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05025 2月18日 曇 稍重 （5小倉2） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

510 コパノパサディナ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 浦河 大北牧場 522－ 61：45．9 2．9�
714 タロントゥーズ 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 21：46．96 7．9�
815� ガ ン ウ ル フ 牡3鹿 56 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm 502－ 21：48．28 1．7�
47 キャロルビアンカ 牝3鹿 54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470＋ 21：48．94 23．7�
12 ダンツセリカ 牡3栗 56 和田 翼山元 哲二氏 谷 潔 新冠 村上 欽哉 480－ 21：49．21� 206．8�
48 ゲットザフェイム 牡3芦 56 丸山 元気槙 和美氏 清水 久詞 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 464＋ 21：49．51� 154．1	
36 アーユーレディ 牡3栗 56

55 ☆角田 大和 
吉澤ホールディングス 相沢 郁 新ひだか 北洋牧場 496－ 61：49．6� 155．6�
23 コーラフロート 牡3鹿 56 中井 裕二中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 470－ 61：49．7クビ 133．5�
713 ラ フ ト 牡3青鹿56 斎藤 新荒井 泰樹氏 畠山 吉宏 新ひだか 坂本 智広 456± 01：49．91� 46．2
816 ジューンスパーク 牡3鹿 56 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 安平 追分ファーム 478＋10 〃 ハナ 141．6�
35 アイアンオー 牡3栗 56 丹内 祐次池上 一馬氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 71．1�
24 オボロヅキヨ 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔
OUMA 渡辺 薫彦 浦河 桑田牧場 428－ 21：50．0� 442．2�
11 リリーブースター 牡3鹿 56 水口 優也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 550－ 61：50．1� 210．1�
59 ヘラクレスノット 	3栗 56

55 ☆泉谷 楓真吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム B462－ 21：50．52� 11．3�
611 テリオスカイ 牡3芦 56

55 ☆松本 大輝鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 498＋ 21：51．67 443．6�
612 テイエムスペシャル 	3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 坂本 春雄 B478± 01：53．08 458．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，431，100円 複勝： 50，980，800円 枠連： 11，410，100円
馬連： 38，637，900円 馬単： 21，022，300円 ワイド： 44，655，300円
3連複： 75，982，500円 3連単： 90，398，500円 計： 369，518，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 150円 �� 240円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 364311 的中 � 99217（2番人気）
複勝票数 計 509808 的中 � 120575（2番人気）� 59536（3番人気）� 211197（1番人気）
枠連票数 計 114101 的中 （5－7） 18627（3番人気）
馬連票数 計 386379 的中 �� 49074（2番人気）
馬単票数 計 210223 的中 �� 14466（4番人気）
ワイド票数 計 446553 的中 �� 48015（2番人気）�� 87973（1番人気）�� 40469（3番人気）
3連複票数 計 759825 的中 ��� 131467（1番人気）
3連単票数 計 903985 的中 ��� 21164（5番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．4―13．4―12．6―12．2―12．4―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．8―44．2―56．8―1：09．0―1：21．4―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
10，14（3，7，16）（11，15）（2，6）（9，12）（5，13）（1，4）8
10，14，15（3，7，16）－6（2，11）（5，13）（1，12，8，4）9

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

勝馬の
紹 介

コパノパサディナ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2022．11．12 阪神4着

2020．3．5生 牡3栗 母 プリンシプルレディ 母母 ペ リ ー ヌ 5戦1勝 賞金 11，680，000円
〔制裁〕 ヘラクレスノット号の騎手泉谷楓真は，調整ルームへの入室が遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テリオスカイ号・テイエムスペシャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

18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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リグレイアー号

05026 2月18日 曇 稍重 （5小倉2） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

59 ウインスノーライト 牡3芦 56 長岡 禎仁�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 480－ 22：02．7 2．8�
12 スズカハービン 牡3栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466＋ 22：02．8クビ 5．3�
713 モンテコルノ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：02．9� 10．0�
714 エイトキングゴッド 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 クビ 85．8�
815 リリーバローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 434± 02：03．0クビ 3．8	
817 カ ズ キ 牡3鹿 56

54 △原 優介大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 434－102：03．21� 59．0

611 ド ゥ ワ ー 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 448＋ 42：03．3� 19．9�
47 シルバープリペット 牡3芦 56 勝浦 正樹�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 456± 0 〃 クビ 72．2�
24 サダムターゲット 牡3鹿 56 藤岡 康太大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 松浦牧場 478＋ 42：03．4� 144．8
36 ウイントルヴェール 牡3青 56

54 ◇藤田菜七子�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 440－ 22：03．82� 82．8�
510 ダノンワンナップ 牡3鹿 56 北村 友一�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B470－ 42：03．9アタマ 13．7�
816 オフィスバトル 牡3鹿 56 菱田 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 500－ 2 〃 クビ 39．2�
612 ジューンフリーダム 牡3黒鹿56 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 日高 白井牧場 484 ―2：04．0クビ 41．5�
11 ディーエスソフィア 牡3青鹿 56

55 ☆小沢 大仁秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 458± 02：04．1� 117．0�
35 ウインステイトリー 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝�ウイン 上原 博之 日高 槇本牧場 B516± 02：04．84 455．7�
48 クラシカルビジュー 牝3黒鹿54 幸 英明福盛 訓之氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470－ 62：04．9クビ 9．2�
23 ファーレンジョー 牡3黒鹿56 黛 弘人ダイヤストーン組合 中野 栄治 新冠 シンカンファーム 440± 02：05．32� 607．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，887，900円 複勝： 37，926，600円 枠連： 8，181，100円
馬連： 37，652，100円 馬単： 16，238，900円 ワイド： 43，732，700円
3連複： 66，335，300円 3連単： 64，189，500円 計： 301，144，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 � 260円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 268879 的中 � 75543（1番人気）
複勝票数 計 379266 的中 � 80418（1番人気）� 55433（3番人気）� 31281（5番人気）
枠連票数 計 81811 的中 （1－5） 8906（2番人気）
馬連票数 計 376521 的中 �� 31346（2番人気）
馬単票数 計 162389 的中 �� 8668（3番人気）
ワイド票数 計 437327 的中 �� 38105（2番人気）�� 22048（4番人気）�� 11507（10番人気）
3連複票数 計 663353 的中 ��� 19773（5番人気）
3連単票数 計 641895 的中 ��� 5066（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．5―49．4―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：38．2―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3

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

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

ウインスノーライト �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Pulpit デビュー 2023．1．15 中京2着

2020．4．1生 牡3芦 母 エーシンマリポーサ 母母 Eishin Marianna 2戦1勝 賞金 8，000，000円

第２回 小倉競馬 第３日



05027 2月18日 曇 稍重 （5小倉2） 第3日 第3競走 1，000�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

33 カンフーダンス 牝3青鹿 54
51 ▲今村 聖奈 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 8 59．3 3．9�
711 クリーデンス 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 484－ 2 59．4� 3．0�
69 セレッソサンライズ 牝3黒鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 新谷 功一 浦河 浦河小林牧場 400 ― 59．5� 19．3�
45 バスドラムガール 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 454－ 2 59．6� 2．5�
46 バ サ ラ 牝3栗 54

52 △小林 凌大�OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B446± 0 59．7� 16．7	
712 アルティジャナーレ 牝3栗 54 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 茶木 太樹 新ひだか 佐藤 鉄也 444± 01：00．12 42．4

11 ライメイウィザード 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太渋谷 健作氏 浜田多実雄 日高 渋谷 健作 414－ 41：00．2� 103．7�
57 ロックジャム 牝3栗 54 富田 暁山内 邦一氏 安達 昭夫 新ひだか 山田牧場 452－ 41：00．51� 213．8�
58 ピ ス テ ィ ス 牝3栗 54

51 ▲水沼 元輝�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 426＋ 41：00．92� 48．1
814 コウセイエミオト 牝3鹿 54 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 株式会社

幾千世牧場 384－ 61：01．11� 121．6�
610 テイエムサンローズ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下 明博 456 ― 〃 ハナ 86．5�
34 レ イ レ フ ア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 450－ 2 〃 アタマ 15．3�
22 ナリタアンビション 牝3青鹿 54

53 ☆小沢 大仁�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 394 ―1：01．2クビ 265．5�
813 アントルメグラッセ 牝3黒鹿 54

53 ☆松本 大輝 �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 442＋ 2 〃 アタマ 73．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，335，600円 複勝： 36，362，700円 枠連： 8，382，000円
馬連： 38，590，900円 馬単： 19，648，600円 ワイド： 37，634，400円
3連複： 62，311，800円 3連単： 71，455，400円 計： 305，721，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 130円 � 370円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 260円 �� 900円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 11，050円

票 数

単勝票数 計 313356 的中 � 63867（3番人気）
複勝票数 計 363627 的中 � 60289（3番人気）� 95796（1番人気）� 17030（6番人気）
枠連票数 計 83820 的中 （3－7） 12810（3番人気）
馬連票数 計 385909 的中 �� 49763（3番人気）
馬単票数 計 196486 的中 �� 10994（6番人気）
ワイド票数 計 376344 的中 �� 43292（2番人気）�� 9801（10番人気）�� 9995（9番人気）
3連複票数 計 623118 的中 ��� 15460（9番人気）
3連単票数 計 714554 的中 ��� 4685（28番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―34．0―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンフーダンス �
�
父 シャンハイボビー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．9．25 中京4着

2020．4．21生 牝3青鹿 母 オリエンタルダンス 母母 ダンスノワール 5戦1勝 賞金 10，800，000円
※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 メローラ号・リンデザ号

05028 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3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3：06．3良

33 テイエムナイスラン 牡4芦 59 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 村下 明博 524＋ 43：12．7 1．8�
67 モ ル タ ル �6芦 60 小野寺祐太阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 460－ 43：12．8クビ 15．7�
44 アースブレイブ �6青鹿60 江田 勇亮松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 458－123：13．22� 12．5�
811 ダノンセレスタ 牡6青鹿 60

58 △小牧加矢太�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510＋123：14．05 4．6�
11 � メイショウキョウジ 牡8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 488＋ 83：14．1� 10．0�
56 マイネルアルケミー 牡7栗 60 大江原 圭 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 486－ 43：15．48 9．4	
710	 コズミックマインド �5鹿 60 五十嵐雄祐�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 448＋ 63：15．51 25．8

812 ブレイニーラン 牡8鹿 60 中村 将之 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：15．71 17．4�
79 アサクサトラマル 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B470± 03：16．65 102．2
68 � ソ ヨ ギ 牝6青鹿58 草野 太郎海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 490＋ 63：17．23� 278．5�
55 サ ン シ ロ ウ �9鹿 60 大庭 和弥合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 482－103：20．5大差 200．5�
22 レッドレビン �6鹿 60 難波 剛健 �東京ホースレーシング 小林 真也 浦河 富田牧場 496－ 43：24．0大差 48．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，685，200円 複勝： 44，987，300円 枠連： 7，219，000円
馬連： 25，572，100円 馬単： 15，502，900円 ワイド： 27，003，400円
3連複： 46，568，200円 3連単： 64，828，700円 計： 252，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（3－6） 1，310円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 410円 �� 300円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 計 206852 的中 � 91403（1番人気）
複勝票数 計 449873 的中 � 295935（1番人気）� 16189（6番人気）� 25257（3番人気）
枠連票数 計 72190 的中 （3－6） 4266（5番人気）
馬連票数 計 255721 的中 �� 15630（6番人気）
馬単票数 計 155029 的中 �� 7180（7番人気）
ワイド票数 計 270034 的中 �� 16866（5番人気）�� 25639（2番人気）�� 5431（13番人気）
3連複票数 計 465682 的中 ��� 15130（12番人気）
3連単票数 計 648287 的中 ��� 6643（23番人気）
上り 1マイル 1：49．1 4F 53．9－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムナイスラン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．3．26 中山8着

2019．3．13生 牡4芦 母 メイショウボーテ 母母 ニンナナンナ 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 モルタル号の調教師加藤征弘は，競走中に同馬の胸がいが切損し脱落したことについて過怠金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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スズカモービル号



05029 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第5競走 ��3，390�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 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

79 � セデックカズマ 牡7黒鹿60 平沢 健治合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 512－103：51．6 14．5�
811 ポルタフォリオ 牡5鹿 60 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 506－ 83：51．7クビ 7．7�
44 スーパーフェイバー 牡5黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 23：51．91� 31．2�
710� メイショウハチク �9鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 470－ 6 〃 クビ 10．6�
33 タマモワカムシャ �4鹿 59

57 △小牧加矢太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 B476± 03：52．11	 19．3�
812� ホシルミエール �10鹿 60 小坂 忠士永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 464－ 23：52．2� 18．4	
67 メイショウアツイタ 牡5黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル B502＋123：52．3クビ 12．8

68 サンティーニ �8栗 61 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 B496－ 63：52．51	 3．5�
22 ショウナンサルヴォ 牡5栗 60 中村 将之国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 512＋ 63：53．35 2．3
56 � デ ス ト ロ イ �9栗 60 蓑島 靖典諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516＋ 83：53．72� 93．1�
11 ヤマノグリッターズ 牡5黒鹿60 大江原 圭澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 猿橋 義昭 502± 03：54．12� 71．2�
55 アームストロング 牡5黒鹿60 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 502－ 43：56．7大差 78．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，504，400円 複勝： 25，098，800円 枠連： 8，216，500円
馬連： 29，282，000円 馬単： 15，878，700円 ワイド： 30，899，000円
3連複： 57，146，800円 3連単： 66，483，000円 計： 254，509，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 320円 � 210円 � 640円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 4，120円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 19，210円 3 連 単 ��� 100，830円

票 数

単勝票数 計 215044 的中 � 11819（6番人気）
複勝票数 計 250988 的中 � 20422（6番人気）� 37535（3番人気）� 8713（9番人気）
枠連票数 計 82165 的中 （7－8） 5620（6番人気）
馬連票数 計 292820 的中 �� 6604（13番人気）
馬単票数 計 158787 的中 �� 1594（28番人気）
ワイド票数 計 308990 的中 �� 6752（16番人気）�� 1901（37番人気）�� 2836（29番人気）
3連複票数 計 571468 的中 ��� 2231（64番人気）
3連単票数 計 664830 的中 ��� 478（326番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 54．1－3F 41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セデックカズマ �
�
父 Midnight Lute �

�
母父 Vindication

2016．1．30生 牡7黒鹿 母 クライシスオブスピリット 母母 Silverbulletway 障害：17戦2勝 賞金 55，476，000円
初出走 JRA

05030 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

715 ゴルトリッチ 牡3栗 56 浜中 俊前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 484－ 41：09．3 6．7�
510 タ リ ア 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 428± 01：09．4クビ 16．7�

611 エイシンエマーユ 牝3鹿 54 丹内 祐次平井 克彦氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 444± 01：09．5� 3．3�
47 ピンポンマム 牝3芦 54

53 ☆松本 大輝 �ブルースターズファーム 青木 孝文 浦河 栄進牧場 414－10 〃 クビ 160．8�
612 スプレンディダ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 420－ 41：09．6クビ 6．5�
12 ラインガウディ 牡3鹿 56 中井 裕二大澤 繁昌氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 462＋ 21：09．71 19．6	
11 アナザームーン 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 468＋ 6 〃 ハナ 112．6

816 カシノインディード 牡3鹿 56 北村 友一柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 456－ 21：09．8� 7．7�
817 ビッグボーンリタ 牝3鹿 54 斎藤 新�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 438 ―1：09．9� 139．9
36 ミスファイト 牝3鹿 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 454－101：10．0� 276．6�
59 スイープラン 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡村 善行氏 渡辺 薫彦 日高 門別牧場 446－ 41：10．21 4．9�
48 モズメルベイユ 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 株式会社
目黒牧場 424－ 4 〃 ハナ 24．7�

24 アスキーアート 牝3黒鹿54 原田 和真�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 410＋ 2 〃 ハナ 28．8�
713 ライコウノヒカリ 牡3鹿 56 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 422± 0 〃 ハナ 28．3�
714 カ グ ヤ 牝3栗 54 富田 暁広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 428－ 21：10．3� 18．5�
23 アスクエブリーワン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 株式会社
ASK STUD 426＋ 41：11．36 171．8�

818 カ イ ラ シ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 448＋201：12．57 93．7�

35 クリノルージュ 牝3鹿 54 荻野 琢真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 394－ 8 （競走中止） 519．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，281，000円 複勝： 52，560，600円 枠連： 12，792，400円
馬連： 48，064，100円 馬単： 19，096，500円 ワイド： 60，253，800円
3連複： 88，633，300円 3連単： 78，307，000円 計： 396，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 410円 � 180円 枠 連（5－7） 980円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 12，210円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 900円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 58，710円

票 数

単勝票数 計 372810 的中 � 44264（4番人気）
複勝票数 計 525606 的中 � 47704（5番人気）� 28264（6番人気）� 90893（1番人気）
枠連票数 計 127924 的中 （5－7） 10067（4番人気）
馬連票数 計 480641 的中 �� 5666（27番人気）
馬単票数 計 190965 的中 �� 1173（51番人気）
ワイド票数 計 602538 的中 �� 7352（29番人気）�� 17787（8番人気）�� 10595（14番人気）
3連複票数 計 886333 的中 ��� 6177（37番人気）
3連単票数 計 783070 的中 ��� 967（180番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―45．4―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴルトリッチ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．12．18 阪神4着

2020．4．7生 牡3栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走中止〕 クリノルージュ号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カイラシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンジュアムール号・オータムクイーン号・フィオーレシチー号・ヘイワ号・マテンロウナイト号
（非抽選馬） 2頭 イースターエッグ号・デイムティアス号



05031 2月18日 曇 稍重 （5小倉2） 第3日 第7競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

68 イーサンバーニング 牡4鹿 57
54 ▲今村 聖奈国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 512＋ 42：34．2 5．8�

11 ウインアラジン 牡4栗 57
56 ☆角田 大和�ウイン 寺島 良 新ひだか 桜井牧場 496＋222：34．94 3．5�

22 アンノウンウォリア 牡4黒鹿 57
55 ◇藤田菜七子�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 456－ 22：35．21� 28．8�

710 タマモモンレーブ 牡4芦 57 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502± 02：35．41� 4．9�
812 テーオーインパクト 牡4栗 57

54 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 504＋102：35．5� 60．9	
44 ヴォーグマチネ 牡5鹿 58 原田 和真志村 幸彦氏 堀内 岳志 新冠 坂元 芳春 498－ 42：35．6� 45．5

811 ロイヤルダンス 牡5青鹿58 丹内 祐次大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 508＋ 42：35．81� 3．8�
56 � ベイビールビオ 牡4栗 57

55 △小林 凌大大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 494－ 42：36．43� 5．4�
55 スズカモービル 牡4栗 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458－ 22：37．46 290．7
79 サルサディーバ 牝4栗 55

54 ☆小沢 大仁吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 498＋ 42：38．57 181．8�
67 ウ ラ エ ウ ス 牡5青 58 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B460－142：40．210 14．4�
33 � クリノマンゲツ 牡6鹿 58

57 ☆松本 大輝栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 532＋ 92：40．94 160．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，890，000円 複勝： 33，621，500円 枠連： 6，043，200円
馬連： 32，699，000円 馬単： 16，689，900円 ワイド： 35，520，900円
3連複： 49，725，600円 3連単： 64，921，800円 計： 272，111，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 180円 � 530円 枠 連（1－6） 990円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，270円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 328900 的中 � 45039（5番人気）
複勝票数 計 336215 的中 � 42417（5番人気）� 55151（3番人気）� 13346（7番人気）
枠連票数 計 60432 的中 （1－6） 4690（4番人気）
馬連票数 計 326990 的中 �� 18712（6番人気）
馬単票数 計 166899 的中 �� 4260（14番人気）
ワイド票数 計 355209 的中 �� 15198（10番人気）�� 7072（14番人気）�� 5896（18番人気）
3連複票数 計 497256 的中 ��� 6428（20番人気）
3連単票数 計 649218 的中 ��� 2055（87番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．0―13．1―13．8―13．9―14．0―13．0―12．2―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．4―35．4―48．5―1：02．3―1：16．2―1：30．2―1：43．2―1：55．4―2：08．2―2：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．8
1
�
11－7，9－10（1，3）（2，6）8，4（5，12）
11，10（9，8）1（6，4，12）7，2－（5，3）

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

勝馬の
紹 介

イーサンバーニング �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2021．11．13 東京9着

2019．4．29生 牡4鹿 母 ターキッシュブルー 母母 フェアシャーリー 12戦2勝 賞金 19，990，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノマンゲツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月18日まで平地競走
に出走できない。

※スズカモービル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05032 2月18日 曇 稍重 （5小倉2） 第3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，4歳55�5歳以上56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

510 ロ ム ネ ヤ 牝4鹿 55
52 ▲佐々木大輔金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 414± 01：49．4 3．3�
612 ポルテーニャ 牝4栗 55 �島 良太�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 01：49．5� 16．4�
611 クインズステラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 464－ 6 〃 アタマ 20．9�
11 イヴィステラ 牝4黒鹿55 北村 友一佐々木主浩氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：49．71� 15．5�
47 � キ ヨ ラ 牝5鹿 56

54 △原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 476＋ 41：49．91� 180．1�
59 クインズグレイト 牝4青鹿55 富田 暁 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 B446－ 81：50．0クビ 64．0	
12 ゴルトシュミーデ 牝4栗 55 亀田 温心吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 434＋ 4 〃 アタマ 5．4

816 キャニオニング 牝5鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B442± 0 〃 ハナ 21．3�
713 グ ラ ヴ ィ テ 牝5黒鹿56 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 482－ 61：50．42 15．3�
35 レディアリエス 牝5鹿 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 480－ 8 〃 アタマ 9．4
24 プリペアード 牝5鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 420＋ 61：50．51 93．3�
36 リュクスフレンド 牝5鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 460＋ 21：50．71 8．4�
48 � ソルティエラ 牝5青鹿 56

54 △小林 凌大服部 統祥氏 尾形 和幸 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 21：51．23 185．1�
23 � ヨ ン ウ ォ ニ 牝6鹿 56

53 ▲水沼 元輝�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 460± 01：51．41� 419．1�
714 アンダーユアスペル 牝4鹿 55 丸山 元気�G1レーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 456－ 61：51．5クビ 24．0�
815 レディズビーク 牝4青鹿 55

52 ▲今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－ 6 （競走中止） 5．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，400，300円 複勝： 38，802，400円 枠連： 10，020，200円
馬連： 38，111，700円 馬単： 17，320，500円 ワイド： 43，788，700円
3連複： 65，296，200円 3連単： 66，245，000円 計： 307，985，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 410円 � 420円 枠 連（5－6） 1，410円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，490円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 13，190円 3 連 単 ��� 57，930円

票 数

単勝票数 計 284003 的中 � 67702（1番人気）
複勝票数 計 388024 的中 � 80339（1番人気）� 21154（7番人気）� 20365（8番人気）
枠連票数 計 100202 的中 （5－6） 5506（7番人気）
馬連票数 計 381117 的中 �� 12045（6番人気）
馬単票数 計 173205 的中 �� 3521（10番人気）
ワイド票数 計 437887 的中 �� 13242（6番人気）�� 7522（18番人気）�� 3517（36番人気）
3連複票数 計 652962 的中 ��� 3712（38番人気）
3連単票数 計 662450 的中 ��� 829（170番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．2―37．9―49．6―1：01．4―1：13．2―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2
1
3
・（7，10）（1，13）（8，15）（4，11）（9，16）（12，14）2，6，5，3・（7，10）13（8，15）（1，11）16（4，9）（2，14，12）5－6－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ム ネ ヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 All American デビュー 2021．9．20 中山1着

2019．1．20生 牝4鹿 母 ヤンキーローズ 母母 Condesaar 11戦2勝 賞金 27，934，000円
〔競走中止〕 レディズビーク号は，競走中に異常歩様となったため，決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 レディズビーク号は，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。



05033 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第9競走 1，700�
あ き よ し だ い

秋 吉 台 特 別
発走14時15分 （ダート・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

812 ガ ラ パ ゴ ス 牡4栗 57 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 日高 碧雲牧場 488－ 61：45．3 2．0�

67 サムハンター 牡5栗 58 丸山 元気�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 498－ 81：45．41 18．5�
33 サクラソーレ 牡4青 57 佐々木大輔�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 470± 01：45．61� 13．9�

811� ララモンドール 牡5栗 58 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 434－ 81：46．45 25．8�
（法942）

44 � トーホウテンリュウ 牡4栗 57 菱田 裕二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476－ 61：46．82� 8．8�
11 ダノンアーリー 牡4鹿 57 斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468± 01：47．01� 7．8	
710 ワールドハート 牡4黒鹿57 幸 英明 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 444－ 81：47．21� 8．2

79 � チャールストン �4黒鹿57 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 482－ 21：47．41� 64．7�
22 メイショウシヅキ 牡4鹿 57 小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 470± 0 〃 アタマ 37．8�
68 シャランガーナ 牡4栗 57 角田 大和�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 B496＋221：47．82 43．1
56 サ ノ ラ キ 牡4鹿 57 丹内 祐次佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 B492＋ 61：47．9� 79．5�
55 グレートキャンベラ 牡4黒鹿57 松若 風馬�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514＋ 51：49．28 6．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，696，900円 複勝： 34，981，700円 枠連： 7，491，600円
馬連： 37，676，200円 馬単： 18，085，000円 ワイド： 40，462，600円
3連複： 62，415，000円 3連単： 79，095，300円 計： 311，904，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 380円 � 300円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 680円 �� 440円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 18，000円

票 数

単勝票数 計 316969 的中 � 123492（1番人気）
複勝票数 計 349817 的中 � 114845（1番人気）� 16830（7番人気）� 23552（6番人気）
枠連票数 計 74916 的中 （6－8） 4348（6番人気）
馬連票数 計 376762 的中 �� 18368（6番人気）
馬単票数 計 180850 的中 �� 5225（9番人気）
ワイド票数 計 404626 的中 �� 15364（6番人気）�� 25052（5番人気）�� 3502（29番人気）
3連複票数 計 624150 的中 ��� 9219（19番人気）
3連単票数 計 790953 的中 ��� 3185（51番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．1―13．3―12．7―11．5―11．8―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．7―30．8―44．1―56．8―1：08．3―1：20．1―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F37．0
1
3
8－3－（2，7，11）（9，5）12，4，10－6－1・（12，7）（3，11）（8，1）－（2，10，5）（9，4）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガ ラ パ ゴ ス �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．12．25 阪神3着

2019．5．27生 牡4栗 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 8戦2勝 賞金 28，687，000円
〔制裁〕 チャールストン号の騎手原田和真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

05034 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第10競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．2．19以降R5．2．12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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

811 ジャンカズマ 牡5鹿 55 野中悠太郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 478－ 22：41．3 12．9�
79 サンセットクラウド 牡4芦 56 松若 風馬前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 22：41．61� 3．6�
44 ダ イ ム 牝4栗 54 勝浦 正樹�エラドゥーラ 昆 貢 浦河 辻 牧場 438－ 42：42．02� 5．9�
67 � ハーツオブシャカ 牡5鹿 55 藤岡 康太 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 470± 02：42．21� 11．3�
11 シ ー グ ラ ス 牝4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 432＋ 62：42．73 3．9�
810 ブラックラテ 牡5黒鹿56 北村 友一 	サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 494－ 22：43．02 12．2

33 アトミックフレア 牝5鹿 53 泉谷 楓真天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 448－ 42：43．1	 19．3�
55 ホウオウユニコーン 牡4芦 55 幸 英明小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 22：43．42 5．1�
78 クリノキングボス 牡6栗 52 小林 凌大栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 484－ 42：43．82� 251．7
66 � スカイテラス 牡6黒鹿54 富田 暁 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B498－ 8 〃 ハナ 30．2�
22 ウインヴァカンス 牝5栗 52 角田 大和�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 452± 02：43．9クビ 40．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，599，000円 複勝： 49，568，900円 枠連： 11，050，400円
馬連： 59，783，100円 馬単： 28，532，500円 ワイド： 58，752，300円
3連複： 99，684，200円 3連単： 125，823，000円 計： 473，793，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 350円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，000円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 40，790円

票 数

単勝票数 計 405990 的中 � 25061（7番人気）
複勝票数 計 495689 的中 � 29112（7番人気）� 98743（1番人気）� 69723（4番人気）
枠連票数 計 110504 的中 （7－8） 7971（3番人気）
馬連票数 計 597831 的中 �� 16577（8番人気）
馬単票数 計 285325 的中 �� 3018（33番人気）
ワイド票数 計 587523 的中 �� 14566（17番人気）�� 14653（16番人気）�� 31305（5番人気）
3連複票数 計 996842 的中 ��� 15985（16番人気）
3連単票数 計1258230 的中 ��� 2236（148番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．3―12．8―13．3―12．8―12．4―12．3―12．1―11．8―12．5―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� 2，400�
12．7―24．2―36．4―48．7―1：01．5―1：14．8―1：27．6―1：40．0―1：52．3―2：04．4―2：16．2―2：28．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�
6，2－4－9（3，10）－7（8，11）－5－1・（2，6）（9，11）（4，10，5）（3，7，1）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャンカズマ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．7．4 阪神2着

2018．4．25生 牡5鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 21戦3勝 賞金 56，493，000円
※出走取消馬 アルバーシャ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）



05035 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�

むらさきがわ

紫 川 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000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
1：05．8
1：05．8

良
良

510 メイショウゲンセン 牝6青鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 440－ 81：08．4 22．9�
713 ショウナンアメリア 牝4黒鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 458± 01：08．93 15．4�
611 メイショウグラニー 牝4鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：09．0クビ 7．0�
818 タイセイブリリオ 牡4鹿 58 富田 暁田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 480＋ 2 〃 アタマ 4．2�
36 � ベ ン ガ ン 牡6芦 58 亀田 温心小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 470＋ 4 〃 クビ 23．6�
47 メイショウハボタン 牝5鹿 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 466－ 8 〃 ハナ 7．6�
12 ラ キ エ ー タ 牝4鹿 56 北村 友一 	シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 2 〃 アタマ 7．6

817 アスターディゴン 牡4青鹿58 角田 大和加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋ 41：09．21 30．5�
35 サトノルーチェ 牝5鹿 56 幸 英明里見 治氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430－ 21：09．3	 20．7�
59 � ケリアテソーロ 牝5鹿 56 原 優介了德寺健二ホール

ディングス 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 434－ 6 〃 アタマ 119．4�
715 カシノフォワード 
5鹿 58 斎藤 新柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 438± 01：09．4	 54．3�
816 ルルルージュ 牝5鹿 56 小牧 太的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 482± 0 〃 ハナ 62．2�
714 シゲルファンノユメ 牡4鹿 58 丹内 祐次森中 啓子氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 490＋ 21：09．5	 7．2�
612 セリノーフォス 牝4鹿 56 松若 風馬 	社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 460－ 61：09．71� 39．5�
48 アルムファーツリー 牝5黒鹿56 丸山 元気﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 2 〃 クビ 11．1�
23 セ イ レ ー ン 牝5栗 56 小沢 大仁浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 402－ 81：10．01	 68．7�
11 ダテボレアス 牡4鹿 58 菱田 裕二渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 490± 01：10．21	 15．4�
24 � ヴィクトワールメイ 牝7黒鹿56 黛 弘人山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 41：10．72	 267．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，113，100円 複勝： 93，767，300円 枠連： 48，844，100円
馬連： 181，215，400円 馬単： 60，228，600円 ワイド： 152，305，000円
3連複： 336，825，100円 3連単： 287，175，300円 計： 1，225，473，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 690円 � 380円 � 320円 枠 連（5－7） 5，170円

馬 連 �� 16，210円 馬 単 �� 34，800円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 2，040円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 36，430円 3 連 単 ��� 287，170円

票 数

単勝票数 計 651131 的中 � 22674（10番人気）
複勝票数 計 937673 的中 � 32551（11番人気）� 65519（7番人気）� 83207（5番人気）
枠連票数 計 488441 的中 （5－7） 7315（20番人気）
馬連票数 計1812154 的中 �� 8662（53番人気）
馬単票数 計 602286 的中 �� 1298（115番人気）
ワイド票数 計1523050 的中 �� 8621（54番人気）�� 19300（24番人気）�� 27432（14番人気）
3連複票数 計3368251 的中 ��� 6934（128番人気）
3連単票数 計2871753 的中 ��� 725（966番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．0―11．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．5―44．7―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウゲンセン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．5．2 京都4着

2017．5．17生 牝6青鹿 母 メイショウデイム 母母 メイショウカガヤキ 13戦3勝 賞金 48，065，000円
〔制裁〕 ベンガン号の騎手亀田温心は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※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 テーオーディエス号・ヒノクニ号・ミズノコキュウ号・ロングファイナリー号

05036 2月18日 小雨 稍重 （5小倉2） 第3日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

612 ヒルノエドワード 牡6黒鹿58 勝浦 正樹�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 B478± 01：48．8 14．7�
816 タ ケ ト ン ボ 牝4黒鹿 55

52 ▲今村 聖奈�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 442＋ 21：49．01� 7．6�
59 スズカキング 牡6鹿 58 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B460－ 21：49．31� 39．6�
11 バトルシャイニング 牡4黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真宮川 豊美氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 4 〃 クビ 10．7�
36 グルーヴビート 牡5鹿 58 幸 英明 �サンデーレーシング 中村 直也 安平 ノーザンファーム 486－ 21：49．4� 13．8	
48 セ ル ジ ュ 牡5鹿 58 丸山 元気多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 502＋121：49．5アタマ 21．3

611 パーサヴィアランス 牡4鹿 57 藤岡 康太馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 5．5�
23 ニホンピロマリブ 牡5鹿 58 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 458－ 61：49．6� 54．2�
12 � ピエドラアギーラ 牡5鹿 58 松若 風馬ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

486＋ 41：49．81 4．0
815 ショウナンラタン 牡4栗 57

55 △原 優介国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B494＋181：50．12 17．6�
35 ミッキーブンブン 牡4青鹿57 浜中 俊野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 512± 0 〃 ハナ 7．6�
510 ユキノエリザベス 牝4黒鹿 55

52 ▲佐々木大輔井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 474＋ 4 〃 アタマ 66．3�
24 コスモアシュラ 牡5芦 58 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 518－121：50．31 15．0�
714 メイショウイヌワシ 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 476＋12 〃 アタマ 15．9�
47 マイネルパリオート 牡5鹿 58

57 ☆松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474± 01：51．04 47．3�

713 カメハメハタイム 牡4栗 57 富田 暁 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508－ 21：51．32 58．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，076，200円 複勝： 61，174，600円 枠連： 25，249，000円
馬連： 85，371，600円 馬単： 32，889，600円 ワイド： 88，116，900円
3連複： 152，065，300円 3連単： 140，018，100円 計： 632，961，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 510円 � 300円 � 830円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 9，340円 馬 単 �� 18，820円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 8，070円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 96，980円 3 連 単 ��� 481，100円

票 数

単勝票数 計 480762 的中 � 26041（7番人気）
複勝票数 計 611746 的中 � 30852（9番人気）� 59993（3番人気）� 17799（12番人気）
枠連票数 計 252490 的中 （6－8） 16063（5番人気）
馬連票数 計 853716 的中 �� 7079（39番人気）
馬単票数 計 328896 的中 �� 1310（79番人気）
ワイド票数 計 881169 的中 �� 6638（48番人気）�� 2805（83番人気）�� 3738（72番人気）
3連複票数 計1520653 的中 ��� 1176（302番人気）
3連単票数 計1400181 的中 ��� 211（1546番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．3―48．3―1：00．2―1：11．9―1：23．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノエドワード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．8．18 札幌3着

2017．3．2生 牡6黒鹿 母 チャオプラヤ 母母 ジョイオブフライト 22戦2勝 賞金 26，380，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（5小倉2）第3日 2月18日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

208，270，000円
8，210，000円
27，080，000円
1，400，000円
26，570，000円
77，622，500円
6，201，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
420，900，700円
559，833，200円
164，899，600円
652，656，100円
281，134，000円
663，125，000円
1，162，989，300円
1，198，940，600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 5，104，478，500円

総入場人員 5，598名 （有料入場人員 5，125名）
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