
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 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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05037 2月18日 晴 稍重 （30小倉1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

814� ソウルセイバー 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 中竹 和也 米
Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

520± 01：48．0 4．2�
46 ラ ド ル ク ス 牝3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474－141：48．21 11．7�
23 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 520－ 61：48．83� 3．6�
22 アリュールベルン 牡3芦 56 菱田 裕二四本 昭弘氏 �島 一歩 平取 北島牧場 480－ 4 〃 アタマ 47．2�
11 � キャットタング 牝3芦 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Brushwood

Stable 446＋ 21：49．54 6．2�
713� レ リ カ リ オ 牝3栗 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood

Stable 460＋ 21：49．71 33．6	
59 ホ ク サ イ 牡3栗 56 丸田 恭介手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 448＋ 6 〃 クビ 132．4

815 ネオシャンドマルス 牡3芦 56 川須 栄彦小林 仁幸氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 502－ 41：49．8クビ 44．8�
58 スマートギャツビー 牡3鹿 56 和田 竜二大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 480－ 81：49．9� 6．0�
610 ザミーフォーリア 牡3鹿 56 長岡 禎仁塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 500－ 41：51．510 361．3
35 サムライロード 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 B470＋121：52．24 45．0�
34 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 494＋ 21：52．41 10．1�
611 ナ イ ト メ ア 牡3栗 56 丹内 祐次�KTレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 520－ 41：53．14 188．4�
712 ス タ ー ビ レ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 434－ 41：54．9大差 187．9�
47 タカラトゥーン 牡3鹿 56 柴山 雄一村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 474± 0 （競走中止） 8．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，810，300円 複勝： 26，808，500円 枠連： 10，467，100円
馬連： 40，501，300円 馬単： 17，473，300円 ワイド： 26，911，200円
3連複： 57，477，700円 3連単： 61，562，100円 計： 257，011，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 280円 � 160円 枠 連（4－8） 1，380円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 470円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 23，670円

票 数

単勝票数 計 158103 的中 � 29623（2番人気）
複勝票数 計 268085 的中 � 39257（3番人気）� 20992（7番人気）� 49478（1番人気）
枠連票数 計 104671 的中 （4－8） 5870（8番人気）
馬連票数 計 405013 的中 �� 8348（20番人気）
馬単票数 計 174733 的中 �� 2103（33番人気）
ワイド票数 計 269112 的中 �� 5181（20番人気）�� 15461（2番人気）�� 7643（14番人気）
3連複票数 計 574777 的中 ��� 9601（17番人気）
3連単票数 計 615621 的中 ��� 1885（84番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．8―13．1―12．5―12．6―12．8―13．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．4―30．2―43．3―55．8―1：08．4―1：21．2―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．6
1
3
1（3，4）（7，14）（6，8，5）－9－（11，15）－12，2－13，10・（1，14）3（6，7）（8，4）－9（5，15，2）11，13－12－10

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

勝馬の
紹 介

�ソウルセイバー �
�
父 Street Sense �

�
母父 Forty Niner デビュー 2018．1．13 京都9着

2015．3．27生 牡3黒鹿 母 Cornelia 母母 Catequil 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 タカラトゥーン号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スタービレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月18日まで平地競走に

出走できない。
ナイトメア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月18日まで平地競走に
出走できない。

05038 2月18日 晴 稍重 （30小倉1）第4日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

34 ト キ ワ 牝6鹿 55 松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 468－10 58．9 17．1�
33 サトノレーヌ 牝4黒鹿55 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430± 0 59．22 11．2�
813� ワンダーグロワール 牡6鹿 57

56 ☆城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 日高 日西牧場 510＋ 2 59．3� 3．6�
610� ブレーヴブラッド 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476＋ 6 〃 ハナ 11．9�
46 ロードコメット �4栗 57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 B510－ 6 59．4クビ 4．2�
22 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 450± 0 〃 アタマ 9．3	
11 セレノグラフィー �5黒鹿57 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 498－ 2 59．5� 6．2

58 � アポロリュウセイ 牡5栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 508－ 2 59．71� 8．6�
711 メモリーフェーブル 牝4栗 55 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 450－ 2 59．91� 45．1�
712 コンプレアンノ 牝4鹿 55 原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 436＋221：00．11 322．6
45 バングルバングル 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 500－ 2 〃 クビ 27．5�
57 オールオブユー 牝6栗 55 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：00．31� 24．2�
814� アドバンスゴード 牡6芦 57 小牧 太山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 516± 01：00．62 97．4�
69 � イチザプラチナ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 432＋ 81：00．81� 55．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，156，700円 複勝： 23，697，800円 枠連： 7，640，000円
馬連： 31，257，000円 馬単： 14，732，900円 ワイド： 21，632，600円
3連複： 46，059，900円 3連単： 52，341，100円 計： 211，518，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 400円 � 410円 � 170円 枠 連（3－3） 9，480円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 17，620円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 940円 �� 930円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 98，820円

票 数

単勝票数 計 141567 的中 � 6597（8番人気）
複勝票数 計 236978 的中 � 13444（7番人気）� 12978（8番人気）� 47854（1番人気）
枠連票数 計 76400 的中 （3－3） 624（28番人気）
馬連票数 計 312570 的中 �� 2841（34番人気）
馬単票数 計 147329 的中 �� 627（68番人気）
ワイド票数 計 216326 的中 �� 2085（35番人気）�� 6045（11番人気）�� 6075（10番人気）
3連複票数 計 460599 的中 ��� 3102（42番人気）
3連単票数 計 523411 的中 ��� 384（391番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．4―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．1―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．2
3 ・（1，4）13（3，6，5，7）（2，10，14）－（8，12）（9，11） 4 ・（1，4）（3，13）6（2，5，7）10（8，14）12－（9，11）

勝馬の
紹 介

ト キ ワ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．25 東京2着

2012．3．24生 牝6鹿 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー 27戦2勝 賞金 28，500，000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 クリノレオノール号・ホウロクダマ号

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第3競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

66 グレートウォリアー 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 506－ 42：02．4 1．2�
44 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿54 浜中 俊五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472－ 8 〃 ハナ 119．3�
89 トーホウアルテミス 牝3栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472＋ 22：02．61� 18．8�
78 ウインイノベーター 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 448－ 8 〃 ハナ 8．6�
22 ブルベアトリュフ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 454± 02：02．92 8．8	
810 ポートフィリップ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470－ 42：03．22 8．3

11 ユーロジャイズ 牡3栗 56 西田雄一郎水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 448± 02：03．3クビ 83．2�
77 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 B494± 02：03．83 247．9�
55 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 476＋ 22：04．65 303．9
33 カシノクリス 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 B444± 02：05．23� 129．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 36，702，100円 複勝： 82，307，700円 枠連： 7，681，200円
馬連： 26，957，900円 馬単： 25，819，900円 ワイド： 22，442，300円
3連複： 42，648，100円 3連単： 105，323，900円 計： 349，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 740円 � 230円 枠 連（4－6） 3，570円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 980円 �� 360円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 367021 的中 � 238963（1番人気）
複勝票数 計 823077 的中 � 648151（1番人気）� 5766（7番人気）� 25258（5番人気）
枠連票数 計 76812 的中 （4－6） 1667（8番人気）
馬連票数 計 269579 的中 �� 7319（9番人気）
馬単票数 計 258199 的中 �� 6249（9番人気）
ワイド票数 計 224423 的中 �� 5643（12番人気）�� 18049（4番人気）�� 1427（23番人気）
3連複票数 計 426481 的中 ��� 5113（18番人気）
3連単票数 計1053239 的中 ��� 4173（51番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―13．2―12．8―12．6―12．3―11．9―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．3―49．5―1：02．3―1：14．9―1：27．2―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレートウォリアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2018．1．21 京都3着

2015．2．14生 牡3鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 2戦1勝 賞金 6，500，000円

05040 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 トーホウガーベラ 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 444－121：09．2 7．7�

24 プリンシアブラスカ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 436＋101：09．41� 4．2�

714 ディアボレット 牝3栗 54 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454＋ 4 〃 ハナ 3．0�
36 ネオヴォイス 牝3鹿 54 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 440＋ 81：09．5� 10．5�
59 クロンヌデトワール 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 448－ 81：09．6� 6．9�
23 エムケイフローラル 牝3青鹿54 蛯名 正義 	丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 436－ 21：09．8� 7．3

48 チャノカオリ 牝3鹿 54 小牧 太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 408－ 41：10．11� 35．6�
715 タニノテーブル 牝3黒鹿54 川須 栄彦谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 446－ 81：10．2� 280．0�
510 ショウナンハイル 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 450＋161：10．3クビ 270．6
816 ベ ル ペ ス カ 牝3鹿 54 菱田 裕二山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 460 ―1：10．4� 26．4�
611 コンゴウサファイア 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 432－121：10．61� 573．9�
11 アフロディテバイオ 牝3栗 54 津村 明秀バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 418 ― 〃 アタマ 150．4�
713 ナンヨーセゾニエ 牝3鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 4 〃 アタマ 36．6�
47 ロ ジ ピ エ ナ 牝3栗 54 柴山 雄一久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 438－ 21：10．81� 75．0�
612 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 松若 風馬國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 402＋ 21：10．9クビ 111．0�
818 バルフルーリー 牝3栗 54 長岡 禎仁ディアレストクラブ� 松永 康利 浦河 ディアレスト

クラブ 398＋18 〃 クビ 550．0�
12 アリディブリラーレ 牝3栗 54 北村 友一 	シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 宮内牧場 408－ 61：11．43 40．8�
817 ミントグリーン 牝3鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 手塚 貴久 浦河 栄進牧場 422－ 61：11．71� 43．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，172，300円 複勝： 33，097，200円 枠連： 13，675，400円
馬連： 41，414，700円 馬単： 19，880，600円 ワイド： 30，777，000円
3連複： 61，406，100円 3連単： 68，661，200円 計： 292，084，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 140円 � 140円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 780円 �� 460円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計 231723 的中 � 24015（5番人気）
複勝票数 計 330972 的中 � 30261（6番人気）� 64672（2番人気）� 69620（1番人気）
枠連票数 計 136754 的中 （2－3） 15286（2番人気）
馬連票数 計 414147 的中 �� 14917（8番人気）
馬単票数 計 198806 的中 �� 3307（17番人気）
ワイド票数 計 307770 的中 �� 9399（9番人気）�� 17160（4番人気）�� 24582（1番人気）
3連複票数 計 614061 的中 ��� 20433（4番人気）
3連単票数 計 686612 的中 ��� 3097（39番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．1―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウガーベラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．11．5 京都4着

2015．2．9生 牝3鹿 母 エーシンアガペー 母母 エイシンアイノウタ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ミントグリーン号は，枠入り不良。
※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） 1頭 ピーナツ号
（非抽選馬） 2頭 ステラローザ号・ビーチキャンドル号



05041 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

47 ダ ン サ ー ル 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504 ―2：02．7 11．6�

24 コ ン テ ン ト 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494 ―2：03．01� 2．3�

510 デサフィアンテ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 アタマ 3．9�
611 ショウナンバーチ 牝3青 54 �島 克駿国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 448 ―2：03．1� 39．0�
59 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 吉田 隼人寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 434 ―2：03．42 33．6	
36 レッドフィオナ 牝3芦 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 ハナ 21．9

35 チカアレグレ 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 508 ―2：03．61� 27．2�
11 アールスター 牡3鹿 56 松若 風馬貝本 隆三氏 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 500 ― 〃 アタマ 50．4�
48 ハコダテダリア 牝3栗 54 蛯名 正義河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 448 ―2：03．91� 65．1
714 サトノエメラルド 牡3鹿 56 北村 友一 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478 ―2：04．11� 5．6�
12 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 436 ― 〃 ハナ 43．8�
815 ヒロノタイリク 牡3栗 56 荻野 琢真高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 500 ―2：04．52� 284．0�
612 ス ク ー プ 牡3栗 56 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 新冠 須崎牧場 464 ―2：04．92� 11．6�
713 インヴェンター 牡3鹿 56 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―2：05．1� 239．2�
23 ナハストーン 牡3鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416 ―2：05．31� 69．3�
816 スマイルテーラー 牝3鹿 54 丹内 祐次中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 �川フアーム 500 ―2：05．4� 290．9�
817 サ ニ ツ 牝3鹿 54 中谷 雄太大塚 亮一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442 ―2：06．57 95．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，108，700円 複勝： 30，471，800円 枠連： 13，245，900円
馬連： 37，525，700円 馬単： 20，750，800円 ワイド： 28，810，500円
3連複： 53，691，900円 3連単： 66，012，400円 計： 274，617，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 250円 � 130円 � 140円 枠 連（2－4） 1，450円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 580円 �� 810円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 19，010円

票 数

単勝票数 計 241087 的中 � 16594（4番人気）
複勝票数 計 304718 的中 � 22288（5番人気）� 74551（1番人気）� 59628（2番人気）
枠連票数 計 132459 的中 （2－4） 7040（6番人気）
馬連票数 計 375257 的中 �� 17185（5番人気）
馬単票数 計 207508 的中 �� 3380（13番人気）
ワイド票数 計 288105 的中 �� 12034（6番人気）�� 8237（7番人気）�� 33092（1番人気）
3連複票数 計 536919 的中 ��� 20669（2番人気）
3連単票数 計 660124 的中 ��� 2517（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―13．3―13．2―12．7―12．3―12．0―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．8―49．1―1：02．3―1：15．0―1：27．3―1：39．3―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダ ン サ ー ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale 初出走

2015．2．27生 牝3黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 1戦1勝 賞金 6，000，000円

05042 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：30．1
2：28．6

不良
不良

815 ピエナクルーズ 牡5鹿 57 和田 竜二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454－ 42：34．2 7．2�
713 ブライトクォーツ 牡4鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486＋162：34．3� 7．9�
712 サイドチェンジ 牡4黒鹿56 �島 克駿大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B508＋ 42：35．15 1．8�
46 カタヨクノテンシ 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 494－ 62：35．52� 45．0�
610 バンダムザブラッド 牡5黒鹿57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 468－ 42：35．6� 118．1�
34 オ ー パ 	5鹿 57 西田雄一郎馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B494－102：35．7クビ 37．4	
611
 リードザフィールド 牡4栗 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 446－ 6 〃 ハナ 257．4


22 トモジャバルジャン 牡4栗 56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 528＋202：35．8� 15．2�
23 ダンツブレーブ 牡4芦 56 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 454＋ 42：36．12 51．6�
35 
 ラ ロ ー デ 牝4鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,

Shizunai B486＋ 42：36．2クビ 33．7
47 ブランニューカップ 牝4青鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 444－ 22：36．3� 64．2�
11 ハイクアウト 牡4鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 496－ 22：36．93� 22．2�
59 シグネットリング 牡4黒鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 508＋102：37．0� 15．2�
814 ミ ザ イ 牝4芦 54

51 ▲横山 武史山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 484－ 22：38．7大差 30．6�
58 ハニーゴールド 	4鹿 56 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 500＋ 42：39．97 8．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，691，400円 複勝： 35，611，600円 枠連： 11，449，300円
馬連： 34，106，900円 馬単： 19，609，300円 ワイド： 27，506，700円
3連複： 52，919，000円 3連単： 68，387，000円 計： 271，281，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 150円 � 190円 � 110円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 620円 �� 280円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 216914 的中 � 23811（2番人気）
複勝票数 計 356116 的中 � 44497（2番人気）� 30175（3番人気）� 155792（1番人気）
枠連票数 計 114493 的中 （7－8） 21904（1番人気）
馬連票数 計 341069 的中 �� 10577（8番人気）
馬単票数 計 196093 的中 �� 2952（14番人気）
ワイド票数 計 275067 的中 �� 9895（6番人気）�� 26676（2番人気）�� 28573（1番人気）
3連複票数 計 529190 的中 ��� 32272（1番人気）
3連単票数 計 683870 的中 ��� 4232（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．8―13．4―12．6―13．3―13．6―12．7―12．5―12．4―13．1―13．9

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―23．9―36．7―50．1―1：02．7―1：16．0―1：29．6―1：42．3―1：54．8―2：07．2―2：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．9―3F39．4
1
�
12，13（8，2）（5，6）11（3，7）（15，14，4）1（9，10）
12，13，2（5，11）（6，4）（15，7）－（3，1）（9，10）8，14

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

勝馬の
紹 介

ピエナクルーズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．11 函館4着

2013．2．24生 牡5鹿 母 ピエナヴィブレ 母母 レセヴィブレ 20戦2勝 賞金 27，230，000円



05043 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 吉田 隼人 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 488＋ 21：08．4 4．8�
817 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492＋141：08．5� 3．7�
24 フリームーヴメント 牡5栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 464± 01：08．92� 46．5�
48 ウインペイザージュ 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 6 〃 ハナ 112．9�
47 ウイングアクティブ 牡6鹿 57 �島 克駿池田 實氏 服部 利之 新ひだか 藤原牧場 472± 01：09．0� 166．9	
35 タケデンサンダー 牡4栗 57 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 476± 01：09．1� 7．6

714� ゴーフォワード �5鹿 57 松若 風馬前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 ハナ 39．6�
816 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 津村 明秀名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 468－101：09．2クビ 10．0�
36 アマルティア 牝5黒鹿55 川須 栄彦�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 444－10 〃 クビ 8．3
715 ハートイズハート 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466－ 41：09．3� 152．0�
818� ロングハード 牝5黒鹿55 柴山 雄一中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 452＋101：09．51	 191．3�
510 ビービーバーレスク 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 492＋ 21：09．71	 17．2�
59 リルティングインク 牝5黒鹿55 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448－ 61：09．8クビ 20．5�
611 サトノマイヒメ 牝5栗 55 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 41：10．01� 21．6�
23 タニマサガール 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 444－ 21：10．1� 13．4�
11 ワラッチャオ 牝6青鹿55 北村 友一小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 490＋ 81：10．31� 47．1�
713 ペイシャゲラン 牝4栗 55 長岡 禎仁北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 448＋ 41：10．61� 23．7�
612 ブランデーグラス �5栗 57

56 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480－ 81：11．66 15．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，091，200円 複勝： 33，956，600円 枠連： 15，933，800円
馬連： 46，781，800円 馬単： 20，374，400円 ワイド： 34，493，300円
3連複： 72，007，100円 3連単： 79，035，300円 計： 327，673，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 150円 � 840円 枠 連（1－8） 870円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，850円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 63，660円

票 数

単勝票数 計 250912 的中 � 41013（2番人気）
複勝票数 計 339566 的中 � 50314（2番人気）� 71013（1番人気）� 7384（13番人気）
枠連票数 計 159338 的中 （1－8） 14154（2番人気）
馬連票数 計 467818 的中 �� 26463（1番人気）
馬単票数 計 203744 的中 �� 5640（2番人気）
ワイド票数 計 344933 的中 �� 16192（1番人気）�� 4678（25番人気）�� 2496（47番人気）
3連複票数 計 720071 的中 ��� 3585（44番人気）
3連単票数 計 790353 的中 ��� 900（177番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．8―11．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．9―44．4―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ウ デ ィ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．31 新潟3着

2014．4．5生 牡4鹿 母 ストームイメージ 母母 スーパードレス 19戦2勝 賞金 33，770，000円
〔発走状況〕 ビービーバーレスク号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブランデーグラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スーサンゴー号・メイショウシャチ号

05044 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

24 マイネルズイーガー 牡4栗 56 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 496－ 81：47．2 6．2�

816 ゼニステレスコープ 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442－ 41：47．62� 5．7�
510 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 54 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：48．02� 5．8�
815 メイクグローリー 牡4栗 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 西村 真幸 浦河 絵笛牧場 476－ 41：48．1� 126．3�
612 トーアライジン 牡5芦 57 川須 栄彦高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 498－ 8 〃 ハナ 15．8	
59 ナッツスター 牡5鹿 57 西田雄一郎早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：48．2� 17．2

714 エスペランサルル 牝6栗 55 菱田 裕二江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 430－ 6 〃 ハナ 47．5�
12 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426＋ 6 〃 クビ 11．0
36 トゥルーハート 牡5黒鹿57 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 476＋ 21：48．3クビ 6．2�
713 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 和田 竜二永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 492－101：48．51� 4．9�
23 メイショウカクオビ �5鹿 57

55 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 480－ 61：48．82 88．5�
11 � マサノホウオウ 牡4黒鹿 56

53 ▲横山 武史古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478－ 81：49．01� 17．2�
47 ハ ム レ ッ ト 牡4鹿 56 松若 風馬 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 426－ 21：49．1� 17．5�
48 ロックンルージュ 牝4鹿 54 長岡 禎仁堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 496＋ 2 〃 クビ 189．5�
35 カシノロマンス 牝4黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 426－ 61：50．58 102．1�
611 コットンパール 牝5鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 452－ 61：50．6	 246．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，951，700円 複勝： 31，129，500円 枠連： 12，727，000円
馬連： 42，399，800円 馬単： 20，019，900円 ワイド： 29，796，100円
3連複： 58，220，700円 3連単： 68，866，900円 計： 283，111，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 200円 � 230円 枠 連（2－8） 2，090円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 710円 �� 800円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 21，120円

票 数

単勝票数 計 199517 的中 � 25421（4番人気）
複勝票数 計 311295 的中 � 61950（1番人気）� 37861（3番人気）� 31032（5番人気）
枠連票数 計 127270 的中 （2－8） 4699（14番人気）
馬連票数 計 423998 的中 �� 17851（5番人気）
馬単票数 計 200199 的中 �� 3810（11番人気）
ワイド票数 計 297961 的中 �� 10874（6番人気）�� 9473（10番人気）�� 9541（9番人気）
3連複票数 計 582207 的中 ��� 11495（7番人気）
3連単票数 計 688669 的中 ��� 2363（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―11．8―11．6―11．7―11．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．9―47．7―59．3―1：11．0―1：22．7―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルズイーガー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．5 東京6着

2014．4．9生 牡4栗 母 マイネカンナ 母母 タカラカンナ 12戦2勝 賞金 22，034，000円
〔制裁〕 トーアライジン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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 ユッセ号・リボンドグレープス号
（非抽選馬） 1頭 ファントムグレイ号



05045 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

35 � ヘヴントゥナイト 牡4芦 56 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 478＋ 21：45．5 7．0�
714 ステイオンザトップ 牡4栗 56 北村 友一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 21：45．92� 6．6�
23 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 488－ 41：46．85 2．3�
11 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496－121：47．01� 7．9�
713� マイネルストラトス 牡4黒鹿56 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490＋ 51：47．21� 12．6	
612 クリノアントニヌス 牡4栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 522－ 2 〃 ハナ 117．3

510 セカンドエフォート 牡5青鹿57 中谷 雄太 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 498－ 61：47．41� 15．7�
36 � リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 柴山 雄一平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498－ 41：48．14 43．2�
47 バ リ キ 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 456＋ 41：48．52� 7．6
815 ビービーパドル 牡4鹿 56 吉田 隼人坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 464± 0 〃 ハナ 146．0�
12 � ラックアサイン 牝6鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 488－ 21：49．03 183．4�
24 エンパイアガール 牝4黒鹿54 川須 栄彦太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 458－ 6 〃 ハナ 38．6�
48 � クラウンホイール 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也矢野まり子氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 518－ 61：49．1� 152．8�
59 キャノンストーム 牡5黒鹿57 小牧 太前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 4 〃 ハナ 36．0�
816 ランドジュピター 牡4鹿 56 菱田 裕二木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 466－ 41：50．48 44．1�
611 カシノエイシ 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 560＋141：51．35 360．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，417，700円 複勝： 31，217，800円 枠連： 14，218，600円
馬連： 49，221，200円 馬単： 23，154，600円 ワイド： 31，704，900円
3連複： 68，429，700円 3連単： 87，005，900円 計： 331，370，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 180円 � 130円 枠 連（3－7） 1，500円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 340円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計 264177 的中 � 29782（3番人気）
複勝票数 計 312178 的中 � 37168（4番人気）� 38311（3番人気）� 80167（1番人気）
枠連票数 計 142186 的中 （3－7） 7301（7番人気）
馬連票数 計 492212 的中 �� 17139（7番人気）
馬単票数 計 231546 的中 �� 4042（12番人気）
ワイド票数 計 317049 的中 �� 10007（6番人気）�� 24809（1番人気）�� 22258（2番人気）
3連複票数 計 684297 的中 ��� 29808（1番人気）
3連単票数 計 870059 的中 ��� 4410（35番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．8―12．6―12．4―12．1―12．4―13．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．0―42．6―55．0―1：07．1―1：19．5―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．4
1
3
3，4，5（1，8，7）10（2，9）12，6，13，16，14，15－11
3，4，5（1，8，7）（10，14）（2，9）12（6，13）＝16，15＝11

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

勝馬の
紹 介

�ヘヴントゥナイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2014．5．14生 牡4芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 10戦1勝 賞金 12，600，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノエイシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月18日まで平地競走
に出走できない。

05046 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第10競走 2，000�
ひ た

日 田 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．1
1：56．1

稍重
良

67 アルマレイモミ 牝5鹿 55 津村 明秀コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450－ 62：00．4 11．7�
33 エレクトロニカ 牝4鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 420－ 42：00．5� 2．0�
55 アオイプリンセス 牝5鹿 55 中谷 雄太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 22：00．6� 8．8�
811 ドロウアカード 牝4栗 54 和田 竜二�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 22：00．7� 7．3�
812� モ ハ ー 牝4栗 54 水口 優也北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 476－262：00．9� 53．1

710 リリックドラマ 牝4鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 ハナ 6．7�
11 スパイクナード 牝4黒鹿54 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 42：01．11� 5．3�
79 ラントシャフト 牝4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 460＋12 〃 クビ 23．9
44 クイントゥープル 牝4栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 22：01．2クビ 161．7�
22 エヴァンジル 牝6黒鹿55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 470－ 62：02．26 208．6�
68 フェルクレール 牝5芦 55 嶋田 純次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 428－142：02．52 89．8�
56 イチザヒロイン 牝4鹿 54 �島 克駿奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 新冠 隆栄牧場 452＋ 4 （競走中止） 244．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，318，900円 複勝： 34，174，200円 枠連： 12，861，300円
馬連： 49，561，100円 馬単： 30，785，600円 ワイド： 33，257，800円
3連複： 69，423，000円 3連単： 125，880，300円 計： 382，262，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 270円 � 120円 � 190円 枠 連（3－6） 1，100円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，220円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 22，760円

票 数

単勝票数 計 263189 的中 � 17857（6番人気）
複勝票数 計 341742 的中 � 24164（6番人気）� 98953（1番人気）� 39780（4番人気）
枠連票数 計 128613 的中 （3－6） 9042（5番人気）
馬連票数 計 495611 的中 �� 32135（5番人気）
馬単票数 計 307856 的中 �� 5976（16番人気）
ワイド票数 計 332578 的中 �� 19673（5番人気）�� 6334（16番人気）�� 26111（3番人気）
3連複票数 計 694230 的中 ��� 20854（10番人気）
3連単票数 計1258803 的中 ��� 4009（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―23．6―34．8―47．1―59．3―1：11．8―1：23．8―1：35．9―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルマレイモミ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2015．9．21 阪神5着

2013．2．9生 牝5鹿 母 マリブウィン 母母 Sea Jamie Win 29戦2勝 賞金 36，110，000円
〔競走中止〕 イチザヒロイン号は，競走中に疾病〔左上腕骨々折〕を発症したため4コーナーで競走中止。



05047 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第11競走 ��1，800�第52回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，29．2．18以降30．2．13まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

713 ト リ オ ン フ �4黒鹿54 川田 将雅�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 532－ 81：46．1 2．3�
816 クインズミラーグロ 牝6黒鹿53 丸田 恭介 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 460± 01：46．52� 121．4�
11 スズカデヴィアス 牡7黒鹿56．5 吉田 隼人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 514± 01：46．71� 9．0�
36 	 ダッシングブレイズ 牡6栗 57 浜中 俊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

510＋10 〃 クビ 7．2�
48 マサハヤドリーム 牡6鹿 54 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－141：46．8� 18．7�
23 サトノスティング 牡7青鹿53 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 的場 均 千歳 社台ファーム 470＋ 21：46．9
 73．1	
815 ハッピーユニバンス 牝6黒鹿51 藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－141：47．0クビ 54．5

35 サトノアリシア 牝4鹿 51 川須 栄彦 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．1� 24．3�
59 ケイティープライド 牡8鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 130．2�
510 タイセイサミット 牡5栗 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 4 〃 アタマ 28．8
24 ストレンジクォーク 牡6鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 ハナ 9．1�
612 クラリティスカイ 牡6鹿 57 木幡 巧也杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム B500－101：47．2クビ 83．4�
47 ヒットザターゲット 牡10栗 56 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－12 〃 クビ 34．6�
714 ウインガナドル 牡4黒鹿54 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 456－ 41：47．51
 16．1�
611 ヤマカツライデン 牡6黒鹿55 菱田 裕二山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 546＋ 81：47．71� 26．6�
12 ダノンメジャー 牡6栗 56．5 北村 友一�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 494－ 4 （競走中止） 6．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 117，362，100円 複勝： 149，480，100円 枠連： 85，878，500円
馬連： 415，572，200円 馬単： 161，527，700円 ワイド： 212，711，600円
3連複： 706，751，200円 3連単： 920，402，600円 計： 2，769，686，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，660円 � 250円 枠 連（7－8） 3，370円

馬 連 �� 14，620円 馬 単 �� 19，180円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 560円 �� 9，620円

3 連 複 ��� 34，380円 3 連 単 ��� 163，430円

票 数

単勝票数 計1173621 的中 � 393783（1番人気）
複勝票数 計1494801 的中 � 395820（1番人気）� 15848（16番人気）� 143798（4番人気）
枠連票数 計 858785 的中 （7－8） 19722（13番人気）
馬連票数 計4155722 的中 �� 22025（39番人気）
馬単票数 計1615277 的中 �� 6316（61番人気）
ワイド票数 計2127116 的中 �� 11226（48番人気）�� 105808（3番人気）�� 5422（80番人気）
3連複票数 計7067512 的中 ��� 15416（104番人気）
3連単票数 計9204026 的中 ��� 4083（486番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．2―47．1―59．5―1：11．6―1：23．2―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ト リ オ ン フ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．17 函館1着

2014．4．21生 �4黒鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 12戦5勝 賞金 104，772，000円
〔競走中止〕 ダノンメジャー号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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 トラスト号

05048 2月18日 晴 良 （30小倉1）第4日 第12競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ラヴィングアンサー 牡4鹿 57 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 496± 01：08．0 7．9�
713 ブラッククローバー 牡6黒鹿57 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494± 01：08．32 20．1�
817 メイショウカリン 牝4鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486－ 21：08．4� 8．3�
611 デスティニーソング 牝4鹿 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：08．71� 7．5�
24 デザートストーム 牡4黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 41：08．8� 2．7�
11 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿57 和田 竜二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478－10 〃 クビ 58．8

510 ダイシンバルカン 牡6鹿 57 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－ 81：08．9クビ 5．8�
714 キーナンバー 牡5栗 57 津村 明秀北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 512－ 2 〃 クビ 16．2�
48 ゴールドケープ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 61：09．0クビ 40．1
59 ヤマニンマルキーザ 牡7栗 57 原田 和真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 468＋ 21：09．21	 29．9�
715 ウ ラ ガ ー ノ 牝4青鹿55 浜中 俊藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 500－ 8 〃 ハナ 31．5�
36 
 エナジータウン 牡6鹿 57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 468＋14 〃 クビ 18．4�
12 ソレイユフルール 牝4黒鹿55 黛 弘人 	荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 41：09．3クビ 97．2�
816� スズカプリオール 牡7鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B496－ 2 〃 ハナ 150．2�
818 ゼンノコリオリ 牡8鹿 57 藤田菜七子大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 482－10 〃 クビ 118．2�
23 クリノスイートピー 牝6黒鹿55 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 434－ 4 〃 ハナ 175．4�
35 ゲンパチケンシン 牡4芦 57 荻野 琢真平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 478± 01：09．51	 70．8�
47 
 アースミステリー 牡4栗 57 吉田 隼人 �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B462± 01：10．03 58．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 56，638，700円 複勝： 73，811，300円 枠連： 39，821，900円
馬連： 128，025，400円 馬単： 53，414，100円 ワイド： 83，845，000円
3連複： 190，961，400円 3連単： 227，235，000円 計： 853，752，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 430円 � 310円 枠 連（6－7） 1，240円

馬 連 �� 8，500円 馬 単 �� 15，730円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，280円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 18，710円 3 連 単 ��� 116，090円

票 数

単勝票数 計 566387 的中 � 56755（4番人気）
複勝票数 計 738113 的中 � 73249（3番人気）� 41467（6番人気）� 64007（5番人気）
枠連票数 計 398219 的中 （6－7） 24871（6番人気）
馬連票数 計1280254 的中 �� 11661（29番人気）
馬単票数 計 534141 的中 �� 2546（55番人気）
ワイド票数 計 838450 的中 �� 8438（27番人気）�� 17203（13番人気）�� 9048（26番人気）
3連複票数 計1909614 的中 ��� 7654（57番人気）
3連単票数 計2272350 的中 ��� 1419（365番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．2―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．7―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡4鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 10戦3勝 賞金 37，747，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェイラー号

３レース目



（30小倉1）第4日 2月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 185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

237，150，000円
2，590，000円
17，220，000円
1，820，000円
28，330，000円
74，020，500円
5，082，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
407，421，800円
585，764，100円
245，600，000円
943，325，000円
427，543，100円
583，889，000円
1，479，995，800円
1，930，713，700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 6，604，252，500円

総入場人員 18，268名 （有料入場人員 16，821名）
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