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05085 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8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

713 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 444－ 21：09．2 3．4�

612 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 448－ 41：09．41� 2．9�

510 ア シ ナ ダ カ 牝3黒鹿 54
51 ▲松本 大輝�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 21：09．61� 29．9�
36 ケイティミシェル 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 410＋ 2 〃 アタマ 185．7�
47 ウォーターリリー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 476± 01：09．7クビ 136．9�
48 メルティング 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新安原 浩司氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 412＋ 2 〃 クビ 13．4	
35 � 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 480－ 41：09．91� 8．7

816 トーアアネラ 牝3鹿 54 菱田 裕二高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 460＋ 4 〃 ハナ 23．8�
23 アロハロック 牝3青 54 勝浦 正樹荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 420－ 6 〃 アタマ 61．3
817 エンエルヴィエント 牝3黒鹿54 藤岡 佑介街風 �雄氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 452＋ 21：10．0クビ 10．2�
12 ジョージバローズ 牡3黒鹿56 浜中 俊猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 478＋ 41：10．21� 29．2�
11 エスタンピージャ 牝3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 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：10．3クビ 37．5�

714 パラマウント 牝3青鹿54 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 412－121：10．51� 9．5�

818 サウンドクラウン 牡3黒鹿 56
55 ☆菅原 明良増田 雄一氏 和田正一郎 日高 新井 昭二 468－ 2 〃 ハナ 24．9�

59 ラ ブ ム ー ン 牝3鹿 54 丹内 祐次増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 426＋ 61：10．71� 225．3�
715 ギョベクリテペ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 深山 雅史 浦河 栄進牧場 396＋ 21：11．01	 101．3�
611 パンプイットアップ 牝3鹿 54 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック B474＋ 41：11．74 190．8�
24 プロデューサー 牡3鹿 56 荻野 極安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 482－121：12．65 145．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，716，100円 複勝： 48，495，900円 枠連： 12，102，900円
馬連： 53，266，100円 馬単： 22，689，800円 ワイド： 55，215，900円
3連複： 91，175，100円 3連単： 84，133，000円 計： 394，794，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 570円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，120円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 14，690円

票 数

単勝票数 計 277161 的中 � 64364（2番人気）
複勝票数 計 484959 的中 � 114204（2番人気）� 115334（1番人気）� 12967（10番人気）
枠連票数 計 121029 的中 （6－7） 23155（1番人気）
馬連票数 計 532661 的中 �� 81203（1番人気）
馬単票数 計 226898 的中 �� 19104（1番人気）
ワイド票数 計 552159 的中 �� 69032（1番人気）�� 11319（12番人気）�� 11103（13番人気）
3連複票数 計 911751 的中 ��� 19682（6番人気）
3連単票数 計 841330 的中 ��� 4150（31番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハボタン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．9．12 中京7着

2018．5．25生 牝3鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 メイショウハボタン号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロデューサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競走

に出走できない。

05086 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第2競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

59 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 490－ 21：50．8 1．7�
24 エレフセリア 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：50．9� 50．6�
713 エニシノウタ 牝3黒鹿54 �島 克駿岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 440＋10 〃 クビ 7．4�
12 ルグランタンゴ 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：51．0クビ 8．2�
11 デルマアミダ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 アタマ 67．8�
611 テーオーステラ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 414－101：51．31� 7．5	
35 ザベストデイ 牝3栗 54 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 グランデファーム 444－ 21：51．4� 43．5

47 ラズベリーラバー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 438± 0 〃 クビ 440．6�
23 ジオパークフローラ 牝3鹿 54 菊沢 一樹小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 404－101：51．5� 199．2�
48 フレンドリーエース 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ増山 武志氏 新谷 功一 新冠 石郷岡 五月 394－ 6 〃 クビ 151．3
612 イ ザ ニ コ ス 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：51．7� 5．8�

816 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 410± 01：51．8� 264．9�

36 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 432－ 41：52．22� 32．5�

510 ジンフィーズ 牝3鹿 54 川又 賢治谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 412－101：53．910 157．9�
815 キタノクリスタル 牝3栗 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 日高 戸川牧場 390－121：56．4大差 472．6�
714 ビューティーウェイ 牝3栗 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424－10 （競走中止） 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，997，200円 複勝： 61，873，200円 枠連： 8，217，500円
馬連： 40，526，500円 馬単： 21，385，700円 ワイド： 40，623，200円
3連複： 61，195，300円 3連単： 81，505，200円 計： 341，323，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 620円 � 200円 枠 連（2－5） 2，080円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 960円 �� 380円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 23，220円

票 数

単勝票数 計 259972 的中 � 115830（1番人気）
複勝票数 計 618732 的中 � 332006（1番人気）� 11085（8番人気）� 47885（4番人気）
枠連票数 計 82175 的中 （2－5） 3052（8番人気）
馬連票数 計 405265 的中 �� 11295（10番人気）
馬単票数 計 213857 的中 �� 4415（11番人気）
ワイド票数 計 406232 的中 �� 10516（12番人気）�� 30722（4番人気）�� 2660（28番人気）
3連複票数 計 611953 的中 ��� 7740（20番人気）
3連単票数 計 815052 的中 ��� 2544（74番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．9―12．4―12．0―11．9―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．2―50．6―1：02．6―1：14．5―1：26．4―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハーツラプソディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．10．24 東京3着

2018．4．7生 牝3栗 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 4戦1勝 賞金 9，670，000円
〔競走中止〕 ビューティーウェイ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ビューティーウェイ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについ

て過怠金50，000円。（被害馬：13番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノクリスタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7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〕 キャットリング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月7日まで平地競走に出走できない。
※キャットリング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 小倉競馬 第８日



05087 3月7日 曇 重 （3小倉2） 第8日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

68 フィールドモーリス 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 458± 0 58．1 4．0�

33 スプリングローズ 牝3青鹿 54
51 ▲小林 凌大山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 424－ 8 58．31� 76．0�

44 サブロンカズマ 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 4 59．04 2．9�

710 セイブロッケン 牡3黒鹿56 �島 克駿金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 452－ 4 59．21� 6．0�
56 キーパイレーツ 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士北前孔一郎氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 拓樹 462－ 4 〃 アタマ 157．5�
57 ザ ン ト 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみサイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 新冠 森永 聡 432± 0 〃 クビ 5．6�

812 スターリーソング 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新広尾レース	 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 422＋ 2 59．41� 46．7


22 ブ レ ー ド 牝3鹿 54 菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 496＋ 4 〃 クビ 47．5�
11 ヒドゥンジェム 牡3青 56 城戸 義政山上 和良氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 464－ 6 59．61� 23．5�
711 ジュドヴァーグ 牝3栗 54 加藤 祥太 KAJIMOTOホー

ルディングス	 浅見 秀一 浦河 川越ファーム 474± 0 59．81� 126．1
813 カ シ ェ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 454＋101：00．22� 5．0�
45 クマノコドウ 牡3鹿 56 菱田 裕二竹本いずみ氏 柄崎 孝 日高 渋谷 健作 398－ 61：01．26 183．3�
69 パワポケゴー 牡3栗 56 黛 弘人柳原 達也氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 470＋ 21：01．52 369．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，766，300円 複勝： 35，037，200円 枠連： 5，949，900円
馬連： 43，379，000円 馬単： 19，835，300円 ワイド： 35，453，700円
3連複： 58，384，700円 3連単： 75，496，600円 計： 303，302，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 860円 � 130円 枠 連（3－6） 9，330円

馬 連 �� 10，010円 馬 単 �� 14，900円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 240円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 48，690円

票 数

単勝票数 計 297663 的中 � 58895（2番人気）
複勝票数 計 350372 的中 � 72434（2番人気）� 6263（8番人気）� 87234（1番人気）
枠連票数 計 59499 的中 （3－6） 494（19番人気）
馬連票数 計 433790 的中 �� 3358（23番人気）
馬単票数 計 198353 的中 �� 998（37番人気）
ワイド票数 計 354537 的中 �� 2599（26番人気）�� 45791（1番人気）�� 4280（19番人気）
3連複票数 計 583847 的中 ��� 6715（21番人気）
3連単票数 計 754966 的中 ��� 1124（148番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．0―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールドモーリス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．29 阪神12着

2018．3．6生 牡3鹿 母 エバーシャイニング 母母 ルヴァーガール 4戦1勝 賞金 7，100，000円
※出走取消馬 ナリタブルホーク号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

05088 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8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

55 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 486－ 43：15．5 5．9�
79 ニホンピロタイド 牡6青鹿60 中村 将之小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502－ 43：15．71� 9．5�
33 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 510－ 43：16．02 2．0�
811� 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 512－ 43：16．21 7．2�
56 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 B524＋ 43：16．41� 27．6�
44 � コトブキアゲート 牡5栗 60 草野 太郎尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 474－ 23：16．5� 244．8	
11 マ ス カ テ ル 牡4鹿 59 難波 剛健 
シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488－ 23：17．13� 16．5�
67 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 470－ 4 〃 アタマ 10．0�
812 クリエイトザライフ �5栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 488＋223：17．2� 23．2
22 ハローマイディア 牡8黒鹿60 白浜 雄造飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472－ 43：18．05 13．8�
68 ブリリアントリリー 牝6鹿 58 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 43：20．1大差 96．8�
710 テンチシンメイ 牡4鹿 59 石神 深一岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 510＋ 6 （競走中止） 68．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，624，400円 複勝： 26，798，500円 枠連： 6，594，700円
馬連： 30，549，300円 馬単： 16，487，600円 ワイド： 27，416，700円
3連複： 54，290，400円 3連単： 75，586，300円 計： 258，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 230円 � 110円 枠 連（5－7） 2，120円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 870円 �� 230円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 15，460円

票 数

単勝票数 計 206244 的中 � 27763（2番人気）
複勝票数 計 267985 的中 � 36161（2番人気）� 19880（6番人気）� 93094（1番人気）
枠連票数 計 65947 的中 （5－7） 2407（8番人気）
馬連票数 計 305493 的中 �� 8572（12番人気）
馬単票数 計 164876 的中 �� 2981（15番人気）
ワイド票数 計 274167 的中 �� 7060（11番人気）�� 35462（1番人気）�� 12934（5番人気）
3連複票数 計 542904 的中 ��� 20408（6番人気）
3連単票数 計 755863 的中 ��� 3543（48番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 53．0－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡8芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 障害：4戦1勝 賞金 13，100，000円
〔競走中止〕 テンチシンメイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オウケンブラック号



05089 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10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

22 ワイドエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 500＋ 42：02．3 4．2�
45 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 494－ 22：03．15 7．2�
33 マテンロウスタイル 牡3黒鹿56 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 502－122：03．2クビ 20．6�
11 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± 02：03．3� 19．2�
34 ウエストサイド 牡3鹿 56 吉田 隼人吉田 千津氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 クビ 10．7�
711 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋ 22：03．4クビ 5．7	
57 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 510＋ 22：03．82� 3．8�
46 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 460＋ 22：04．12 39．9�
58 ベルウッドアリイ 牡3栗 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 折手牧場 464－ 82：04．31� 160．1
814 ラッキーパラダイス 牡3青鹿56 菱田 裕二孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 500＋14 〃 ハナ 278．4�
813 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 荻野 琢真�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 454± 02：04．4� 9．8�
712 キタサンカゲツ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真
大野商事 本田 優 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 82：04．93 11．1�
69 ビーナスオーキッド 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 462－ 22：05．22 57．4�
610 トーホウワールド 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 492＋ 42：06．05 137．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，213，600円 複勝： 50，434，400円 枠連： 8，690，600円
馬連： 49，058，600円 馬単： 19，788，300円 ワイド： 46，957，200円
3連複： 79，566，300円 3連単： 84，393，600円 計： 366，102，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 250円 � 540円 枠 連（2－4） 1，260円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，430円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 40，810円

票 数

単勝票数 計 272136 的中 � 51261（2番人気）
複勝票数 計 504344 的中 � 87957（2番人気）� 53176（4番人気）� 19805（9番人気）
枠連票数 計 86906 的中 （2－4） 5340（5番人気）
馬連票数 計 490586 的中 �� 29062（3番人気）
馬単票数 計 197883 的中 �� 5838（7番人気）
ワイド票数 計 469572 的中 �� 25880（3番人気）�� 8172（19番人気）�� 5403（29番人気）
3連複票数 計 795663 的中 ��� 5821（38番人気）
3連単票数 計 843936 的中 ��� 1499（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．6―49．7―1：02．1―1：14．5―1：26．5―1：38．4―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイドエンペラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．5 中京9着

2018．3．15生 牡3鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ベルウッドアリイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月7日まで平地競走に出走でき

ない。

05090 3月7日 曇 重 （3小倉2） 第8日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時40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

611 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 478－ 61：46．2 4．1�
58 スズカマクフィ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 2 〃 クビ 4．8�
22 アルバミノル 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：46．3クビ 3．3�
610 グロワールミノル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 456－141：46．62 114．2�
34 ワイドモーゼ 牡3青鹿 56

53 ▲秋山 稔樹幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 478＋ 2 〃 クビ 13．7�
713 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 484＋ 21：46．7クビ 18．5�
814 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 478－ 41：46．81 4．5	
23 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 496－ 21：46．9� 53．0

35 リーヴルネッサンス 牡3栗 56 荻野 琢真 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 平取 川向高橋育
成牧場 446± 01：47．32 94．3�

11 ブルヴェール 牡3黒鹿 56
54 △山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 466＋ 31：47．51� 308．6

712 アローテソーロ �3黒鹿 56
52 ★永島まなみ了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 熊本 本田 土寿 444－ 2 〃 クビ 18．6�
46 ソンノウジョウイ 牡3鹿 56 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 村上牧場 464－ 41：48．03 193．0�
47 イタダキマショウ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大福田 光博氏 青木 孝文 新ひだか 萩澤 俊雄 B424－ 81：48．42� 336．7�
815 リリーブライト 牡3鹿 56 吉田 隼人 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466－ 41：49．14 33．4�
59 アイルビーザワン 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝 �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 476＋ 61：49．41� 30．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，685，200円 複勝： 33，146，900円 枠連： 7，307，400円
馬連： 36，134，700円 馬単： 15，922，300円 ワイド： 32，752，000円
3連複： 54，768，800円 3連単： 63，275，700円 計： 265，993，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（5－6） 870円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 226852 的中 � 43440（2番人気）
複勝票数 計 331469 的中 � 66525（2番人気）� 51000（4番人気）� 67787（1番人気）
枠連票数 計 73074 的中 （5－6） 6477（4番人気）
馬連票数 計 361347 的中 �� 26485（4番人気）
馬単票数 計 159223 的中 �� 6114（7番人気）
ワイド票数 計 327520 的中 �� 21598（5番人気）�� 31128（1番人気）�� 24713（2番人気）
3連複票数 計 547688 的中 ��� 33017（2番人気）
3連単票数 計 632757 的中 ��� 7654（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．5―43．7―56．4―1：08．6―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ル ト ボ ス �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．24 東京5着

2018．4．2生 牡3鹿 母 ヤマイチシキブ 母母 サクセスアルデンテ 6戦1勝 賞金 8，570，000円
〔騎手変更〕 アルバミノル号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため泉谷楓真に変更。



05091 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

36 ストラトスフィア 牝5鹿 55
52 ▲秋山 稔樹�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 21：09．4 17．3�
612 ショウナンバービー 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 500＋ 4 〃 アタマ 21．3�
35 � アスタウンデッド 牡4鹿 57 横山 和生中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 422＋ 2 〃 ハナ 69．6�
12 ディヴィナシオン 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 450± 01：09．71� 4．2�
816 アサケエース 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 436－ 2 〃 クビ 2．7	
47 � ホウオウグラス 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 422± 01：09．8アタマ 103．2

59 メイショウオニテ 牡5青鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 B450－ 6 〃 ハナ 44．4�
713 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 吉田 隼人森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 464± 0 〃 クビ 6．0�
817 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 B488－ 41：10．01� 53．1
11 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 446＋ 6 〃 ハナ 40．1�
611 ロ ナ 牝5黒鹿 55

51 ★永島まなみ桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B458－ 2 〃 クビ 16．9�
23 � 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 508－ 61：10．1クビ 8．8�
714 シ コ ウ 牡4青鹿 57

56 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478－ 2 〃 アタマ 27．7�
24 スウィートメリナ 牝4栗 55 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 434＋ 21：10．41� 58．3�
510 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 484－ 2 〃 クビ 70．5�
815� マルガリーテース 牝4鹿 55 �島 克駿前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 61：10．5クビ 20．8�
48 シオンコタン 牝5鹿 55

53 △山田 敬士村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B450± 01：11．67 333．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 32，678，000円 複勝： 51，296，100円 枠連： 11，047，200円
馬連： 53，556，000円 馬単： 22，241，300円 ワイド： 54，112，100円
3連複： 96，240，500円 3連単： 96，460，400円 計： 417，631，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 610円 � 560円 � 1，580円 枠 連（3－6） 5，060円

馬 連 �� 16，580円 馬 単 �� 33，030円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 13，150円 �� 18，930円

3 連 複 ��� 224，860円 3 連 単 ��� 1，043，780円

票 数

単勝票数 計 326780 的中 � 15049（6番人気）
複勝票数 計 512961 的中 � 22775（7番人気）� 25046（6番人気）� 8108（15番人気）
枠連票数 計 110472 的中 （3－6） 1691（18番人気）
馬連票数 計 535560 的中 �� 2502（51番人気）
馬単票数 計 222413 的中 �� 505（95番人気）
ワイド票数 計 541121 的中 �� 2727（54番人気）�� 1060（90番人気）�� 735（106番人気）
3連複票数 計 962405 的中 ��� 321（379番人気）
3連単票数 計 964604 的中 ��� 67（1935番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストラトスフィア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2019．3．3 阪神11着

2016．5．1生 牝5鹿 母 コズミックウィッシュ 母母 Cosmic Fire 12戦2勝 賞金 13，860，000円
〔騎手変更〕 メイショウオニテ号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※アスタウンデッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05092 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：44．1
1：43．9

良
良

22 サマービート 牡4鹿 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 41：49．6 7．0�

89 メイショウカクウン 牡6青鹿57 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 456－ 61：49．81� 16．6�
44 コンフィテーロ 牡4青鹿57 吉田 隼人ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋141：49．9クビ 3．8�
78 ステラドーロ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 41：50．0� 16．3�
77 ウインアステロイド 牡4青鹿57 原田 和真�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 21：50．21� 4．1�
66 ボ マ ラ イ ン �4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 B462－ 61：50．41� 15．8	
33 アンブローニュ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：50．5クビ 50．6

55 	 アイロンワークス 牡4鹿 57 
島 克駿ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 470－14 〃 クビ 4．6�
11 メデタシメデタシ 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462＋ 21：50．71 33．6�
810 マジストラル 牡5鹿 57 川又 賢治 サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 486－ 61：50．91� 6．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，167，600円 複勝： 39，812，500円 枠連： 6，980，500円
馬連： 39，144，000円 馬単： 17，908，900円 ワイド： 34，040，500円
3連複： 55，161，600円 3連単： 76，052，100円 計： 295，267，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 360円 � 170円 枠 連（2－8） 1，820円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 640円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 61，740円

票 数

単勝票数 計 261676 的中 � 29759（5番人気）
複勝票数 計 398125 的中 � 41016（5番人気）� 24259（6番人気）� 74519（2番人気）
枠連票数 計 69805 的中 （2－8） 2960（9番人気）
馬連票数 計 391440 的中 �� 4933（26番人気）
馬単票数 計 179089 的中 �� 1281（47番人気）
ワイド票数 計 340405 的中 �� 4844（25番人気）�� 14176（7番人気）�� 8703（12番人気）
3連複票数 計 551616 的中 ��� 5716（34番人気）
3連単票数 計 760521 的中 ��� 893（257番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．7―38．9―50．9―1：02．4―1：13．8―1：25．2―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サマービート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．7．13 中京4着

2017．2．15生 牡4鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 11戦1勝 賞金 17，200，000円
〔騎手変更〕 アイロンワークス号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため
島克駿に変更。



05093 3月7日 曇 重 （3小倉2） 第8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）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 吉田 隼人山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B424－ 21：43．9 2．7�
22 � 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± 01：44．11� 21．1�

713 チェインストーリー 牝4栗 55
53 △山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 21：44．2クビ 5．5�
46 � ブライトパス 牝6鹿 55 横山 和生 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：44．83� 6．0�
47 オウケンロジータ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 496＋ 21：44．91 13．4�
59 アンジェリーブル 牝5栗 55 菊沢 一樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474＋ 41：45．32� 4．8	
611 プリヴェット 牝6鹿 55 城戸 義政下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 488－ 21：45．61� 183．3

815 アルディフルール 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真吉田 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 468－101：45．91� 55．7�

35 エ ウ ロ パ 牝4栗 55 丹内 祐次 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：46．0クビ 160．2
34 � サンマルキャンディ 牝4黒鹿55 菱田 裕二相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 492－24 〃 アタマ 72．8�
23 ス ズ カ ゼ 牝7鹿 55

54 ☆菅原 明良 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 488± 0 〃 クビ 105．7�

712 テイエムクイーン 牝4鹿 55
51 ★永島まなみ竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 484± 01：46．1クビ 13．8�

58 スペロラルーチェ 牝5栗 55
54 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 436＋ 21：46．31 407．0�

610 シ ェ ー ン 牝4芦 55
54 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 21：46．51� 12．6�
814� ジ ェ ッ タ ー 牝4栗 55

52 ▲秋山 稔樹鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 424＋ 21：46．82 374．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，230，900円 複勝： 50，075，700円 枠連： 12，867，200円
馬連： 61，769，400円 馬単： 27，393，300円 ワイド： 57，496，200円
3連複： 96，541，500円 3連単： 117，057，200円 計： 462，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 360円 � 190円 枠 連（1－2） 3，010円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 950円 �� 490円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 29，010円

票 数

単勝票数 計 392309 的中 � 115016（1番人気）
複勝票数 計 500757 的中 � 116104（1番人気）� 27581（8番人気）� 65503（4番人気）
枠連票数 計 128672 的中 （1－2） 3312（13番人気）
馬連票数 計 617694 的中 �� 19040（9番人気）
馬単票数 計 273933 的中 �� 5337（13番人気）
ワイド票数 計 574962 的中 �� 15152（12番人気）�� 32223（4番人気）�� 10522（19番人気）
3連複票数 計 965415 的中 ��� 12422（22番人気）
3連単票数 計1170572 的中 ��� 2925（94番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．4―43．4―55．5―1：07．4―1：19．4―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーシエンプロ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．1．13 京都6着

2017．4．1生 牝4栗 母 ワンダーストーリリ 母母 ワンダーマドンナ 15戦2勝 賞金 29，530，000円
〔騎手変更〕 プリヴェット号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため城戸義政に変更。

05094 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第10競走 2，600�
い な さ や ま

稲 佐 山 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

89 ウインベイランダー 牡4芦 56 藤岡 佑介�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 22：41．9 5．8�
88 プレイリードリーム 牡5鹿 57 吉田 隼人田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 454－ 22：42．0� 10．5�
55 ウインローズブーケ 牝4黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 4 〃 クビ 11．1�
11 オメガデラックス �4黒鹿56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432± 02：42．1� 17．1�
77 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿56 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 480＋ 42：42．3� 2．9�
33 � 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 472＋ 22：42．62 5．4	
22 ロックグラス 牡4鹿 56 	島 克駿橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466± 02：42．81 14．1

66 リンドブラッド 牡4鹿 56 菱田 裕二�G1レーシング 四位 洋文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 4 〃 クビ 5．2�
44 � タ カ ン ナ 牝4栗 54 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B440－ 42：43．43� 20．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，403，200円 複勝： 43，967，300円 枠連： 9，026，800円
馬連： 55，918，800円 馬単： 27，253，600円 ワイド： 43，455，000円
3連複： 82，134，500円 3連単： 128，503，500円 計： 425，662，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 320円 � 320円 枠 連（8－8） 2，700円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 880円 �� 760円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 40，430円

票 数

単勝票数 計 354032 的中 � 48010（4番人気）
複勝票数 計 439673 的中 � 53804（4番人気）� 34650（7番人気）� 34748（6番人気）
枠連票数 計 90268 的中 （8－8） 2588（10番人気）
馬連票数 計 559188 的中 �� 14216（14番人気）
馬単票数 計 272536 的中 �� 3787（23番人気）
ワイド票数 計 434550 的中 �� 12744（13番人気）�� 15019（9番人気）�� 7796（22番人気）
3連複票数 計 821345 的中 ��� 8000（33番人気）
3連単票数 計1285035 的中 ��� 2304（166番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―12．4―12．4―12．7―12．9―12．9―12．4―11．9―11．9―12．0―11．8―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�
13．5―25．8―38．2―50．6―1：03．3―1：16．2―1：29．1―1：41．5―1：53．4―2：05．3―2：17．3―2：29．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインベイランダー 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 パントレセレブル デビュー 2019．11．3 京都4着

2017．2．14生 牡4芦 母 シュフルール 母母 ベイフィオーリ 16戦2勝 賞金 22，642，000円



05095 3月7日 曇 稍重 （3小倉2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�

だんのうら

壇之浦ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

811 マイネルウィルトス 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 81：47．8 10．9�

67 � ダブルシャープ 牡6鹿 57 浜中 俊天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 488－ 4 〃 ハナ 2．7�
33 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 57 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 476－ 21：48．11	 6．9�

11 リトミカメンテ 牝5栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 61：48．31 2．8�

810 トゥザフロンティア 牡6鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：48．41 17．3	
55 イ ル マ タ ル 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 458－ 81：48．5
 20．6

79 イノセントミューズ 牝5鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 21：49．03 35．1�
44 バレーノロッソ 牡6栗 57 斎藤 新 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 500－ 81：49．1	 50．9�
22 ハ ウ エ バ ー 牡7栗 57 菅原 明良古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム B426－ 21：49．31� 82．8
78 � レッドフィオナ 牝6芦 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464＋ 21：49．4クビ 71．7�
66 シャフトオブライト 牡6栗 57 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454－101：49．72 8．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，744，600円 複勝： 70，245，100円 枠連： 27，987，400円
馬連： 163，269，500円 馬単： 70，045，700円 ワイド： 102，229，100円
3連複： 259，780，700円 3連単： 380，557，600円 計： 1，134，859，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 280円 � 130円 � 180円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 460円 �� 950円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 計 607446 的中 � 44358（5番人気）
複勝票数 計 702451 的中 � 50703（5番人気）� 176079（1番人気）� 94110（3番人気）
枠連票数 計 279874 的中 （6－8） 28996（3番人気）
馬連票数 計1632695 的中 �� 105549（6番人気）
馬単票数 計 700457 的中 �� 14243（15番人気）
ワイド票数 計1022291 的中 �� 57904（6番人気）�� 25556（13番人気）�� 67623（4番人気）
3連複票数 計2597807 的中 ��� 80059（7番人気）
3連単票数 計3805576 的中 ��� 15820（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．5―48．4―1：00．2―1：12．1―1：23．9―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルウィルトス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．9．29 阪神3着

2016．3．17生 牡5黒鹿 母 マイネボヌール 母母 コスモフォーチュン 26戦4勝 賞金 103，387，000円
〔騎手変更〕 パトリック号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため横山和生に変更。

05096 3月7日 曇 重 （3小倉2） 第8日 第12競走 ��1，700�
ゆ ふ い ん

由 布 院 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，2．3．7以降3．2．28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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

22 イプシランテ 牡4鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 524－161：43．5 1．7�
58 ソプラドール 牝4栗 52 斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476－ 61：43．6クビ 20．5�
815 プエルタデルソル 牡7栗 55 菅原 明良前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 21：44．13 8．8�
610 ドルチェリア �8鹿 55 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 516＋ 2 〃 ハナ 7．4�
59 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿54 菱田 裕二加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 500－ 6 〃 アタマ 17．8�
46 モリノカワセミ 牝5鹿 51 菊沢 一樹森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 462＋ 81：44．2クビ 13．0	
34 ルドンカズマ 牡4鹿 55 浜中 俊合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 486－ 2 〃 アタマ 11．1

713 メイショウフォイル 牡4鹿 54 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 510＋ 5 〃 クビ 28．7�
35 フラッグアドミラル 牡7黒鹿56 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 472± 01：44．51� 10．8�
23 モ ン オ ー ル 牝5栗 52 川又 賢治吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464＋22 〃 ハナ 132．9
611� プレストレジェーロ 牝4鹿 51 小林 凌大米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 456－ 21：45．77 165．6�
814 ウインドオブホープ �8栗 53 黛 弘人�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 530± 01：45．91� 185．3�
47 ウンダモシタン 牝4黒鹿52 亀田 温心小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 450－ 8 〃 クビ 52．2�
712 クリノヴィクトリア 牝7栗 50 秋山 稔樹栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 464－ 41：47．17 229．2�

（14頭）
11 エースレイジング 牡4黒鹿54 藤岡 佑介三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 446－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 61，171，500円 複勝： 87，569，400円 枠連： 19，738，900円
馬連： 102，100，300円 馬単： 39，046，900円 ワイド： 84，643，100円
3連複： 165，228，500円 3連単： 172，802，100円 計： 732，300，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 370円 � 200円 枠 連（2－5） 1，020円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 730円 �� 450円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 14，760円

票 数

単勝票数 差引計 611715（返還計 46789） 的中 � 275292（1番人気）
複勝票数 差引計 875694（返還計 53410） 的中 � 281180（1番人気）� 41289（8番人気）� 96673（3番人気）
枠連票数 差引計 197389（返還計 34874） 的中 （2－5） 14877（3番人気）
馬連票数 差引計1021003（返還計189803） 的中 �� 41971（7番人気）
馬単票数 差引計 390469（返還計 74691） 的中 �� 11451（6番人気）
ワイド票数 差引計 846431（返還計141967） 的中 �� 29637（8番人気）�� 51453（4番人気）�� 13241（21番人気）
3連複票数 差引計1652285（返還計485903） 的中 ��� 28897（14番人気）
3連単票数 差引計1728021（返還計527466） 的中 ��� 8484（29番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．3―12．7―12．2―12．0―12．2―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．7―29．0―41．7―53．9―1：05．9―1：18．1―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イプシランテ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．9 京都1着

2017．2．1生 牡4鹿 母 エレンウィルモット 母母 キャットクイル 6戦3勝 賞金 37，886，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 エースレイジング号の騎手藤岡康太は，第2競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔競走除外〕 エースレイジング号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

３レース目



（3小倉2）第8日 3月7日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 164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

189，950，000円
7，300，000円
21，360，000円
1，190，000円
21，050，000円
69，266，500円
5，218，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
409，398，600円
598，752，200円
136，511，000円
728，672，200円
319，998，700円
614，394，700円
1，154，467，900円
1，435，823，300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 5，398，018，600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8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。



令和3年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，381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

1，599，360，000円
30，550，000円
156，000，000円
12，630，000円
181，600，000円
566，798，500円
46，509，500円
13，257，600円

勝馬投票券売得金
3，215，356，700円
4，947，791，900円
1，170，478，400円
5，877，560，300円
2，490，935，000円
5，003，603，500円
9，904，593，900円
11，212，709，300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 43，823，029，000円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回小倉競馬は，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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