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05025 2月16日 曇 稍重 （31小倉1）第3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）

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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

48 アポロモーリアン 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 21：49．7 4．2�
23 オイシイナア 牝3鹿 54 丹内 祐次小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 454± 0 〃 クビ 32．6�
714 セブンティサン 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 418± 01：50．01� 7．0�
815 シ ャ ン テ 牝3青 54 黛 弘人平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 434－ 21：50．74 22．5�
11 アドマイヤコメット 牝3黒鹿54 吉田 隼人近藤 利一氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B446＋ 41：50．8� 3．4�
24 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 丸田 恭介谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 452－ 2 〃 同着 36．5�
12 バブリーダンス 牝3栗 54 幸 英明	G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋10 〃 アタマ 17．5

510 マイディスティニー 牝3鹿 54 西田雄一郎 	ローレルレーシング 武藤 善則 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 21：50．9クビ 88．2�
816 オーマイラヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 442 ― 〃 クビ 23．3�
59 オ ク ラ 牝3栗 54 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 440－ 61：51．32� 22．2
611 ワンダールウェス 牝3栗 54 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 442－ 61：51．4� 5．5�
47 トウケイダヴィンチ 牝3栗 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 450± 0 〃 ハナ 123．9�
36 ニューウェーブ 牝3栗 54 小崎 綾也飯田 正剛氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：51．61� 15．5�
35 クーファサンピラー 牝3青 54 菱田 裕二大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 440－141：51．81� 97．3�
612 アイカリトマナカ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治村田 能光氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 464＋ 61：52．43� 18．7�
713 アイファーファーレ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 458－ 41：53．46 214．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，606，700円 複勝： 25，869，400円 枠連： 8，074，600円
馬連： 30，426，400円 馬単： 14，818，900円 ワイド： 26，761，500円
3連複： 49，993，600円 3連単： 54，919，500円 計： 224，470，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 960円 � 220円 枠 連（2－4） 3，960円

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 14，060円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 640円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 27，590円 3 連 単 ��� 153，140円

票 数

単勝票数 計 136067 的中 � 25727（2番人気）
複勝票数 計 258694 的中 � 47316（2番人気）� 5251（12番人気）� 31193（4番人気）
枠連票数 計 80746 的中 （2－4） 1578（17番人気）
馬連票数 計 304264 的中 �� 2521（32番人気）
馬単票数 計 148189 的中 �� 790（48番人気）
ワイド票数 計 267615 的中 �� 2343（33番人気）�� 11446（5番人気）�� 1244（48番人気）
3連複票数 計 499936 的中 ��� 1359（79番人気）
3連単票数 計 549195 的中 ��� 260（426番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．8―13．4―13．2―13．1―13．3―13．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．7―43．1―56．3―1：09．4―1：22．7―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．3
1
3
3（1，5）8（15，9）12，11，13，10－（2，14）－（6，16）－4－7
3（1，5，8，9）（15，11，14）－（10，12）2（6，13，16）（7，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アポロモーリアン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．11．17 福島11着

2016．5．9生 牝3鹿 母 ア ビ シ ー ナ 母母 Massomah 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 セブンティサン号の調教師音無秀孝は，馬装について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 アイファーファーレ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地競走に出走

できない。

05026 2月16日 曇 稍重 （31小倉1）第3日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時20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
56．9
56．9

重
重

57 サトノアイビス 牝3黒鹿 54
51 ▲西村 淳也 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 456＋ 41：00．5 16．4�

34 クーファピーカブー 牝3栗 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 452－14 〃 ハナ 6．2�
58 ナムラマッチェリ 牝3栗 54 藤岡 康太奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 448－121：00．71 6．8�
22 ジャングルキッド 牝3芦 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 8 〃 アタマ 17．1�
711 ワ ン ネ ス 牡3鹿 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 526－ 2 〃 クビ 51．0�
814 デンコウブレイブ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 466＋ 2 〃 アタマ 2．8	
610 ココナツクラッシュ 牡3栗 56 幸 英明藤井聡一郎氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 486－101：00．8� 36．4

69 センジュエース 牡3黒鹿56 丸山 元気増山 武志氏 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 440＋ 6 〃 アタマ 17．0�
33 トーセンアメジスト 牝3青 54

51 ▲服部 寿希島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 486－ 41：01．11� 50．2

11 ヘアピンローズ 牝3栗 54 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 新冠 松浦牧場 B446－14 〃 アタマ 6．0�
712 アクティーボミノル 牡3栗 56 松若 風馬吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 61：01．2� 9．6�
45 ラ フ ィ テ ィ 牝3栗 54

53 ☆義 英真中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434± 01：01．41 18．9�
813 ペイシャクローズ 牝3芦 54

53 ☆藤田菜七子北所 直人氏 吉田 直弘 新ひだか 土田 扶美子 448± 01：01．61� 62．0�
46 エレモフィラ 牝3鹿 54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 城地牧場 410＋201：01．91� 188．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，381，300円 複勝： 27，770，000円 枠連： 8，505，500円
馬連： 35，424，900円 馬単： 17，313，000円 ワイド： 27，620，000円
3連複： 52，333，600円 3連単： 58，507，400円 計： 246，855，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 420円 � 250円 � 230円 枠 連（3－5） 1，610円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 13，300円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，750円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 14，990円 3 連 単 ��� 100，040円

票 数

単勝票数 計 193813 的中 � 9410（6番人気）
複勝票数 計 277700 的中 � 15286（8番人気）� 29540（4番人気）� 34662（3番人気）
枠連票数 計 85055 的中 （3－5） 4078（7番人気）
馬連票数 計 354249 的中 �� 5319（18番人気）
馬単票数 計 173130 的中 �� 976（51番人気）
ワイド票数 計 276200 的中 �� 4068（23番人気）�� 4020（24番人気）�� 7111（10番人気）
3連複票数 計 523336 的中 ��� 2617（56番人気）
3連単票数 計 585074 的中 ��� 424（343番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．6―47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．5
3 1（7，11）（8，12，14）－（2，13）10（5，9）（3，4）－6 4 1，7（8，11）14，12（2，10）13（5，9）（3，4）－6

勝馬の
紹 介

サトノアイビス �
�
父 Bodemeister �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．12．2 阪神14着

2016．1．18生 牝3黒鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 3戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非抽選馬） 3頭 アマノコマンダー号・ニューヨークタヤス号・ラブミーサアヤ号

第１回 小倉競馬 第３日



05027 2月16日 曇 良 （31小倉1）第3日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50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
1：56．9
1：56．1

良
良

35 ナ リ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 480± 02：01．8 1．5�
12 シャムラマート 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：02．12 18．0�
24 リヴォルバー 牝3鹿 54 岩崎 翼薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 木下牧場 456－102：02．31� 14．4�
36 ア ラ ス カ 牝3鹿 54 丸山 元気池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 388± 0 〃 クビ 87．9�
47 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 420－ 2 〃 アタマ 24．3�
713 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 	グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 420－ 22：02．72� 15．6

48 アスカナターシャ 牝3青鹿54 �島 克駿神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476－ 22：02．8� 102．8�
816 エメラルドスピアー 牝3黒鹿54 幸 英明 �社台レースホース西浦 勝一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－102：02．9� 16．1�
11 ミコクイーン 牝3栗 54 黛 弘人古賀 慎一氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－102：03．21� 8．5
817 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 402－ 22：03．52 48．5�
23 ゴットパシオン 牝3栗 54 古川 吉洋後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 438－ 22：03．71� 29．4�
611 ウ ル バ ー ノ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 442－ 62：03．8クビ 156．2�
714 ムーンスピーク 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 440－10 〃 クビ 196．4�
510 ジョーノベリスタ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁上田けい子氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 434－ 62：03．9クビ 255．4�
59 サトノサイベリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志 	サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：04．32� 74．3�
715 ユキエチャン 牝3黒鹿54 吉田 隼人大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 62：04．51� 12．6�
818 レパルスベイ 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子谷口 悦一氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 432＋162：06．09 74．5�
612 ヌウアヌパリ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 486＋102：06．95 215．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，013，000円 複勝： 62，768，900円 枠連： 12，048，700円
馬連： 35，075，200円 馬単： 20，964，100円 ワイド： 33，561，500円
3連複： 55，553，000円 3連単： 70，557，100円 計： 317，541，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 270円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 550円 �� 440円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 13，300円

票 数

単勝票数 計 270130 的中 � 138159（1番人気）
複勝票数 計 627689 的中 � 381395（1番人気）� 21135（7番人気）� 26599（5番人気）
枠連票数 計 120487 的中 （1－3） 23445（1番人気）
馬連票数 計 350752 的中 �� 20002（6番人気）
馬単票数 計 209641 的中 �� 10394（4番人気）
ワイド票数 計 335615 的中 �� 15979（5番人気）�� 20533（3番人気）�� 3494（24番人気）
3連複票数 計 555530 的中 ��� 11100（10番人気）
3連単票数 計 705571 的中 ��� 3845（30番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―13．2―13．0―12．3―12．1―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．1―48．3―1：01．3―1：13．6―1：25．7―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3

5，8（1，16）（3，14，18）（2，4，15）－（7，12）－6，13，11，9，17，10
5，8（1，16）3，18（2，4，14）15（7，6）（13，17）（11，9）12，10

2
4
5，8（1，16）（2，3）（14，18）4（7，15）12，6，13（11，9）（10，17）
5（1，8，16）3（2，4）（7，14）（6，15，13，17）（11，18）－9，10＝12

勝馬の
紹 介

ナ リ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2019．1．5 京都2着

2016．3．17生 牝3鹿 母 ナックオフィス 母母 ワールドマドンナ 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌウアヌパリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月16日まで平地競走

に出走できない。

05028 2月16日 曇 良 （31小倉1）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：06．5
1：06．5

良
良

715 アスタールビー 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 418－161：08．9 3．5�

713� トップソリスト 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 448＋ 21：09．64 3．4�

11 リ ラ イ ト 牡3青 56 古川 吉洋前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 464＋ 41：09．7	 8．6�
48 タガノプリマベーラ 牝3鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 394－ 61：09．8
 19．4�
612 ウインカーマイン 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 416－ 61：09．9	 30．1�
23 キンイロノツバサ 牡3鹿 56 小崎 綾也大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 450－ 21：10．11� 89．7	
817 メイショウタイガン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 512－ 4 〃 ハナ 17．5

24 グランデインヴルサ 牝3鹿 54 秋山真一郎青山 洋一氏 矢野 英一 平取 坂東牧場 428－18 〃 クビ 62．5�
510 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56 丸山 元気原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 462＋ 41：10．63 20．7�
36 カツコノユメ 牝3芦 54

53 ☆横山 武史大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 410－ 6 〃 アタマ 100．2
47 � ショウナンダニエル 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 516 ―1：10．7クビ 27．0�
59 ウインアイルビータ 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 468± 0 〃 ハナ 5．0�
35 � ステイグリーン 牡3鹿 56 松若 風馬風早 信昭氏 森 秀行 米 Carlos Rafael 494 ―1：10．8	 33．6�
816 ピサノメタルシティ 牡3鹿 56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B496＋ 41：10．9	 69．9�
714 グ ッ ト ラ ン 牝3鹿 54 嶋田 純次江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 424－ 61：11．11 359．9�
611 ダンツキャッスル 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 490＋12 〃 クビ 18．6�
12 ハナノオンリーワン 牝3黒鹿54 西田雄一郎華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 小倉牧場 462＋ 8 〃 アタマ 373．1�
818 デュエットソング 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 400－ 61：11．31 353．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，382，300円 複勝： 32，557，100円 枠連： 10，911，900円
馬連： 36，923，100円 馬単： 16，888，900円 ワイド： 31，300，800円
3連複： 56，750，100円 3連単： 57，848，900円 計： 263，563，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 140円 � 220円 枠 連（7－7） 750円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 203823 的中 � 45648（2番人気）
複勝票数 計 325571 的中 � 54506（3番人気）� 67107（1番人気）� 31227（4番人気）
枠連票数 計 109119 的中 （7－7） 11252（2番人気）
馬連票数 計 369231 的中 �� 40735（1番人気）
馬単票数 計 168889 的中 �� 9625（1番人気）
ワイド票数 計 313008 的中 �� 30067（1番人気）�� 10357（5番人気）�� 12716（4番人気）
3連複票数 計 567501 的中 ��� 19211（2番人気）
3連単票数 計 578489 的中 ��� 4912（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 15（1，13）12（3，6，17）－（4，8）10（2，5）9（7，18）16（14，11） 4 15（1，13）（12，17）（3，6）（4，8）10（2，5）（7，9）16（14，18）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスタールビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．12．23 阪神2着

2016．4．13生 牝3鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オトリコミチュウ号・スキップ号・ドナカルモ号・ラコンコルド号



05029 2月16日 小雨 良 （31小倉1）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10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
1：44．1
1：43．9

良
良

48 サマーセント 牝3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 21：49．5 6．5�

11 ワイルドオーキッド 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 400± 01：49．6� 25．8�

35 ピースフルサンデー 牡3青 56
55 ☆森 裕太朗小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 452－141：49．7� 27．2�

12 ヴィクトワールメイ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 81：49．91� 25．5�

59 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 松若 風馬竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 474－ 21：50．0� 4．5�
611 ドリームウィング 牝3黒鹿54 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 422－ 21：50．21 27．3	
36 トーセンワンピース 牝3鹿 54 中井 裕二島川 
哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 8 〃 クビ 48．7�
816 リトミカメンテ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也 �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 434－ 2 〃 アタマ 6．0

23 メイショウヤワラギ 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好
氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 452－ 41：50．41� 6．0�
24 アナザードリーム 牡3鹿 56 菱田 裕二山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 454－ 61：50．61� 8．9�
714 リトルグッド 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也小林 善一氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 368－16 〃 ハナ 149．3�
612 マーガレットリバー 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ
ファーム 506－ 6 〃 クビ 29．0�

815 ワラウウマザンマイ 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 430＋101：50．81� 133．9�
713 バロンキング 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 430± 01：51．43� 14．9�
47 ノアトレジャー 牝3黒鹿54 嶋田 純次佐山 公男氏 高市 圭二 新ひだか 鳥井牧場 410± 01：51．72 143．5�
510 ラ プ タ ス 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466＋ 21：51．8� 7．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，759，500円 複勝： 30，905，300円 枠連： 13，509，500円
馬連： 38，188，100円 馬単： 16，808，200円 ワイド： 32，472，800円
3連複： 60，226，600円 3連単： 66，944，200円 計： 279，814，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 330円 � 640円 � 750円 枠 連（1－4） 6，760円

馬 連 �� 11，950円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 3，910円 �� 8，300円

3 連 複 ��� 64，160円 3 連 単 ��� 282，170円

票 数

単勝票数 計 207595 的中 � 25365（4番人気）
複勝票数 計 309053 的中 � 27291（5番人気）� 12269（9番人気）� 10201（11番人気）
枠連票数 計 135095 的中 （1－4） 1548（23番人気）
馬連票数 計 381881 的中 �� 2475（46番人気）
馬単票数 計 168082 的中 �� 620（77番人気）
ワイド票数 計 324728 的中 �� 2652（45番人気）�� 2146（52番人気）�� 1002（70番人気）
3連複票数 計 602266 的中 ��� 704（179番人気）
3連単票数 計 669442 的中 ��� 172（944番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．8―12．5―12．3―11．8―12．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―35．7―48．2―1：00．5―1：12．3―1：24．4―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．2
1
3
・（3，16）9（4，12）（8，15）1，11，2，10，6，13（5，7）14・（3，16，10）（9，11）（4，8）（12，13）1，15，2，5，6，7，14

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

勝馬の
紹 介

サマーセント �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．27 京都9着

2016．3．20生 牝3黒鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 テイエムクロムシャ号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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。
（非当選馬） 3頭 グローバルステップ号・メテオスウォーム号・レッドアウローラ号
（非抽選馬） 1頭 チェスナットバレー号

05030 2月16日 小雨 稍重 （31小倉1）第3日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

22 ピンキージョーンズ 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：47．1 7．5�
79 テイエムソレイユ 牝4鹿 54 �島 克駿竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B488＋ 21：47．31� 9．5�
811 ブルベアクワイ 牝4鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋ 61：47．4クビ 55．8�
44 クールデザイン 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 アタマ 30．8�
710 リュミエールドール 牝5鹿 55 幸 英明 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 21：47．5� 17．3	
55 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 城戸 義政�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 81：47．71 26．0

56 ダイシンステルラ 牝4黒鹿54 藤岡 康太大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 81：48．33	 88．4�
68 サンマルリトリート 牝4黒鹿 54

51 ▲服部 寿希相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 504－221：48．4� 52．9�

33 
 プリディカメント 牝4黒鹿54 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 494－111：48．5クビ 1．6

67 プロネルクール 牝4鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 490－ 8 〃 ハナ 12．6�
812 メジャーマジック 牝4鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 506－ 41：48．71� 7．3�
11 デルマシャンパン 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 452＋ 81：49．12	 40．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，154，800円 複勝： 30，764，000円 枠連： 7，901，900円
馬連： 31，050，000円 馬単： 19，075，300円 ワイド： 28，332，300円
3連複： 45，902，000円 3連単： 67，719，500円 計： 257，899，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 250円 � 830円 枠 連（2－7） 1，350円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，360円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 23，490円 3 連 単 ��� 136，000円

票 数

単勝票数 計 271548 的中 � 28882（3番人気）
複勝票数 計 307640 的中 � 46964（2番人気）� 33004（4番人気）� 7772（10番人気）
枠連票数 計 79019 的中 （2－7） 4510（6番人気）
馬連票数 計 310500 的中 �� 11317（8番人気）
馬単票数 計 190753 的中 �� 3038（14番人気）
ワイド票数 計 283323 的中 �� 14419（4番人気）�� 2984（27番人気）�� 1837（38番人気）
3連複票数 計 459020 的中 ��� 1465（74番人気）
3連単票数 計 677195 的中 ��� 361（384番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―13．3―13．4―13．2―12．0―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―43．1―56．5―1：09．7―1：21．7―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．4
1
3
2（3，12）5（8，10）7，1＝6－（9，11）－4・（2，11）（5，3）（12，10，4）（7，8）（6，1）9

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

勝馬の
紹 介

ピンキージョーンズ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．6．19 東京8着

2014．5．13生 牝5栗 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 27戦3勝 賞金 41，300，000円

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 2日第 3競走）
〔その他〕　　ジュディシャス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオー

バーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕　　ジュディシャス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年

3月10日まで出走できない。



05031 2月16日 小雨 良 （31小倉1）第3日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
2：37．8
2：37．3

良
良

11 ドリームスピリット 牡4鹿 56
55 ☆横山 武史落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 504＋ 22：41．3 3．3�

811 ミレフォリウム 牝4鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：41．51� 10．1�
44 サダムラピュタ 牡4黒鹿56 松若 風馬大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B478－ 42：41．71 7．0�
66 エイプリルミスト 牝5芦 55 嶋田 純次 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 25．2�
22 バリオラージュ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B468－ 2 〃 クビ 5．0�
79 レッドボヌール 牝5鹿 55 丸田 恭介 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 412－ 22：41．8� 28．2

78 ニッポンテイオー 牡4鹿 56 吉田 隼人新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 444－ 8 〃 ハナ 4．0�
55 マサハヤスター 牡5栗 57 黛 弘人中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482－ 22：42．01� 17．8�
33 ラ プ ル ー ズ �6鹿 57 	島 克駿西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484± 02：42．32 10．7
810 マーヴェルズ 牡5鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 42：43．15 39．8�
67 ウインプライマリー 牝4鹿 54 菱田 裕二	ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 22：44．37 46．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，391，300円 複勝： 28，107，900円 枠連： 7，262，900円
馬連： 32，874，700円 馬単： 16，479，200円 ワイド： 26，011，400円
3連複： 45，914，200円 3連単： 61，419，400円 計： 237，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 280円 � 270円 枠 連（1－8） 1，560円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 740円 �� 620円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 31，220円

票 数

単勝票数 計 193913 的中 � 45887（1番人気）
複勝票数 計 281079 的中 � 65070（1番人気）� 21690（6番人気）� 23526（5番人気）
枠連票数 計 72629 的中 （1－8） 3596（5番人気）
馬連票数 計 328747 的中 �� 10693（10番人気）
馬単票数 計 164792 的中 �� 3412（14番人気）
ワイド票数 計 260114 的中 �� 9165（8番人気）�� 11099（4番人気）�� 3504（23番人気）
3連複票数 計 459142 的中 ��� 4961（25番人気）
3連単票数 計 614194 的中 ��� 1426（93番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．2―12．7―12．7―12．6―13．2―12．9―12．3―12．2―11．9―11．7―12．2

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�
13．0―24．7―36．9―49．6―1：02．3―1：14．9―1：28．1―1：41．0―1：53．3―2：05．5―2：17．4―2：29．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F35．8
1
�
11（8，7）（9，1）－5，2，6（4，10）－3
11，8（9，1，7）5（2，6）（3，4，10）

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

勝馬の
紹 介

ドリームスピリット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2017．10．29 東京5着

2015．3．28生 牡4鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 12戦2勝 賞金 28，526，000円

05032 2月16日 曇 稍重 （31小倉1）第3日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

68 ラ イ ナ ス 牡4栗 56 吉田 隼人橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 484－141：46．1 2．8�
44 ショウナンサリュー 牡5芦 57 松若 風馬国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 506＋18 〃 クビ 10．7�
33 レンジストライク 牡4黒鹿 56

55 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524－141：46．2� 12．1�

57 キクノロージズ 牝4芦 54
53 ☆藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 480－ 81：46．83� 10．8�

710 エクスパートラン 牡4青鹿56 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 458－ 41：46．9� 14．7�
45 アドマイヤキング 牡4鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528－ 21：47．11� 6．2	
812	 レーヌミラクル 牝6鹿 55 菱田 裕二酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 494＋ 41：47．42 13．9

69 メイクグローリー 
5栗 57 竹之下智昭ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 B462－ 61：48．03� 93．2�
56 キタノナシラ 
4鹿 56 黛 弘人北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B484－ 61：48．1クビ 7．9
11 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 B438－ 61：48．2� 181．2�
711 メイショウダブル 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 500－ 61：49．05 29．8�
22 ニコルハイウェイ 牡4鹿 56 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 鹿児島 服部 文明 468± 01：49．53 119．2�
813 ブルーウィング 牡4鹿 56 岩崎 翼ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528± 01：50．98 6．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，278，800円 複勝： 26，698，600円 枠連： 10，518，300円
馬連： 35，673，200円 馬単： 17，483，500円 ワイド： 27，208，900円
3連複： 52，301，400円 3連単： 62，357，200円 計： 253，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 300円 � 300円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 550円 �� 660円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 212788 的中 � 60089（1番人気）
複勝票数 計 266986 的中 � 61443（1番人気）� 19908（6番人気）� 19842（7番人気）
枠連票数 計 105183 的中 （4－6） 15660（1番人気）
馬連票数 計 356732 的中 �� 23311（3番人気）
馬単票数 計 174835 的中 �� 6906（3番人気）
ワイド票数 計 272089 的中 �� 13369（4番人気）�� 10698（7番人気）�� 3300（28番人気）
3連複票数 計 523014 的中 ��� 9845（15番人気）
3連単票数 計 623572 的中 ��� 2917（35番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．4―13．0―12．7―12．5―12．3―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．7―43．7―56．4―1：08．9―1：21．2―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ナ ス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．30 小倉2着

2015．3．26生 牡4栗 母 ナイトフライト 母母 ダウンライトオールライト 15戦2勝 賞金 24，650，000円



05033 2月16日 曇 良 （31小倉1）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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
1：56．9
1：56．1

良
良

811 スマートレイブン 牡4鹿 56 藤岡 康太大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 452－122：00．7 5．2�
11 レーガノミクス 牡4鹿 56 幸 英明�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 クビ 19．7�
44 � クリデュクール 牡5栗 57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500－ 22：00．8� 3．4�
67 ウォーターパルフェ 牡4鹿 56

55 ☆藤田菜七子山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 474－102：01．33 3．7�
78 コスモレリア 牡4栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：01．51� 7．6	
810 マイネルユニブラン 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 522＋ 22：01．71 62．6


22 � ウインフォルティス 牡4鹿 56 吉田 隼人�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 478－12 〃 クビ 18．8�
55 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 松若 風馬名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 462－102：01．8クビ 10．4�
79 � シンボリブーケ 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 478± 0 〃 クビ 73．7
66 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 54 	島 克駿 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 436－ 42：03．39 7．7�
33 � ベ ー 牡4栗 56

55 ☆義 英真北山 敏�氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 496－ 62：03．61
 112．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，139，300円 複勝： 32，292，500円 枠連： 9，962，400円
馬連： 44，694，600円 馬単： 23，504，600円 ワイド： 31，619，100円
3連複： 60，894，100円 3連単： 92，346，100円 計： 320，452，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 380円 � 150円 枠 連（1－8） 5，180円

馬 連 �� 5，280円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 380円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，520円 3 連 単 ��� 43，930円

票 数

単勝票数 計 251393 的中 � 38268（3番人気）
複勝票数 計 322925 的中 � 45974（3番人気）� 16732（7番人気）� 66987（2番人気）
枠連票数 計 99624 的中 （1－8） 1490（16番人気）
馬連票数 計 446946 的中 �� 6554（20番人気）
馬単票数 計 235046 的中 �� 2042（39番人気）
ワイド票数 計 316191 的中 �� 6407（19番人気）�� 23315（2番人気）�� 7062（17番人気）
3連複票数 計 608941 的中 ��� 7001（23番人気）
3連単票数 計 923461 的中 ��� 1524（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．6―35．6―48．6―1：00．9―1：13．1―1：25．1―1：36．9―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートレイブン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．3．24 中京13着

2015．5．7生 牡4鹿 母 レディオーキッド 母母 レ デ ィ イ ン 8戦2勝 賞金 17，350，000円

05034 2月16日 曇 良 （31小倉1）第3日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ラ ミ エ ル 牝3鹿 54 松若 風馬桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 438＋ 41：09．6 5．7�
713 グッドレイズ 牡3栗 56 幸 英明杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 478－ 2 〃 クビ 6．3�
815 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 438－121：09．7クビ 75．5�
11 ウインスピリタス 牡3鹿 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 482＋201：09．8� 23．0�
12 ファストアズエバー 牝3芦 54 丸山 元気 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452± 01：09．9	 10．3�
24 タガノジェロディ 牡3栗 56 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 468－ 61：10．0	 11．0	
816 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 吉田 隼人 
シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 460－ 21：10．1	 16．1�
611 ファンシャン 牝3栃栗54 丸田 恭介
ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 430＋ 81：10．31
 51．9�
47 メイショウオニテ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 8 〃 クビ 3．3
714 ヤマニンブルーベル 牝3芦 54 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 454－ 81：10．4	 30．2�
48 リ ゲ イ ン 牝3鹿 54 中井 裕二 
コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426± 01：10．5� 64．0�
36 � ピュアドリーマー 牝3栗 54 古川 吉洋岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 450＋ 41：10．6	 7．5�
59 ミリオンゲーム 牝3栗 54 藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428＋101：10．81	 15．4�
510 カレンソナーレ 牝3鹿 54 中谷 雄太鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 412± 01：10．9	 52．5�
35 タムロドリーム 牝3鹿 54 川又 賢治谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 480＋101：11．43 46．2�
23 � リンノティアラ 牝3栗 54 黛 弘人谷口 祐人氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 416＋ 21：11．5� 235．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，056，900円 複勝： 48，698，500円 枠連： 18，697，500円
馬連： 74，466，000円 馬単： 32，580，600円 ワイド： 53，120，100円
3連複： 116，741，200円 3連単： 143，629，400円 計： 523，990，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 230円 � 1，590円 枠 連（6－7） 1，360円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 710円 �� 4，650円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 87，280円

票 数

単勝票数 計 360569 的中 � 50088（2番人気）
複勝票数 計 486985 的中 � 70527（2番人気）� 61614（3番人気）� 6152（15番人気）
枠連票数 計 186975 的中 （6－7） 10584（5番人気）
馬連票数 計 744660 的中 �� 33210（6番人気）
馬単票数 計 325806 的中 �� 7525（8番人気）
ワイド票数 計 531201 的中 �� 20618（6番人気）�� 2854（50番人気）�� 2525（56番人気）
3連複票数 計1167412 的中 ��� 3993（65番人気）
3連単票数 計1436294 的中 ��� 1193（275番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ミ エ ル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．7．14 中京4着

2016．4．10生 牝3鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 6戦2勝 賞金 19，278，000円
〔制裁〕 タムロドリーム号の騎手川又賢治は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

ウインスピリタス号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）
〔その他〕 ピュアドリーマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピュアドリーマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月16日まで出走できない。



05035 2月16日 晴 稍重 （31小倉1）第3日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

36 シンゼンドリーム 牡6黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 472＋ 61：45．6 13．6�
24 ドルチェリア �6鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 524－ 8 〃 ハナ 11．8�
48 マイネルオスカル 牡4栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 492＋ 61：45．7クビ 9．0�
816	 ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 460＋121：45．8
 7．7�
510 テーオーフォース 牡4黒鹿56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484＋101：46．12 7．5�
23 スズカフロンティア 牡5鹿 57 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424－101：46．31� 3．0	
815 ランバージャック 牡5栗 57 藤岡 康太前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：46．4
 14．7

12 デルマカルヴァドス 牡4鹿 56 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 506＋ 6 〃 ハナ 52．3�
35 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 490－ 61：46．5
 5．6�
11 ランドハイパワー 牡6鹿 57 中谷 雄太木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 502± 01：47．03 176．5
713	 アイファーイチオー 牡5栗 57 田中 健中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 512－ 4 〃 クビ 26．3�
59 コスモバーダン 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 520＋ 21：47．42
 255．3�
714 ブ ル ー ミ ン 牝5黒鹿55 川又 賢治佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458－ 81：47．82
 47．0�
47 フィルムフランセ 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 486－ 61：48．33 36．1�
612 フロリアヌス 牡4鹿 56 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 470＋ 81：48．61 132．4�
611 キープシークレット 牝4黒鹿54 黛 弘人 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B452－ 21：48．7
 44．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，823，700円 複勝： 69，828，100円 枠連： 39，986，500円
馬連： 150，412，300円 馬単： 56，018，300円 ワイド： 84，334，400円
3連複： 234，468，100円 3連単： 271，377，600円 計： 956，249，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 390円 � 330円 � 370円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 6，040円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，860円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 17，320円 3 連 単 ��� 93，240円

票 数

単勝票数 計 498237 的中 � 29302（7番人気）
複勝票数 計 698281 的中 � 46612（7番人気）� 56368（5番人気）� 49990（6番人気）
枠連票数 計 399865 的中 （2－3） 53328（1番人気）
馬連票数 計1504123 的中 �� 19288（26番人気）
馬単票数 計 560183 的中 �� 3786（47番人気）
ワイド票数 計 843344 的中 �� 11418（26番人気）�� 11660（25番人気）�� 12321（24番人気）
3連複票数 計2344681 的中 ��� 10149（58番人気）
3連単票数 計2713776 的中 ��� 2110（326番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．3―42．5―54．5―1：06．9―1：19．5―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シンゼンドリーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．11．15 京都3着

2013．3．8生 牡6黒鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 23戦4勝 賞金 68，131，000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。
（非当選馬） 2頭 サウスザスナイパー号・ライトオブピース号

05036 2月16日 晴 良 （31小倉1）第3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，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 ウインストラグル 牡5黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 482－ 21：08．3 34．1�
11 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 西村 淳也松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 454－ 8 〃 クビ 30．0�
35 � クーファディーヴァ 牝5栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 476± 01：08．72	 6．7�
713 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 丸山 元気国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 510－ 41：08．8	 4．0�
48 グッドジュエリー 牝4芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 454＋ 6 〃 クビ 21．9	
715 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57 横山 武史
大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464－ 21：09．01 55．4�
714 ブレイズガール 牝6鹿 55 幸 英明岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B494＋ 41：09．1
 9．2�
817� ラルムドランジュ 牝4青鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 416＋ 2 〃 アタマ 6．6
47 ミルトドリーム 牡5鹿 57 小崎 綾也永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 532＋ 61：09．2クビ 57．8�
24 マイネルサイルーン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 450－ 4 〃 アタマ 12．4�
36 マ ッ タ ナ シ 牡5栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 488＋ 61：09．41	 100．2�
12 ドゥモワゼル 牝5鹿 55 木幡 初也小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 460－ 41：09．61� 44．4�
818 ウインクレド 牡6鹿 57 吉田 隼人�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B490－ 21：09．7	 27．7�
59 トモジャクアルト 牡4芦 57 古川 吉洋吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 B498＋ 41：09．8クビ 20．9�
510 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 松若 風馬
サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 480＋201：09．9	 9．1�
611 マイネルエメ 牡4鹿 57 黛 弘人 �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 476＋ 4 〃 アタマ 78．4�
612 ウィッシュノート 牝5黒鹿55 川又 賢治 
シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B452＋ 61：10．11� 45．6�
816 スリーランディア 牝5鹿 55 藤岡 康太永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－ 21：10．2クビ 8．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，878，600円 複勝： 58，734，400円 枠連： 30，042，600円
馬連： 92，688，100円 馬単： 37，065，400円 ワイド： 66，599，100円
3連複： 151，501，900円 3連単： 171，285，400円 計： 646，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 990円 � 830円 � 260円 枠 連（1－2） 4，400円

馬 連 �� 26，110円 馬 単 �� 44，120円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 4，400円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 61，880円 3 連 単 ��� 386，850円

票 数

単勝票数 計 388786 的中 � 9098（12番人気）
複勝票数 計 587344 的中 � 14161（12番人気）� 17159（11番人気）� 68686（2番人気）
枠連票数 計 300426 的中 （1－2） 5287（17番人気）
馬連票数 計 926881 的中 �� 2751（75番人気）
馬単票数 計 370654 的中 �� 630（137番人気）
ワイド票数 計 665991 的中 �� 3767（56番人気）�� 3893（54番人気）�� 6684（28番人気）
3連複票数 計1515019 的中 ��� 1836（196番人気）
3連単票数 計1712854 的中 ��� 321（1162番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインストラグル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．25 阪神18着

2014．4．23生 牡5黒鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 17戦2勝 賞金 20，234，000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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 イッツマイターン号・エトナ号・カワキタロマン号・キャンディソング号・コノチヲツナイデ号・サレンティーナ号・

タイセイトレンディ号・ハートイズハート号・バーミーブリーズ号・マイネルアムニス号・マイネルパッセ号・
モアナブルー号



（31小倉1）第3日 2月16日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 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

172，300，000円
18，880，000円
1，750，000円
19，030，000円
72，262，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
318，866，200円
474，994，700円
177，422，300円
637，896，600円
289，000，000円
468，941，900円
982，579，800円
1，178，911，700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 4，528，613，200円

総入場人員 8，374名 （有料入場人員 7，489名）
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