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� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
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05073 3月6日 晴 重 （3小倉2） 第7日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時50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

59 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 54 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 396± 01：09．9 14．3�
510 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 478－ 41：10．01 6．9�
35 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 514＋ 21：10．21� 9．4�
714 エコロキング 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 430＋141：10．41� 4．6�
23 タッシーベリンダ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心吉岡 輝美氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：10．5� 7．3�
817 デ ク ラ ー ク 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 450－ 81：10．6� 3．2	

36 ラピスラズリライト 牝3栗 54 田中 健巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 414－ 61：10．7� 202．6

611 タツリュウオー 牝3黒鹿54 �島 克駿�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 438± 01：11．12� 52．2�
715 エイシンティアラ 牝3黒鹿54 川又 賢治�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 450－ 21：11．2クビ 60．3
612 アイグローリー �3鹿 56 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 谷口牧場 468± 01：11．52 219．0�
24 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 420－ 81：11．6クビ 31．6�
816 レオテソーロ 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 新ひだか 前谷 武志 468＋ 41：11．7� 6．9�

47 サンライズアイガー 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 474－ 21：12．01� 83．2�

12 マリノアマービレ 牝3青鹿 54
52 △山田 敬士矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 430－ 21：12．1� 196．2�

713 ラブリークイーン 牝3栗 54 菊沢 一樹坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B458＋ 41：12．73� 96．8�
11 トレンブラン 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 410－ 21：12．91 64．9�
818 ハ ジ ヲ シ レ 牝3黒鹿54 黒岩 悠内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 442 ―1：14．28 157．0�
48 ナ ー ナ ー ラ 牝3鹿 54 原田 和真落合 幸弘氏 伊藤 大士 日高 戸川牧場 482＋ 6 （競走中止） 173．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，236，900円 複勝： 44，976，900円 枠連： 9，910，500円
馬連： 48，769，800円 馬単： 20，660，500円 ワイド： 45，979，300円
3連複： 83，207，200円 3連単： 73，283，100円 計： 351，024，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 360円 � 250円 � 280円 枠 連（5－5） 5，390円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 13，490円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，770円 �� 860円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 118，330円

票 数

単勝票数 計 242369 的中 � 13537（7番人気）
複勝票数 計 449769 的中 � 30297（7番人気）� 50221（4番人気）� 41658（6番人気）
枠連票数 計 99105 的中 （5－5） 1424（13番人気）
馬連票数 計 487698 的中 �� 6526（20番人気）
馬単票数 計 206605 的中 �� 1148（43番人気）
ワイド票数 計 459793 的中 �� 6371（22番人気）�� 6601（21番人気）�� 14180（10番人気）
3連複票数 計 832072 的中 ��� 4488（42番人気）
3連単票数 計 732831 的中 ��� 449（317番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．0―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒゾッコ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．10．11 京都6着

2018．5．11生 牝3鹿 母 メイショウデイム 母母 メイショウカガヤキ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ナーナーラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ナーナーラ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハジヲシレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6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〕 マリノアマービレ号・ラブリークイーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月6日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アクチュアリー号・キャットリング号・ホウオウツインクル号

05074 3月6日 晴 重 （3小倉2） 第7日 第2競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

47 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 422－ 61：51．0 3．7�
23 エルファシル 牡3青鹿56 吉田 隼人山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 2 〃 クビ 6．7�
510 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 �島 克駿加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：51．21� 8．7�
612 フェイトリッパー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 480＋16 〃 ハナ 15．9�
12 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 460－ 61：51．3� 200．7�
816 ミツルハピネス 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：51．4� 14．5	
611 ロ ゼ ッ ト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 408－ 21：51．5� 2．0

59 コスモジェニー 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 21：51．6クビ 164．6�
713 カドカラハジマル 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 426＋ 21：52．13 239．4�
35 アンクルダッシュ 牡3栗 56 国分 優作塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 472－22 〃 クビ 185．5
815 セ イ カ リ ス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹金田 成基氏 加用 正 伊達 高橋農場 462－ 61：52．31 190．1�
714 スプリングムーン 牝3鹿 54

52 △山田 敬士鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 422－ 41：52．51� 42．0�
11 タガノリヴェラーノ 牡3黒鹿56 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 442－ 41：52．6� 77．1�
48 ク イ ン ト ン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 新谷 功一 むかわ 真壁 信一 422－ 61：53．02� 102．2�

36 ウインアガラス 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 高木 登 浦河 梅田牧場 452± 01：53．42� 152．7�
24 ヤマニンオドラント 牝3栗 54

51 ▲角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 476 ―1：53．61� 30．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，144，700円 複勝： 31，524，400円 枠連： 5，995，600円
馬連： 34，093，500円 馬単： 16，388，000円 ワイド： 30，022，100円
3連複： 49，847，400円 3連単： 54，994，400円 計： 248，010，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 190円 � 200円 枠 連（2－4） 780円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 251447 的中 � 53960（2番人気）
複勝票数 計 315244 的中 � 62773（2番人気）� 39758（3番人気）� 36620（4番人気）
枠連票数 計 59956 的中 （2－4） 5926（3番人気）
馬連票数 計 340935 的中 �� 24877（4番人気）
馬単票数 計 163880 的中 �� 6713（6番人気）
ワイド票数 計 300221 的中 �� 20513（3番人気）�� 16213（5番人気）�� 12222（6番人気）
3連複票数 計 498474 的中 ��� 14246（7番人気）
3連単票数 計 549944 的中 ��� 3350（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．9―36．8―49．1―1：01．9―1：14．4―1：26．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームマローネ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Galileo デビュー 2020．11．21 阪神3着

2018．1．29生 牝3栗 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope 5戦1勝 賞金 9，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 カドカラハジマル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月6日まで平地競走に出走でき

ない。

第２回 小倉競馬 第７日



05075 3月6日 晴 不良 （3小倉2） 第7日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

612 ナオミゴゼン 牝3黒鹿54 浜中 俊塩澤 正樹氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋101：44．8 2．6�
713 ハイボールコパ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 448－ 61：45．86 6．0�
35 グレイシャーパーク 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 468－ 61：45．9� 16．4�
816 プリンニシテヤルノ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良ニューマレコード� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500－ 41：46．43 12．6�
36 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 2 〃 クビ 4．6	

47 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 田中 健松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 450－ 61：46．5� 131．5

48 ハ ク ビ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：46．6クビ 6．2�
23 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 412－ 21：46．81� 87．3�
510 ハービンクレア 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 418± 01：47．01� 54．4
59 ホウオウツインクル 牝3栗 54 丹内 祐次小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 446－ 2 〃 クビ 239．8�
11 メ リ ス 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：47．1クビ 60．9�

12 プライドマイセルフ 牝3栗 54
51 ▲角田 大和�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 458± 01：47．42 207．1�

815 チョコラータ 牝3栗 54
52 △山田 敬士新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 456－ 61：47．72 200．2�

714 ポップワール 牝3鹿 54 荻野 極�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 484－ 41：47．8クビ 24．2�
24 ルビースター 牝3黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 480－ 41：49．6大差 12．5�
611 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 456－ 21：51．4大差 275．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，882，500円 複勝： 38，947，000円 枠連： 7，034，200円
馬連： 37，059，000円 馬単： 15，555，400円 ワイド： 35，139，000円
3連複： 54，590，400円 3連単： 55，965，400円 計： 272，172，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 160円 � 280円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，030円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 14，780円

票 数

単勝票数 計 278825 的中 � 83325（1番人気）
複勝票数 計 389470 的中 � 77211（1番人気）� 65676（2番人気）� 28672（6番人気）
枠連票数 計 70342 的中 （6－7） 7235（3番人気）
馬連票数 計 370590 的中 �� 27527（1番人気）
馬単票数 計 155554 的中 �� 7060（1番人気）
ワイド票数 計 351390 的中 �� 23836（2番人気）�� 8358（15番人気）�� 9481（12番人気）
3連複票数 計 545904 的中 ��� 10854（10番人気）
3連単票数 計 559654 的中 ��� 2745（26番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．9―13．0―12．2―12．2―12．5―12．4―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．9―42．9―55．1―1：07．3―1：19．8―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナオミゴゼン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．26 新潟5着

2018．4．24生 牝3黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイトラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6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〕 ハービンクレア号・ホウオウツインクル号・プライドマイセルフ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和3年5月6日まで平地競走に出走できない。
※ホウオウツインクル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05076 3月6日 曇 重 （3小倉2） 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

813 エイシンクリック 牡7鹿 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 478－ 43：49．3 2．5�
711 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 63：50．910 157．1�
57 グローブシアター 牡7黒鹿60 高田 潤 �キャロットファーム 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 460＋ 83：51．53� 8．4�
814� セデックカズマ 牡5黒鹿60 植野 貴也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 508± 03：51．92� 13．8�
33 ホッコーメヴィウス �5鹿 60 小坂 忠士北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 454± 03：52．53� 41．3	
712� ウインリベロ 牡6栗 60 五十嵐雄祐�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 43：52．92� 19．5

46 � アーネストホープ �7栗 60 伴 啓太 �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 480＋ 23：53．11	 74．7�
610 マ ー ニ 牡5黒鹿61 三津谷隼人岡 浩二氏 
島 一歩 浦河 日進牧場 466＋ 43：53．2� 12．9�
45 � ブルベアカーキ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 558－ 23：54．15 33．4
69 インザムード �4青鹿59 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 43：54．2� 3．4�
22 ファイアプルーフ 牡6黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 528＋183：56．8大差 60．7�
34 � アイファーアクター 牡5鹿 60 上野 翔中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 484＋ 23：56．9クビ 58．5�
58 アキリザーブ 牝4黒鹿57 石神 深一石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 480＋ 23：59．3大差 65．3�
11 � リボンナイト 牡7鹿 60 平沢 健治吉田 勝利氏 小崎 憲 新冠 ハクツ牧場 450＋ 4 （競走中止） 7．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，896，000円 複勝： 24，207，000円 枠連： 7，449，000円
馬連： 30，171，200円 馬単： 12，987，200円 ワイド： 26，208，300円
3連複： 49，902，700円 3連単： 52，736，400円 計： 221，557，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 2，040円 � 260円 枠 連（7－8） 2，230円

馬 連 �� 23，420円 馬 単 �� 34，410円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 520円 �� 12，630円

3 連 複 ��� 63，970円 3 連 単 ��� 324，010円

票 数

単勝票数 計 178960 的中 � 56085（1番人気）
複勝票数 計 242070 的中 � 49308（2番人気）� 2267（13番人気）� 23655（4番人気）
枠連票数 計 74490 的中 （7－8） 2582（9番人気）
馬連票数 計 301712 的中 �� 998（49番人気）
馬単票数 計 129872 的中 �� 283（84番人気）
ワイド票数 計 262083 的中 �� 992（56番人気）�� 14123（3番人気）�� 507（73番人気）
3連複票数 計 499027 的中 ��� 585（147番人気）
3連単票数 計 527364 的中 ��� 118（747番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．7－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡7鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：6戦2勝 賞金 27，390，000円
〔競走中止〕 リボンナイト号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 シングルアップ号・マイネルオフィール号



05077 3月6日 曇 重 （3小倉2） 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

67 テイエムグッドマン 牡7鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B498－ 23：17．3 6．7�
811 ムーンレイカー 牡6鹿 60 森 一馬門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 490－ 43：17．83 2．9�
33 ミ ラ ビ リ ア 牝6栗 58 金子 光希 �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 岡田スタツド 464－ 23：17．9� 11．8�
710 タイセイソニック 牡6黒鹿60 蓑島 靖典田中 成奉氏 高橋 裕 新ひだか 萩澤 國男 476＋143：18．32� 46．0�
44 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 482－ 23：18．72� 6．7�
79 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 03：19．87 4．9	
55 シャンボールナイト �6青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476＋123：20．11� 46．4

68 	 シゲルアメジスト 牡5鹿 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 496＋ 43：21．9大差 58．9�
56 オレンジオレンジ 牝5鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 456－ 63：22．85 9．6�
22 メリディアンローグ 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488＋303：23．12 23．3
11 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 高野 和馬西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 466－ 63：24．69 119．0�
812	 ジェミニキング �5鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 470－ 2 （競走中止） 8．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，917，800円 複勝： 24，063，200円 枠連： 6，404，300円
馬連： 28，526，700円 馬単： 14，812，100円 ワイド： 24，415，400円
3連複： 47，876，500円 3連単： 59，709，300円 計： 222，725，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 140円 � 300円 枠 連（6－8） 790円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，450円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 22，890円

票 数

単勝票数 計 169178 的中 � 19970（4番人気）
複勝票数 計 240632 的中 � 30338（4番人気）� 54968（1番人気）� 16478（7番人気）
枠連票数 計 64043 的中 （6－8） 6245（3番人気）
馬連票数 計 285267 的中 �� 21160（3番人気）
馬単票数 計 148121 的中 �� 4505（6番人気）
ワイド票数 計 244154 的中 �� 17160（3番人気）�� 4025（20番人気）�� 8662（10番人気）
3連複票数 計 478765 的中 ��� 9859（13番人気）
3連単票数 計 597093 的中 ��� 1891（75番人気）
上り 1マイル 1：50．1 4F 53．0－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグッドマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2016．7．31 小倉6着

2014．5．12生 牡7鹿 母 ケンチャメワン 母母 セイントセーラ 障害：6戦1勝 賞金 11，890，000円
〔競走中止〕 ジェミニキング号は，2周目2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 4頭 キミノミラクル号・クラウンディバイダ号・テイエムチューハイ号・メイショウヤシャ号

05078 3月6日 曇 重 （3小倉2） 第7日 第6競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

11 ニホンピロタイズ 牡3青鹿56 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456± 02：04．1 1．7�
44 � グレイシャーベイ 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill

Bloodstock Ltd 450－ 22：04．31� 6．8�
77 � ドンナセレーノ 牝3鹿 54 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd 410＋ 2 〃 アタマ 3．2�
66 クールブリエ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �ゴールドアップ・
カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 454－122：04．4クビ 12．3�

78 トーホウロッキー 牡3栗 56
52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 476－ 62：05．03� 43．5�

22 マイネルシェルム 牡3栗 56 丹内 祐次 �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± 02：05．1	 22．1	

810 カシノオラフ 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 450± 02：05．31 181．2


55 サフランポケット 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 458－142：06．25 19．2�

33 スターダストプレス 牡3栗 56
54 △山田 敬士西森 功氏 伊坂 重信 浦河 北俣 牧夫 476－142：07．37 227．2�

89 グランマーテル 牡3鹿 56 黒岩 悠間宮 秀直氏 牧田 和弥 新ひだか 増本 良孝 498＋ 62：08．78 271．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，981，600円 複勝： 59，236，800円 枠連： 5，583，600円
馬連： 31，236，000円 馬単： 19，682，700円 ワイド： 26，376，700円
3連複： 44，169，100円 3連単： 96，089，200円 計： 310，355，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 140円 �� 240円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 1，280円

票 数

単勝票数 計 279816 的中 � 131164（1番人気）
複勝票数 計 592368 的中 � 394158（1番人気）� 43604（3番人気）� 65292（2番人気）
枠連票数 計 55836 的中 （1－4） 8812（2番人気）
馬連票数 計 312360 的中 �� 58911（2番人気）
馬単票数 計 196827 的中 �� 19975（3番人気）
ワイド票数 計 263767 的中 �� 32869（2番人気）�� 59570（1番人気）�� 23062（3番人気）
3連複票数 計 441691 的中 ��� 104325（1番人気）
3連単票数 計 960892 的中 ��� 54371（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．4―50．3―1：02．7―1：15．0―1：27．3―1：39．5―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
3（2，4）6（1，9，5）－10，7－8・（3，2，4）（6，5）（10，1）7－9－8

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイズ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．10．11 京都6着

2018．5．25生 牡3青鹿 母 ニホンピロアンバー 母母 ニホンピロエミリー 6戦1勝 賞金 11，700，000円

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　ザイグザンプル号は，競走中に疾病〔右第1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「3

走成績による出走制限」の適用を除外。



05079 3月6日 曇 不良 （3小倉2） 第7日 第7競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走13時15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

45 シ ン シ テ ィ 牝4黒鹿55 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 472－ 2 57．6 2．9�
33 � 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 492＋ 4 58．34 12．0�
34 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－ 2 58．4� 3．3�
11 � フ ロ イ デ �6栗 57

55 △山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B494－ 2 58．71� 28．9�

46 � セイスケルツォ 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 534＋ 2 〃 アタマ 143．9�

711 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 B482－ 2 58．8	 5．8	

57 カクカクシカジーカ 牝6芦 55 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 432－ 6 58．9クビ 133．5

712� パルフェアンジュ 牝5栗 55 菊沢 一樹�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 464± 0 59．0� 93．1�
58 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 456－ 2 59．1	 31．5
610 ヨシオドライヴ 牡4黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 512－ 8 59．2� 20．9�
814
 モズアーントモー 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill
Farm 518－ 4 59．51� 29．8�

69 タマモゼーゼマン 牡4鹿 57
54 ▲角田 大和タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B478＋10 59．71� 37．0�

813 キタノギャラクシー 牡4鹿 57 菱田 裕二北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B488± 0 59．91� 62．6�
22 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 500－ 41：00．32	 6．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，074，000円 複勝： 43，395，300円 枠連： 8，043，100円
馬連： 44，273，300円 馬単： 20，395，000円 ワイド： 41，144，300円
3連複： 62，940，000円 3連単： 80，815，800円 計： 333，080，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 200円 � 140円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 610円 �� 320円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 320740 的中 � 85656（1番人気）
複勝票数 計 433953 的中 � 71739（2番人気）� 46411（5番人気）� 97114（1番人気）
枠連票数 計 80431 的中 （3－4） 11366（1番人気）
馬連票数 計 442733 的中 �� 17771（7番人気）
馬単票数 計 203950 的中 �� 5542（11番人気）
ワイド票数 計 411443 的中 �� 16345（7番人気）�� 34947（1番人気）�� 21358（5番人気）
3連複票数 計 629400 的中 ��� 21075（3番人気）
3連単票数 計 808158 的中 ��� 5776（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．4―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ン シ テ ィ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．1．18 京都3着

2017．4．17生 牝4黒鹿 母 ジェネロシティー 母母 バグワイザー 4戦2勝 賞金 15，130，000円
〔制裁〕 モズアーントモー号の騎手亀田温心は，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：13番・12番・

11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスタウンデッド号・ルンルンキャット号
（非抽選馬） 1頭 ストレガ号

05080 3月6日 曇 重 （3小倉2） 第7日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 レッドフラヴィア 牝4栗 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B502－ 41：50．3 4．8�
813 サイレントスウープ 牝4黒鹿 55

54 ☆斎藤 新ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B460± 01：50．93� 20．6�

44 ダンツガゼール 牝4青鹿 55
52 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 450－ 21：51．0� 5．1�

57 アイオープナー 牝4青 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 2 〃 クビ 8．7�

45 リュウグウヒメ 牝5鹿 55 黛 弘人深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 438－ 4 〃 アタマ 133．4�
56 ピンクレガシー 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446＋121：51．53 15．6	
710 フェスタマドンナ 牝6鹿 55 浜中 俊服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 528＋ 2 〃 クビ 25．0

68 ファクトゥーラ 牝5黒鹿55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462－ 8 〃 ハナ 38．0�
22 パ イ ネ 牝4黒鹿55 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 438＋ 2 〃 ハナ 3．3
33 フルートフルデイズ 牝4黒鹿55 菱田 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：51．81� 38．0�
69 バトーブラン 牝4芦 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 4 〃 アタマ 26．5�
812 シ ャ ト ン 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 466± 01：52．33 183．0�
711 レミニシェンザ 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 アタマ 5．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，749，900円 複勝： 38，413，000円 枠連： 6，953，300円
馬連： 36，630，900円 馬単： 15，962，200円 ワイド： 35，133，400円
3連複： 57，660，400円 3連単： 67，485，800円 計： 281，988，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 480円 � 190円 枠 連（1－8） 4，900円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 580円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 57，560円

票 数

単勝票数 計 237499 的中 � 39314（2番人気）
複勝票数 計 384130 的中 � 56341（3番人気）� 16615（8番人気）� 57339（2番人気）
枠連票数 計 69533 的中 （1－8） 1099（16番人気）
馬連票数 計 366309 的中 �� 5465（18番人気）
馬単票数 計 159622 的中 �� 1469（31番人気）
ワイド票数 計 351334 的中 �� 5307（19番人気）�� 16676（5番人気）�� 4543（26番人気）
3連複票数 計 576604 的中 ��� 4491（34番人気）
3連単票数 計 674858 的中 ��� 850（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．2―50．1―1：02．5―1：14．7―1：26．8―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフラヴィア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．11．24 京都1着

2017．4．16生 牝4栗 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 7戦2勝 賞金 17，510，000円
〔3走成績による出走制限〕 シャトン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月6日まで平地競走に出走できない。



05081 3月6日 曇 不良 （3小倉2） 第7日 第9競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走14時15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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611 ゴールドパラディン 牡4栗 57 吉田 隼人 �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 432－ 21：42．8 1．8�

815 モズピンポン 牡4栗 57 �島 克駿 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 508－ 21：43．22� 3．6�
510 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－121：44．26 118．2�

36 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 57
54 ▲角田 大和武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 440－ 41：44．52 12．2�

35 アイルビーメジャー 牡4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：44．6クビ 215．5�
23 � ダノンローチェ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心�ダノックス 高橋 康之 浦河 有限会社
吉田ファーム 524± 01：45．02� 106．4	

11 グレアミラージュ 牡4鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 454－ 81：45．21� 55．8


714 マイネルエンカント 牡4黒鹿57 国分 優作 �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＋ 21：45．41� 47．7�

47 トリプルシックス 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 478＋ 41：45．71� 12．7�
12 マンノグランプリ 牡5鹿 57 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 506－ 61：46．01� 32．8
24 フームスムート 牡4黒鹿57 荻野 極ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B518± 01：46．1� 16．9�
816 デ フ ィ 牡7鹿 57

53 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 512－ 41：46．2� 18．5�
713� 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 480－ 21：46．3� 307．0�
612 コスモケルビン 牡4鹿 57 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 B508＋ 41：46．4� 167．9�
59 ソ ツ ナ サ 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 458－ 21：48．3大差 48．4�
48 トレジャーシップ 牡4鹿 57 川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 474－ 4 （競走中止） 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，557，800円 複勝： 46，599，500円 枠連： 9，494，200円
馬連： 40，775，600円 馬単： 20，626，500円 ワイド： 39，685，900円
3連複： 62，787，200円 3連単： 89，255，800円 計： 336，782，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，360円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 200円 �� 2，530円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 7，030円 3 連 単 ��� 16，750円

票 数

単勝票数 計 275578 的中 � 118758（1番人気）
複勝票数 計 465995 的中 � 225946（1番人気）� 67765（2番人気）� 3502（13番人気）
枠連票数 計 94942 的中 （6－8） 25871（1番人気）
馬連票数 計 407756 的中 �� 107877（1番人気）
馬単票数 計 206265 的中 �� 33150（1番人気）
ワイド票数 計 396859 的中 �� 66907（1番人気）�� 3413（25番人気）�� 1996（40番人気）
3連複票数 計 627872 的中 ��� 6689（19番人気）
3連単票数 計 892558 的中 ��� 3863（38番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．8―42．6―54．8―1：06．9―1：19．0―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
15，11（10，7，16）9（5，6）（3，4）（1，12，8）（14，13）－2・（15，11）9（10，7，16）6（5，4）（3，12）1（14，13）－2＝8

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパラディン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．25 小倉7着

2017．4．14生 牡4栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 16戦2勝 賞金 29，160，000円
〔競走中止〕 トレジャーシップ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ニンギルス号の騎手角田大和は，3コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 トレジャーシップ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ソツナサ号は，3コーナー通過後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

05082 3月6日 曇 稍重 （3小倉2） 第7日 第10競走 ��
��1，200�

しばざくら

芝 桜 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 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

12 フォイアーロート 牡3青鹿56 �島 克駿吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470－ 41：10．2 7．0�
713 モンファボリ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 21：10．51� 7．2�
35 タマモダイジョッキ 牡3栗 56 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 61：10．6	 11．8�
817 クインズセージ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 506－ 21：10．7� 18．4�
510 ニシノリース 牝3黒鹿54 菅原 明良西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 426± 0 〃 クビ 4．3	
11 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿54 斎藤 新後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：10．8クビ 23．4

612 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 426－ 41：10．91 59．7�
24 アンジュソレイユ 牝3栗 54 浜中 俊犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 436± 01：11．0	 4．6�
59 
 ノボミラクル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 472－ 61：11．1� 55．6
815 ウインミニヨン 牝3栗 54 菱田 裕二�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 404－ 21：11．41	 7．1�
714 スイーツマジック 牝3鹿 54 丹内 祐次 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 460－ 8 〃 ハナ 17．9�
816 フライングバレル 牝3鹿 54 泉谷 楓真 �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 B452＋ 21：11．61	 22．3�
23 アンジュマリッシュ 牝3青 54 荻野 極 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：11．7クビ 82．0�
611 ラマルセイエーズ 牝3鹿 54 亀田 温心岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 456± 0 〃 アタマ 143．1�
36 ミヤジオシャラク 牝3鹿 54 田中 健曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 474－ 81：11．91� 132．8�
47 ハイレリーフ 牝3青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B440－ 21：12．0	 77．6�
48 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 460＋ 4 （競走中止） 31．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，262，200円 複勝： 55，386，600円 枠連： 16，542，900円
馬連： 72，004，200円 馬単： 26，953，500円 ワイド： 62，961，700円
3連複： 128，394，600円 3連単： 114，600，300円 計： 513，106，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 320円 � 410円 枠 連（1－7） 1，840円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，890円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 17，120円 3 連 単 ��� 92，520円

票 数

単勝票数 計 362622 的中 � 41257（3番人気）
複勝票数 計 553866 的中 � 53119（4番人気）� 45425（5番人気）� 33723（6番人気）
枠連票数 計 165429 的中 （1－7） 6941（10番人気）
馬連票数 計 720042 的中 �� 21739（9番人気）
馬単票数 計 269535 的中 �� 3659（21番人気）
ワイド票数 計 629617 的中 �� 16630（10番人気）�� 8472（26番人気）�� 7176（29番人気）
3連複票数 計1283946 的中 ��� 5623（67番人気）
3連単票数 計1146003 的中 ��� 898（318番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．0―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォイアーロート �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．22 阪神5着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 4戦2勝 賞金 16，285，000円
〔競走中止〕 ピュアエール号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 アンジュマリッシュ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



05083 3月6日 曇 稍重 （3小倉2） 第7日 第11競走
ウインズ八代開設10周年記念

��
��2，000�

や つ し ろ

八 代 特 別
発走15時25分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

48 ジェットモーション �5黒鹿57 浜中 俊�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B526－ 42：02．1 8．0�
24 オールザワールド 牡4鹿 57 菅原 明良前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 472－ 82：02．2クビ 4．9�
510 ダディーズトリップ 牡5青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B450－ 62：02．3	 5．0�
23 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 
島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462－ 22：02．4	 10．0�
47 ウレキサイト 牡5芦 57 泉谷 楓真 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B510＋ 82：02．5� 100．1	
59 スーパーフェザー �6鹿 57 川又 賢治吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 476－ 22：02．6� 27．0

35 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 470－ 2 〃 ハナ 18．4�
11 スズカノロッソ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 492＋ 2 〃 クビ 9．9�
817 ラストヌードル 牡5鹿 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 508＋ 8 〃 同着 5．1
713 ホウオウエクレール 牡4鹿 57 亀田 温心小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492± 02：02．7クビ 17．7�
815 タイセイシリウス 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 494＋ 22：02．91� 22．8�
612� サマーエモーション 牝4鹿 55 荻野 極ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B430－162：03．11� 38．1�
714 エヴァーガーデン 牝4黒鹿55 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 488＋ 82：03．2	 13．6�
12  エアーポケット 牡4芦 57 小牧 太原 久美子氏 真島 元徳 浦河 佐々木 恵一 B474－ 22：03．41 174．5�

（佐賀）

816 レーガノミクス 牡6鹿 57 国分 優作�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520－102：03．5� 121．1�
611 ジャディード 牡6黒鹿57 菊沢 一樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B448－ 22：04．35 184．9�
36 � ココナッツスルー 牝6黒鹿55 斎藤 新飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 452＋ 42：05．15 67．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，897，000円 複勝： 84，757，000円 枠連： 37，368，500円
馬連： 167，344，700円 馬単： 52，678，100円 ワイド： 115，793，100円
3連複： 282，324，700円 3連単： 268，340，700円 計： 1，060，503，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 180円 � 170円 枠 連（2－4） 1，370円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，080円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 21，290円

票 数

単勝票数 計 518970 的中 � 51558（4番人気）
複勝票数 計 847570 的中 � 73168（5番人気）� 124198（2番人気）� 140074（1番人気）
枠連票数 計 373685 的中 （2－4） 21032（7番人気）
馬連票数 計1673447 的中 �� 62177（5番人気）
馬単票数 計 526781 的中 �� 9709（11番人気）
ワイド票数 計1157931 的中 �� 32676（8番人気）�� 26845（10番人気）�� 54913（1番人気）
3連複票数 計2823247 的中 ��� 57607（2番人気）
3連単票数 計2683407 的中 ��� 9134（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．7―50．2―1：03．1―1：14．8―1：26．5―1：38．0―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェットモーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．1．13 京都4着

2016．5．22生 �5黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 7戦3勝 賞金 30，399，000円

05084 3月6日 曇 稍重 （3小倉2） 第7日 第12競走 1，200�
お お む た

大 牟 田 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

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± 01：09．3 3．7�
11 マイネルチューダ 牡4鹿 57 秋山 稔樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 452± 0 〃 クビ 33．8�
48 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 456－ 2 〃 アタマ 3．9�
23 アンクルテイオウ 牡5鹿 57 菱田 裕二塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B482－ 41：09．61� 22．9�
818 メイクアンシー 牡5青鹿57 泉谷 楓真チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 460－101：09．91� 11．9�
715 ヒ バ リ 牝4黒鹿55 �島 克駿�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 424－ 21：10．21� 3．8	
611 スリーマグナム 牡6鹿 57 黛 弘人永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 490＋ 2 〃 ハナ 28．2

817 マイネルテナシャス 牡4青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 478± 01：10．3� 28．8�
59 � クイーンズトゥルー 牝6黒鹿55 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 448＋ 2 〃 アタマ 203．7�
714 シシリエンヌ 牝5青鹿55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B490± 01：10．4� 16．5
24 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿55 浜中 俊加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：10．61� 37．1�
47 ノーブルプルート 牝7鹿 55 川又 賢治吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 B496＋ 41：10．7� 33．1�
12 マイネルヘルト 牡4青鹿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 石郷岡 雅樹 418－ 21：10．91� 107．6�
816 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿55 亀田 温心 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：11．0クビ 148．8�
35 グランチェイサー 牡4黒鹿57 斎藤 新落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 452－ 81：11．11 16．9�
612 タツオウカケンラン 牝4青鹿55 菅原 明良鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 444＋ 2 〃 アタマ 45．1�
36 ミヤジシルフィード 牡5芦 57 田中 健曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B480－ 21：11．41� 78．5�
713 アポロヴィクトリア 牝4鹿 55 荻野 極アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 B422－ 21：12．67 91．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，681，200円 複勝： 68，112，500円 枠連： 22，158，800円
馬連： 90，461，000円 馬単： 34，410，600円 ワイド： 80，730，100円
3連複： 163，199，300円 3連単： 157，439，500円 計： 660，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 640円 � 170円 枠 連（1－5） 4，930円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 380円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 39，060円

票 数

単勝票数 計 436812 的中 � 92675（1番人気）
複勝票数 計 681125 的中 � 141054（1番人気）� 19032（11番人気）� 117218（2番人気）
枠連票数 計 221588 的中 （1－5） 3478（19番人気）
馬連票数 計 904610 的中 �� 14542（16番人気）
馬単票数 計 344106 的中 �� 5405（12番人気）
ワイド票数 計 807301 的中 �� 12002（17番人気）�� 61276（1番人気）�� 9472（25番人気）
3連複票数 計1631993 的中 ��� 17645（18番人気）
3連単票数 計1574395 的中 ��� 2922（95番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．6―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードベイリーフ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．27 新潟3着

2017．4．27生 牡4黒鹿 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 17戦2勝 賞金 32，083，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロヴィクトリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6日まで平地競

走に出走できない。



（3小倉2）第7日 3月6日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 181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
5，620，000円
17，750，000円
1，810，000円
21，190，000円
74，857，500円
6，511，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
355，281，600円
559，619，200円
142，938，000円
661，345，900円
271，111，800円
563，589，300円
1，086，899，500円
1，170，715，700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 4，811，501，000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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