715� シルヴェーヌ 牝6鹿 52 秋山 稔樹西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 456－ 41：10．34 90．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 73，070，200円 複勝： 110，325，700円 枠連： 45，893，900円
馬連： 225，010，400円 馬単： 74，346，600円 ワイド： 153，730，500円
3連複： 421，420，200円 3連単： 409，239，200円 計： 1，513，036，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 240円 � 200円 枠 連（4－7） 1，590円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，020円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 7，620円 3 連 単 ��� 49，640円

票 数

単勝票数 計 730702 的中 � 74027（4番人気）
複勝票数 計1103257 的中 � 117066（4番人気）� 117278（3番人気）� 149144（2番人気）
枠連票数 計 458939 的中 （4－7） 22304（7番人気）
馬連票数 計2250104 的中 �� 55185（12番人気）
馬単票数 計 743466 的中 �� 8611（23番人気）
ワイド票数 計1537305 的中 �� 37630（8番人気）�� 38630（7番人気）�� 37231（10番人気）
3連複票数 計4214202 的中 ��� 41431（15番人気）
3連単票数 計4092392 的中 ��� 5977（131番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―11．5―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―44．3―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターエデン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．6．10 阪神5着

2016．1．25生 牝5鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 23戦4勝 賞金 76，061，000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） 5頭 スカイパッション号・ビアイ号・ファンタジステラ号・ファーストフォリオ号・ブレイブメジャー号

05072 2月28日 晴 稍重 （3小倉2） 第6日 第12競走 1，800�
と す

鳥 栖 特 別
発走16時00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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

68 ニホンピロスクーロ �4青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496＋ 61：48．9 3．1�
33 ナリタブレード 牡4黒鹿56 川又 賢治�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510± 0 〃 ハナ 3．3�
811 エスポワールミノル 牡4鹿 56 富田 暁吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 528± 01：49．1� 34．6�
55 リーガルマナー �4鹿 56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B488－ 2 〃 ハナ 14．2�
44 ポールトゥウィン 牡4鹿 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 500± 01：49．31� 3．9�
22 � ブラックデビル �6鹿 57 西村 淳也岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：49．93� 14．6	
67 ディザイアソング 牝5鹿 55 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 454＋ 61：50．1� 72．8

812 ブランシェット 牝5黒鹿55 菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 6 〃 クビ 22．0�
710 コスモミローディア 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 470± 0 〃 アタマ 107．7
11 � サンライズサーカス 牡8青鹿57 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B544± 01：50．2� 92．8�
56 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 B494＋ 21：50．73 11．0�
79 � ニシノゲンセキ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹成田 隆好氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 478－141：50．8クビ 27．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，933，500円 複勝： 66，541，900円 枠連： 18，436，200円
馬連： 106，630，100円 馬単： 47，338，800円 ワイド： 80，130，100円
3連複： 167，028，000円 3連単： 231，193，300円 計： 772，231，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 590円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，650円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 549335 的中 � 140634（1番人気）
複勝票数 計 665419 的中 � 139598（2番人気）� 164537（1番人気）� 17729（9番人気）
枠連票数 計 184362 的中 （3－6） 28505（1番人気）
馬連票数 計1066301 的中 �� 181051（1番人気）
馬単票数 計 473388 的中 �� 38876（1番人気）
ワイド票数 計 801301 的中 �� 105124（1番人気）�� 11044（19番人気）�� 10365（23番人気）
3連複票数 計1670280 的中 ��� 25993（15番人気）
3連単票数 計2311933 的中 ��� 10341（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．3―49．5―1：00．9―1：12．6―1：24．6―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．3
1
3
1－（2，8）（5，12，10）6（7，9）（4，11）－3
1，10，8（12，9）5（2，6）7（4，11）－3

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロスクーロ �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 阪神2着

2017．5．24生 �4青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 10戦2勝 賞金 26，788，000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2）第6日 2月28日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

185，140，000円
1，730，000円
19，720，000円
1，560，000円
21，500，000円
71，711，500円
5，520，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
454，774，400円
684，321，900円
166，562，300円
835，046，000円
355，072，000円
715，824，300円
1，400，402，800円
1，581，736，400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 6，193，740，100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6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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