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05049 2月23日 晴 稍重 （31小倉1）第5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 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

59 ビオレイメル 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 458－ 81：47．1 9．1�

612 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 西田雄一郎吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B468－ 41：47．31� 12．4�
12 サルトアトランテ 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 41：47．51� 3．7�
48 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 41：47．71� 3．5�
11 ナガラスワロー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 404± 01：47．8クビ 19．5�

36 リップグロス 牝3栗 54 中井 裕二 	ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 430± 01：48．12 108．2

611 トゥービーシック 牝3黒鹿54 丸田 恭介西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 426－ 41：48．31 24．1�
47 アイトマコト 牝3芦 54 藤岡 康太前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：48．62 23．3�
510 ショウサンシルエラ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 464＋ 21：49．13 4．3
713 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 418－ 61：49．2クビ 15．3�
23 シ ャ ン テ 牝3青 54 川須 栄彦平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 434± 01：50．58 32．3�
815 ハ ハ ハ 牝3黒鹿54 菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 田中 裕之 410－ 21：50．81� 114．3�
714 グラマラススカイ 牝3黒鹿54 柴山 雄一スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 442± 01：50．9� 147．4�
24 リネンリボン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 正則 新冠 芳住 鉄兵 446－ 21：51．64 90．9�
816 ヒラリークイン 牝3黒鹿54 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 61：52．55 91．4�
35 サフランビーナス 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 416－ 21：53．24 368．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，265，800円 複勝： 29，952，900円 枠連： 9，212，200円
馬連： 34，261，000円 馬単： 16，847，900円 ワイド： 29，079，000円
3連複： 58，131，900円 3連単： 64，143，000円 計： 256，893，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 310円 � 360円 � 190円 枠 連（5－6） 1，280円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 610円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 43，250円

票 数

単勝票数 計 152658 的中 � 13393（4番人気）
複勝票数 計 299529 的中 � 23491（4番人気）� 19215（5番人気）� 48716（3番人気）
枠連票数 計 92122 的中 （5－6） 5572（5番人気）
馬連票数 計 342610 的中 �� 6267（16番人気）
馬単票数 計 168479 的中 �� 1743（28番人気）
ワイド票数 計 290790 的中 �� 6283（14番人気）�� 12680（5番人気）�� 7450（11番人気）
3連複票数 計 581319 的中 ��� 8722（14番人気）
3連単票数 計 641430 的中 ��� 1075（138番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―12．0―12．5―12．3―12．3―12．6―13．0―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．4―42．9―55．2―1：07．5―1：20．1―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ビオレイメル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．9 阪神5着

2016．3．19生 牝3栗 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 7戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒラリークイン号・サフランビーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月

23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 オクラ号・ネオファルコン号

05050 2月23日 晴 稍重 （31小倉1）第5日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時15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

22 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± 0 59．6 7．0�
69 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B460＋ 6 59．81� 22．7�
814� スマートアクシス 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也大川 徹氏 西園 正都 米 Machmer Hall
& Montese LLC 484± 0 59．9	 3．3�

57 キンショービコー 牡3栗 56 
島 良太礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 三石ファーム 472 ―1：00．32	 7．9�
34 オーミシンゲン 牡3青鹿 56

55 ☆川又 賢治岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 430± 0 〃 クビ 47．1�
45 サウスパッキオ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也布武起会 中野 栄治 日高 木村牧場 446＋ 11：00．4	 21．0�
58 メイショウイギョク 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 466－ 61：00．5� 5．5	
610 ラブミーサアヤ 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 484－ 21：00．92	 37．2

46 フロレンザール 牝3青鹿54 吉田 隼人中辻 明氏 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472＋ 2 〃 ハナ 5．7�
11 ガッサンベリー 牡3鹿 56 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 438－ 8 〃 ハナ 180．5�
712 グランツシチー 牡3栗 56 川須 栄彦 友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 452＋ 21：01．53	 16．6�
813 ニューヨークタヤス 牡3鹿 56 柴山 雄一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 452＋ 41：02．13	 8．6�
711 アマノコマンダー 牡3鹿 56 中井 裕二中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B484－14 〃 ハナ 152．6�
（13頭）

33 コニカルビーカー 牝3鹿 54
51 ▲服部 寿希�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 446 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，875，400円 複勝： 27，727，500円 枠連： 8，448，300円
馬連： 30，002，800円 馬単： 14，055，800円 ワイド： 23，052，000円
3連複： 43，194，700円 3連単： 46，896，900円 計： 211，253，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 550円 � 140円 枠 連（2－6） 5，400円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 13，650円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 480円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 70，680円

票 数

単勝票数 差引計 178754（返還計 1921） 的中 � 20334（4番人気）
複勝票数 差引計 277275（返還計 2536） 的中 � 35527（4番人気）� 9293（9番人気）� 68314（1番人気）
枠連票数 差引計 84483（返還計 59） 的中 （2－6） 1212（16番人気）
馬連票数 差引計 300028（返還計 4996） 的中 �� 3233（27番人気）
馬単票数 差引計 140558（返還計 2268） 的中 �� 772（56番人気）
ワイド票数 差引計 230520（返還計 4634） 的中 �� 3029（26番人気）�� 13491（3番人気）�� 3377（24番人気）
3連複票数 差引計 431947（返還計 15149） 的中 ��� 3422（38番人気）
3連単票数 差引計 468969（返還計 14144） 的中 ��� 481（279番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．9―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ン ネ ス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．8．19 新潟15着

2016．5．18生 牡3鹿 母 ダンシングロイヤル 母母 デビルインマインド 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 コニカルビーカー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左飛節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 スマートアクシス号の騎手西村淳也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・7番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コニカルビーカー号は，平成31年2月24日から平成31年3月25日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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） 4頭 ナムラガンマン号・ノンノンナイン号・ブライトンテソーロ号・ラストシーン号

第１回 小倉競馬 第５日



05051 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時45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
1：44．1
1：43．9

良
良

23 イノセントミューズ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 466－121：48．9 3．8�
510 ウォーターブレイク 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：49．11� 13．1�
11 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 432－ 81：49．2クビ 39．4�
35 ビーマイステディ 牝3鹿 54 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 大島牧場 464－ 2 〃 アタマ 3．1�
611 エッセンツァ 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 526－ 21：49．41� 5．1	
47 カウムディー 牝3黒鹿54 菱田 裕二加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 466－ 8 〃 ハナ 52．7

815 ブランシェット 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406－101：49．61� 11．0�

24 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 中谷 雄太了德寺健二ホール
ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 410－ 2 〃 クビ 61．1�

48 アドマイヤビーナス 牝3栗 54 吉田 隼人近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464－ 61：49．7� 8．8
36 ツクバボニート 牝3栗 54

53 ☆藤田菜七子細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 422＋ 21：50．44 42．7�
713 シェルメール 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 412－ 6 〃 クビ 67．4�
612 パ ン ド ラ 牝3鹿 54 北村 友一 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 424－ 61：50．5� 26．7�
12 ク ド シ ュ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 432± 01：50．6� 199．5�
714 ト マ ト ー マ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 464－121：51．34 181．2�
816 ブラックアーシャ 牝3黒鹿54 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 460－241：51．72� 192．1�
59 ミッキーセレンディ 牝3栗 54 荻野 極野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 418 ― （競走中止） 23．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，779，000円 複勝： 35，964，100円 枠連： 8，176，700円
馬連： 34，757，600円 馬単： 16，004，700円 ワイド： 27，780，800円
3連複： 50，354，900円 3連単： 57，430，600円 計： 251，248，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 380円 � 950円 枠 連（2－5） 1，780円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，840円 �� 6，370円

3 連 複 ��� 39，500円 3 連 単 ��� 170，640円

票 数

単勝票数 計 207790 的中 � 42881（2番人気）
複勝票数 計 359641 的中 � 58329（2番人気）� 23412（6番人気）� 8182（9番人気）
枠連票数 計 81767 的中 （2－5） 3558（9番人気）
馬連票数 計 347576 的中 �� 8239（12番人気）
馬単票数 計 160047 的中 �� 3010（14番人気）
ワイド票数 計 277808 的中 �� 7360（11番人気）�� 2489（27番人気）�� 1094（47番人気）
3連複票数 計 503549 的中 ��� 956（95番人気）
3連単票数 計 574306 的中 ��� 244（418番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．7―36．2―48．7―1：00．8―1：12．5―1：24．7―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イノセントミューズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．12．16 阪神4着

2016．2．4生 牝3鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走中止〕 ミッキーセレンディ号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ビーマイステディ号の騎手四位洋文は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000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 ショウナンパルコ号・ディノーラ号
（非抽選馬） 1頭 ムスティッカ号

05052 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15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

713 ヴィクトリアポデル 牡3鹿 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 490－101：09．7 21．0�
23 アールウォーケン 牡3鹿 56 藤岡 康太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 4 〃 クビ 7．4�
817 ス キ ッ プ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460－ 41：10．01� 6．3�
611 クールリアル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 462－ 41：10．1� 5．7�
59 シャイニーブランコ 牡3芦 56 菱田 裕二小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 440－ 81：10．2� 5．2�
11 マイネルカゲツ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：10．41� 4．3	

612 コンボルブルス 牡3黒鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 426± 01：10．5� 14．4

816 オビワンズドーン 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史�富士開発 古賀 史生 新ひだか 高橋フアーム 444± 01：11．13� 61．2�
35 エイシンモンクール 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 416－ 6 〃 クビ 110．5�
48 イクスパイアーズ 牝3芦 54 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 466－ 61：11．2クビ 194．2
818 チ ャ リ ャ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 452－ 61：11．41� 23．2�
510 キスオブライフ 牝3黒鹿54 丸田 恭介グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 440－14 〃 ハナ 108．0�
24 ニットウヴィクスン 牝3鹿 54 荻野 極藤井 謙氏 小桧山 悟 新ひだか 沖田 忠幸 410± 01：11．5� 99．1�
714 アイルハヴウインズ 牝3鹿 54

53 ☆藤田菜七子鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：11．6� 44．1�
47 グッドカグラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 382－201：11．7� 99．8�
12 ヴァガルーナ 牝3黒鹿54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 412－ 81：11．91� 263．2�
36 ニシノポンパドール 牝3芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 浦河 木戸口牧場 444－ 81：12．22 141．9�
715 ルバクオーリ 牡3青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－ 21：12．41� 9．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，173，500円 複勝： 28，742，700円 枠連： 11，307，300円
馬連： 32，609，700円 馬単： 15，807，500円 ワイド： 28，605，200円
3連複： 54，244，000円 3連単： 53，574，800円 計： 245，064，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 500円 � 300円 � 220円 枠 連（2－7） 2，580円

馬 連 �� 9，550円 馬 単 �� 19，790円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 1，760円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 18，930円 3 連 単 ��� 165，280円

票 数

単勝票数 計 201735 的中 � 7679（8番人気）
複勝票数 計 287427 的中 � 13402（8番人気）� 24740（6番人気）� 37659（4番人気）
枠連票数 計 113073 的中 （2－7） 3392（15番人気）
馬連票数 計 326097 的中 �� 2645（31番人気）
馬単票数 計 158075 的中 �� 599（64番人気）
ワイド票数 計 286052 的中 �� 2332（31番人気）�� 4187（22番人気）�� 5479（18番人気）
3連複票数 計 542440 的中 ��� 2148（59番人気）
3連単票数 計 535748 的中 ��� 235（474番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―11．9―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―46．0―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 13（10，18）（7，17）（6，9，11）（1，15）14（12，16）3，8，5－（2，4） 4 13（10，18）（7，9，17，11）（6，3，1）12（5，15，16）14，8（2，4）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ヴィクトリアポデル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．9．17 中山5着

2016．2．11生 牡3鹿 母 シーアクトレス 母母 パ シ ア ン 5戦1勝 賞金 5，700，000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 ガビーズドリーム号・ホットスタンプ号



05053 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05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
1：56．9
1：56．1

良
良

612 ツクバソヴァール 牡3黒鹿56 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 472＋ 22：00．9 8．9�
12 プライムシスター 牝3黒鹿54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 470－182：01．75 24．0�
24 エイシンボールディ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 430－102：01．8クビ 58．1�
510 ジョイクローネ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史西村 亮二氏 武井 亮 日高 いとう牧場 514－ 62：02．01� 39．4�
714 レッドアウローラ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442－ 62：02．21� 17．3�
35 メテオスウォーム 牡3黒鹿 56

55 ☆藤田菜七子 	シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 482± 0 〃 アタマ 4．5

817 ラバーズケープ 牝3鹿 54 北村 友一 	キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 4 〃 アタマ 2．5�
715 アルディテッツァ 牡3鹿 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋162：02．3� 8．6�
59 マヤノハルモニア 牝3鹿 54 小崎 綾也田所 英子氏 尾形 和幸 日高 天羽牧場 418－ 42：02．4� 325．2
11 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 458± 0 〃 クビ 152．8�
816 スターオブワンダー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 412± 02：02．71� 185．0�
48 アイアンミリオン 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 初也池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか 原口牧場 430＋ 22：03．44 98．9�
611 ゴーアブロード 牡3鹿 56 嶋田 純次	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496－ 22：03．5� 269．4�
713 マイサンシャイン 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 アタマ 5．6�
818 ヤマニンラファーガ 牡3黒鹿56 菱田 裕二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 496－ 42：03．6� 31．8�
36 エスカルラータ 牝3黒鹿54 中井 裕二�G1レーシング 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 444＋ 62：04．34 43．1�
23 ゴルトグランツ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 484＋102：05．15 138．7�
47 ク ワ ヒ カ リ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 B452－ 62：05．63 326．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，969，800円 複勝： 29，734，200円 枠連： 11，005，400円
馬連： 35，435，300円 馬単： 18，103，600円 ワイド： 29，651，800円
3連複： 56，288，500円 3連単： 68，016，200円 計： 271，204，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 560円 � 1，080円 枠 連（1－6） 5，130円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 3，290円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 51，480円 3 連 単 ��� 275，480円

票 数

単勝票数 計 229698 的中 � 20619（5番人気）
複勝票数 計 297342 的中 � 36358（3番人気）� 13162（7番人気）� 6382（9番人気）
枠連票数 計 110054 的中 （1－6） 1660（15番人気）
馬連票数 計 354353 的中 �� 4866（16番人気）
馬単票数 計 181036 的中 �� 1116（36番人気）
ワイド票数 計 296518 的中 �� 4782（16番人気）�� 2317（30番人気）�� 1273（45番人気）
3連複票数 計 562885 的中 ��� 820（110番人気）
3連単票数 計 680162 的中 ��� 179（578番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．5―12．6―12．7―12．2―12．0―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．0―34．6―47．1―59．7―1：12．4―1：24．6―1：36．6―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ツクバソヴァール �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．6．17 東京11着

2016．3．14生 牡3黒鹿 母 リリーオブザナイル 母母 メ サ イ ア 9戦1勝 賞金 9，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クーファサンピラー号・ケイティシャイン号・コスモブッカー号・トーセンワンピース号・ワラウウマザンマイ号

05054 2月23日 晴 稍重 （31小倉1）第5日 第6競走 ��
��1，000�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，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

11 ウイナーズロード 牝5青鹿 55
54 ☆横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 404＋ 6 58．9 9．9�

45 タフチョイス 牡4鹿 57 �島 良太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－12 〃 クビ 1．4�

33 マ ッ セ ル 牡5鹿 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464± 0 59．21	 59．2�

610 タイキラメール 牡6栗 57 中谷 雄太�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 472－ 2 59．3	 15．5�

711 セグレートシチー 牡4栗 57 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B522＋12 59．4
 29．8	
46 � スリーチャーム 牝5鹿 55 菱田 裕二永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡田牧場 478＋ 2 59．5
 10．6

57 ニシノダンテ 牡4青鹿 57

54 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 486－ 6 59．6クビ 12．4�
34 � リバティークイーン 牝6黒鹿55 川須 栄彦平川 浩之氏 栗田 博憲 様似 澤井 義一 478＋ 2 59．81� 58．2�
69 � リッカクロフネ 牡7芦 57 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 478－ 6 〃 クビ 65．0
712� シュバルツブリッツ 4黒鹿57 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 井高牧場 424＋121：00．12 177．6�
22 � ポーラーブレイズ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 440＋ 61：00．52	 210．9�
58 �� マッチョベリー 牝4芦 55 中井 裕二栗山 良子氏 中野 栄治 米 Lansdowne Thor-

oughbreds, LLC 480－131：00．71� 158．7�
813 ヤマニンルネッタ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－161：01．33	 25．1�

814� ミンナノシャチョウ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム B496－ 21：02．04 12．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，469，700円 複勝： 35，586，000円 枠連： 10，705，700円
馬連： 35，343，400円 馬単： 23，356，300円 ワイド： 29，086，100円
3連複： 53，762，900円 3連単： 78，043，600円 計： 292，353，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 180円 � 110円 � 670円 枠 連（1－4） 840円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，090円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 51，290円

票 数

単勝票数 計 264697 的中 � 21298（2番人気）
複勝票数 計 355860 的中 � 39625（3番人気）� 145652（1番人気）� 7349（11番人気）
枠連票数 計 107057 的中 （1－4） 9858（5番人気）
馬連票数 計 353434 的中 �� 28249（4番人気）
馬単票数 計 233563 的中 �� 7467（9番人気）
ワイド票数 計 290861 的中 �� 22291（2番人気）�� 2223（32番人気）�� 6604（10番人気）
3連複票数 計 537629 的中 ��� 5252（29番人気）
3連単票数 計 780436 的中 ��� 1103（151番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイナーズロード �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2016．6．12 阪神3着

2014．4．29生 牝5青鹿 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 26戦2勝 賞金 45，650，000円



05055 2月23日 晴 稍重 （31小倉1）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13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

810 サンマルエンパイア 牡5鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 462－ 81：46．5 4．3�
67 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－ 2 〃 クビ 2．5�
811 メンターモード 牡5鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B492＋ 4 〃 ハナ 4．9�
22 ウインドオブホープ �6栗 57

56 ☆藤田菜七子�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 B530± 01：46．6� 7．1�
44 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 初也髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 512± 0 〃 ハナ 25．9�
33 コスモグラトナス 牡4青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：46．81� 38．2	
78 ブルベアパンサー 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 
ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 466－181：46．9� 17．5�
55 レッドアルディ �4鹿 56 北村 友一 
東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 482－181：47．43 15．6�
79 トウシンタイガー �6鹿 57

54 ▲服部 寿希
サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 510＋ 2 〃 アタマ 14．3
11 � スフバータル 牡6栗 57

54 ▲西村 淳也�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 510－ 21：47．5クビ 102．4�
66 � メイプルグレイト 牡4栗 56 丸田 恭介節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 508± 0 〃 ハナ 43．7�
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売 得 金
単勝： 19，243，800円 複勝： 25，752，000円 枠連： 9，305，000円
馬連： 33，890，800円 馬単： 17，276，000円 ワイド： 24，741，300円
3連複： 46，498，200円 3連単： 69，889，600円 計： 246，596，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 210円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 192438 的中 � 35383（2番人気）
複勝票数 計 257520 的中 � 42924（2番人気）� 81450（1番人気）� 38957（3番人気）
枠連票数 計 93050 的中 （6－8） 30515（1番人気）
馬連票数 計 338908 的中 �� 41660（2番人気）
馬単票数 計 172760 的中 �� 9219（4番人気）
ワイド票数 計 247413 的中 �� 24880（2番人気）�� 21975（3番人気）�� 31736（1番人気）
3連複票数 計 464982 的中 ��� 61786（1番人気）
3連単票数 計 698896 的中 ��� 14453（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．9―42．8―55．7―1：08．4―1：20．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．7 京都8着

2014．4．28生 牡5鹿 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 17戦2勝 賞金 20，400，000円
［他本会外：3戦0勝］

05056 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

79 シャイントレイル 牝5芦 55
54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450± 01：48．0 4．6�

33 プリンセスルーラー 牝5黒鹿 55
54 ☆義 英真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 474－ 41：48．1� 5．6�

56 エレクトロニカ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 440＋101：48．2� 2．9�
11 パ フ ォ ー ム 牝5鹿 55

54 ☆横山 武史 �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 458－ 21：48．52 146．2�
67 エリンズロマーネ 牝4栗 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 12．7�
55 キャンディストーム 牝5鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 6 〃 ハナ 9．5	
22 アリストライン 牝4黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－221：48．81� 10．2

68 ウ ォ ー ブ ル 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 480± 0 〃 アタマ 6．1�
812 アントルシャ 牝4鹿 54

51 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 30．9�
710	 プリンセスアール 牝4栗 54 荻野 極岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 454－ 21：49．75 61．2
44 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 54

53 ☆木幡 初也�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 474－ 41：50．65 168．6�
811 ルタンメルヴェイユ 牝4栗 54 小崎 綾也杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 下屋敷牧場 468＋ 21：51．34 116．2�
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売 得 金
単勝： 25，322，100円 複勝： 31，139，100円 枠連： 10，009，000円
馬連： 37，279，400円 馬単： 19，077，900円 ワイド： 27，891，300円
3連複： 48，574，100円 3連単： 73，116，200円 計： 272，409，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 170円 � 130円 枠 連（3－7） 1，450円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 7，800円

票 数

単勝票数 計 253221 的中 � 43924（2番人気）
複勝票数 計 311391 的中 � 53490（2番人気）� 41712（3番人気）� 71004（1番人気）
枠連票数 計 100090 的中 （3－7） 5313（7番人気）
馬連票数 計 372794 的中 �� 23203（5番人気）
馬単票数 計 190779 的中 �� 6102（7番人気）
ワイド票数 計 278913 的中 �� 16030（5番人気）�� 25660（1番人気）�� 18034（3番人気）
3連複票数 計 485741 的中 ��� 30257（2番人気）
3連単票数 計 731162 的中 ��� 6791（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．5―12．0―12．0―12．2―11．9―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．0―36．5―48．5―1：00．5―1：12．7―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイントレイル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．7．16 中京9着

2014．2．27生 牝5芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 8戦2勝 賞金 17，240，000円
〔制裁〕 エリンズロマーネ号の騎手秋山真一郎は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※ジスモンダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05057 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第9競走 ��
��2，600�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
2：37．8
2：37．3

良
良

44 � ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿 54
51 ▲西村 淳也岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 482＋ 22：40．4 3．7�

66 	 リードザフィールド 牡5栗 57
56 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 456－ 62：40．82
 11．0�
11 クローディオ �7鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：40．9� 11．2�
810 ウインレーヴドール 牡4黒鹿 56

55 ☆横山 武史�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 458± 02：41．22 5．3�
89 コロンバスデイ 牝4鹿 54

53 ☆川又 賢治 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464± 02：41．3クビ 2．8	
22 ブロウユアマインド �7鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 438± 02：41．51 21．4

33 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 中井 裕二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 4 〃 ハナ 14．4�
77 � スプリングボックス 牡5黒鹿57 小崎 綾也�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 482－ 42：42．03 36．3
55 スズカワークシップ 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 B466－ 42：42．1クビ 8．4�
78 カイトチャン 牡4黒鹿56 嶋田 純次本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 480＋ 22：42．84 166．0�
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売 得 金
単勝： 22，460，500円 複勝： 26，015，600円 枠連： 11，012，200円
馬連： 38，497，900円 馬単： 20，121，700円 ワイド： 27，659，900円
3連複： 52，513，000円 3連単： 86，848，600円 計： 285，129，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 350円 � 320円 枠 連（4－6） 2，200円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 670円 �� 610円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 32，350円

票 数

単勝票数 計 224605 的中 � 47364（2番人気）
複勝票数 計 260156 的中 � 43084（3番人気）� 17236（7番人気）� 19765（5番人気）
枠連票数 計 110122 的中 （4－6） 3864（9番人気）
馬連票数 計 384979 的中 �� 17529（6番人気）
馬単票数 計 201217 的中 �� 4894（10番人気）
ワイド票数 計 276599 的中 �� 10781（9番人気）�� 12005（7番人気）�� 5310（19番人気）
3連複票数 計 525130 的中 ��� 5244（30番人気）
3連単票数 計 868486 的中 ��� 1946（120番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．4―12．4―12．4―12．8―12．6―12．5―12．4―12．0―12．2―11．7―12．3

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�
12．9―24．7―37．1―49．5―1：01．9―1：14．7―1：27．3―1：39．8―1：52．2―2：04．2―2：16．4―2：28．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ハ ナ ザ カ リ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク

2015．3．12生 牝4黒鹿 母 チャームウィーク 母母 アイアムクロス 14戦1勝 賞金 13，158，000円
地方デビュー 2017．8．30 門別

05058 2月23日 晴 稍重 （31小倉1）第5日 第10競走 ��
��1，700�く す の き 賞

発走14時50分 （ダート・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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

48 ラインカリーナ 牝3栃栗54 横山 武史大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 474＋ 41：45．9 5．1�
36 グトルフォス 牡3鹿 56 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 506－ 61：46．0� 8．9�
713 エルモンストロ 牡3鹿 56 藤岡 康太�KTレーシング 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470－ 41：46．1� 9．8�
510 メイショウオオタカ 牡3鹿 56 	島 良太松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 21：46．42 24．4�
815 ショウナンパンサー 
3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 484－ 81：46．71� 3．1�
47 グレートバニヤン 牡3鹿 56 北村 友一 	キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 540＋181：47．23 17．6

23 シャイニーロック 牡3鹿 56 吉田 隼人小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 492－ 21：47．3� 7．4�
59 ビルジキール 牡3黒鹿56 田中 健玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 476－ 41：47．83 46．0�
24 フクノワイルド 牡3鹿 56 加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 488± 01：48．33 45．5
714 モ サ 牡3鹿 56 菱田 裕二岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋ 2 〃 クビ 17．1�
611 バイザディンプル 牝3栗 54 秋山真一郎増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468＋ 81：48．51 10．3�
816 レクスミノル 牡3栗 56 丸田 恭介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478± 0 〃 クビ 47．8�
12 オースミヌーベル 牡3芦 56 川又 賢治�オースミ 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 450＋ 4 〃 ハナ 75．1�
11 ペプチドオリバー 牡3栗 56 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 日高 木村牧場 458－ 81：48．71� 30．0�
612 ロフティネス 牡3鹿 56 荻野 極吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 468＋ 81：48．9� 69．8�
35 ストロングコンビ 牡3鹿 56 藤田菜七子西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 472＋ 31：49．32� 90．6�
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売 得 金
単勝： 39，945，500円 複勝： 53，518，000円 枠連： 18，907，300円
馬連： 78，940，000円 馬単： 31，175，600円 ワイド： 59，083，900円
3連複： 122，236，300円 3連単： 135，150，400円 計： 538，957，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 290円 � 290円 枠 連（3－4） 2，050円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，000円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 39，190円

票 数

単勝票数 計 399455 的中 � 62324（2番人気）
複勝票数 計 535180 的中 � 69066（3番人気）� 46816（5番人気）� 46625（6番人気）
枠連票数 計 189073 的中 （3－4） 7115（9番人気）
馬連票数 計 789400 的中 �� 30617（5番人気）
馬単票数 計 311756 的中 �� 6633（7番人気）
ワイド票数 計 590839 的中 �� 20579（5番人気）�� 15202（9番人気）�� 8514（21番人気）
3連複票数 計1222363 的中 ��� 12484（17番人気）
3連単票数 計1351504 的中 ��� 2500（87番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―12．2―12．7―12．7―12．6―12．6―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―30．0―42．7―55．4―1：08．0―1：20．6―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
8（2，7）（3，9）（4，12）－（13，15）10（14，16）（5，11）（6，1）・（8，7）（2，3，9，15）13（4，12，6）（10，14，16）－11－（5，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインカリーナ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アラムシャー デビュー 2018．6．16 東京1着

2016．3．30生 牝3栃栗 母 フェールクークー 母母 ウッディークー 6戦2勝 賞金 23，487，000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。
（非当選馬） 1頭 アポロモーリアン号



05059 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第11競走 ��
��1，200�

す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走15時25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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 トワイライトライフ 牝5鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 41：08．4 18．5�

23 ボーンスキルフル 牝4青鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 アタマ 3．4�
48 コンパウンダー 牡4黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 01：08．5� 5．8�
24 メジャーレート 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B442－ 21：08．6クビ 6．1�
12 シュエットヌーベル 牝5栗 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B450－ 8 〃 ハナ 49．8	
510 ニシノウララ 牝4青鹿55 藤田菜七子西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466＋ 81：08．7	 11．3

36 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：08．91 10．6�
817 ゲンパチケンシン 牡5芦 57 川又 賢治平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 480－ 21：09．11
 32．2�
715 ペ ス カ ネ ラ 牝5黒鹿55 川須 栄彦山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 442± 01：09．2	 53．4
713 フ ナ ウ タ 牝5栗 55 荻野 極谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 8．6�
612 ブ リ ク ス ト 牡7黒鹿57 四位 洋文 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム B504－ 41：09．3クビ 119．5�
816 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 丹内 祐次 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 490－ 2 〃 ハナ 19．0�
35 レディバード 牝4鹿 55 城戸 義政吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 26．6�
47 タイセイソニック 牡4黒鹿57 藤岡 康太田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 452－ 41：09．4� 16．6�
818 スパイチャクラ 牝6黒鹿55 菱田 裕二 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 458＋ 41：09．71� 118．6�
611 ピ ナ ク ル ズ �6黒鹿57 小崎 綾也ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 498± 0 〃 クビ 353．2�
59 ショウナンアヴィド 牡6青鹿57 柴山 雄一�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B506＋161：09．91 26．2�

（17頭）
714 ア ル モ ニ カ 牝4黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，593，200円 複勝： 79，092，400円 枠連： 51，388，200円
馬連： 167，882，100円 馬単： 60，732，900円 ワイド： 105，249，500円
3連複： 291，284，800円 3連単： 312，891，400円 計： 1，121，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 420円 � 150円 � 210円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，990円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 31，340円

票 数

単勝票数 差引計 525932（返還計 1589） 的中 � 22672（8番人気）
複勝票数 差引計 790924（返還計 2409） 的中 � 38555（9番人気）� 165408（1番人気）� 94862（3番人気）
枠連票数 計 513882 的中 （1－2） 33674（4番人気）
馬連票数 差引計1678821（返還計 8842） 的中 �� 50616（6番人気）
馬単票数 差引計 607329（返還計 2976） 的中 �� 6818（20番人気）
ワイド票数 差引計1052495（返還計 6226） 的中 �� 24995（8番人気）�� 12821（23番人気）�� 60952（1番人気）
3連複票数 差引計2912848（返還計 26618） 的中 ��� 47090（7番人気）
3連単票数 差引計3128914（返還計 26583） 的中 ��� 7237（56番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．3―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．2―33．5―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トワイライトライフ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．2 福島5着

2014．4．28生 牝5鹿 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 17戦4勝 賞金 46，985，000円
〔出走取消〕 アルモニカ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

05060 2月23日 晴 良 （31小倉1）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お う ま

合 馬 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 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 マルモレイナ 牝5鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450－101：08．9 13．9�
611� コスモペリドット 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 504＋ 61：09．0	 2．6�
48 バーミーブリーズ 牝5鹿 55 藤田菜七子吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 466± 01：09．1	 24．1�
35 カクテルドレス 牝4芦 55 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 482＋ 21：09．2
 7．5�
11 ハートイズハート 牡6栗 57 加藤 祥太北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464－ 2 〃 クビ 151．4	
714 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 川又 賢治三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 406－ 4 〃 ハナ 52．2

817 シンシアズブレス 牝6黒鹿55 秋山真一郎 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 498－ 21：09．3クビ 32．4�
36 ル ア 牝5黒鹿55 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 494＋101：09．61	 29．0�
47 タイセイトレンディ 牡4青鹿57 吉田 隼人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 474± 0 〃 クビ 8．2
713 メイショウサンアイ 牝4鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 488＋ 61：09．7
 11．6�
816 ス ノ ー マ ン 牡6鹿 57 小崎 綾也永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 498－ 21：09．8	 41．8�
818� マイネルアムニス 牡5芦 57 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 502± 0 〃 アタマ 21．9�

612 コンピレーション �5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：09．9
 11．7�
715 ゴールデンテソーロ 牝4栗 55 西村 淳也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 460－ 81：10．32
 47．5�

59 エ ト ナ 牡4鹿 57 中谷 雄太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 ハナ 90．2�
24 � モアナブルー 牝5栗 55 荻野 極平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466± 01：10．61	 54．3�
12 ゴールドケープ 牝5鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 61：11．13 8．8�
23 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55 菱田 裕二土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 454－ 41：11．73
 103．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，985，100円 複勝： 59，375，900円 枠連： 33，333，200円
馬連： 90，547，300円 馬単： 37，788，200円 ワイド： 70，739，200円
3連複： 165，465，000円 3連単： 177，073，600円 計： 674，307，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 450円 � 150円 � 780円 枠 連（5－6） 1，740円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 910円 �� 6，120円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 120，540円

票 数

単勝票数 計 399851 的中 � 23000（7番人気）
複勝票数 計 593759 的中 � 28944（7番人気）� 141846（1番人気）� 15507（12番人気）
枠連票数 計 333332 的中 （5－6） 14842（7番人気）
馬連票数 計 905473 的中 �� 33897（6番人気）
馬単票数 計 377882 的中 �� 5192（13番人気）
ワイド票数 計 707392 的中 �� 20901（6番人気）�� 2885（70番人気）�� 8395（24番人気）
3連複票数 計1654650 的中 ��� 5798（65番人気）
3連単票数 計1770736 的中 ��� 1065（346番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．4―11．4―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモレイナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．6．25 阪神4着

2014．3．8生 牝5鹿 母 マルモセーラ 母母 マ イ ク ロ ス 19戦3勝 賞金 38，684，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ゴールドケープ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールドケープ号は，平成31年2月24日から平成31年3月17日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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） 3頭 イッツマイターン号・ジスモンダ号・セイウンアカマイ号
（非抽選馬） 4頭 グリニッチヴィレジ号・ツキノミチ号・ドゥモワゼル号・プラトリーナ号



（31小倉1）第5日 2月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝B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
17，480，000円
1，850，000円
19，030，000円
71，412，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
323，083，400円
462，600，400円
192，810，500円
649，447，300円
290，348，100円
482，620，000円
1，042，548，300円
1，223，074，900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 4，666，532，900円

総入場人員 8，491名 （有料入場人員 7，508名）
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