
枠
番
馬
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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
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02133 2月23日 晴 重 （2小倉1） 第12日 第1競走 ��
��1，000�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 テーオープライム 牝3栗 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 428＋ 2 59．4 11．1�
45 シ ャ ル ロ ワ 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 488＋12 59．5� 8．0�
33 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 458± 0 〃 クビ 25．5�
69 ド ー ン 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也奥田 貴敏氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 430－ 4 59．71� 26．9�
57 スマートアペックス 牡3青鹿56 	島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート B478－ 8 59．91� 6．8�
46 キルシェンロート 牝3鹿 54

52 △団野 大成 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 嶋田牧場 460± 01：00．0� 4．1


58 アイファーネイビー 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 B464＋ 41：00．31
 19．8�

34 � マイアミテソーロ 牡3栗 56 柴田 大知了德寺健二ホール
ディングス	 畠山 吉宏 米 G. Watts

Humphrey Jr. 472＋ 61：00．93� 15．8�
610 スカイボルト 牡3栗 56 吉田 隼人	協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 440＋ 6 〃 クビ 132．9
712 ウェーブモンスター 牡3栗 56 中谷 雄太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 514＋ 41：01．0クビ 77．6�
11 � カ メ キ チ 牝3芦 54 菱田 裕二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Pomerol P

& Y Ltd 454－14 〃 クビ 63．6�
814 タガノオボロ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438＋ 41：01．31
 8．4�

813 ビクトリアワールド 牡3栗 56
53 ▲山田 敬士入山 和男氏 小桧山 悟 新冠 アラキフアーム 432＋ 81：02．47 150．3�

711 シャイニールミナス 牝3鹿 54 石川裕紀人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 452± 0 （競走中止） 3．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，151，900円 複勝： 40，043，000円 枠連： 9，658，300円
馬連： 43，142，900円 馬単： 20，346，700円 ワイド： 38，366，900円
3連複： 71，410，800円 3連単： 77，948，200円 計： 326，068，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 310円 � 280円 � 710円 枠 連（2－4） 870円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，340円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 66，950円

票 数

単勝票数 計 251519 的中 � 18005（6番人気）
複勝票数 計 400430 的中 � 34779（5番人気）� 40575（4番人気）� 13025（9番人気）
枠連票数 計 96583 的中 （2－4） 8589（3番人気）
馬連票数 計 431429 的中 �� 11121（12番人気）
馬単票数 計 203467 的中 �� 2446（29番人気）
ワイド票数 計 383669 的中 �� 9909（10番人気）�� 4145（30番人気）�� 5683（21番人気）
3連複票数 計 714108 的中 ��� 4674（45番人気）
3連単票数 計 779482 的中 ��� 844（238番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．1―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオープライム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2019．7．6 中京3着

2017．5．9生 牝3栗 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 7戦1勝 賞金 11，500，000円
〔騎手変更〕 シャイニールミナス号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔発走状況〕 カメキチ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 シャイニールミナス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーハーバー号
（非抽選馬） 1頭 コッヘル号

02134 2月23日 晴 重 （2小倉1） 第12日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

58 ニホンピロスクーロ 牡3青鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 464－ 41：44．9 5．0�
711 クリノヴィンセント 牡3鹿 56

54 △団野 大成栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 470＋ 21：45．43 2．8�
814 メイショウキンカク 牡3鹿 56 A．シュタルケ 松本 好雄氏 上村 洋行 日高 豊郷牧場 456± 01：46．14 4．4�

（独）

610 ウォータージョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 474＋101：46．73� 15．5�
11 クラウンデザイアー 牡3黒鹿56 �島 克駿�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 484＋ 21：46．91� 15．7�
57 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 41：47．32� 11．8	
22 ネオボーゲン 牡3鹿 56 石川裕紀人西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 432＋101：47．72� 9．9

33 ヨドノドリーム 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 482＋ 6 〃 クビ 32．6�
813 ベ ル シ ッ ク 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 沖田牧場 418＋ 41：48．23 82．4�
712 アイノウィステリア 牡3鹿 56 藤岡 康太 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 市正牧場 496＋ 2 〃 クビ 10．3
69 エピクレーシス 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大吉田 千津氏 小西 一男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 81：48．3� 200．2�

45 ニシノジェイピー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 B442＋ 41：48．51� 127．8�
34 ブルベアエーカー 牡3黒鹿56 松若 風馬 �ブルアンドベア 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482－ 41：49．35 173．0�
46 シンカンワールド 牝3鹿 54 黛 弘人國武 佳博氏 藤原 辰雄 新冠 シンカンファーム 424－ 41：51．8大差 174．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，631，500円 複勝： 29，102，300円 枠連： 9，439，500円
馬連： 37，172，600円 馬単： 19，400，200円 ワイド： 31，504，700円
3連複： 55，805，200円 3連単： 69，263，200円 計： 273，319，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 216315 的中 � 34565（3番人気）
複勝票数 計 291023 的中 � 44699（2番人気）� 71629（1番人気）� 44428（3番人気）
枠連票数 計 94395 的中 （5－7） 17547（1番人気）
馬連票数 計 371726 的中 �� 56910（1番人気）
馬単票数 計 194002 的中 �� 10790（3番人気）
ワイド票数 計 315047 的中 �� 29731（1番人気）�� 14530（5番人気）�� 24336（2番人気）
3連複票数 計 558052 的中 ��� 27594（1番人気）
3連単票数 計 692632 的中 ��� 5757（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．9―42．4―54．5―1：07．2―1：20．1―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロスクーロ �
�
父 ニホンピロアワーズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 阪神2着

2017．5．24生 牡3青鹿 母 ニホンピロエミリー 母母 ニホンピロポリーナ 4戦1勝 賞金 9，180，000円
〔騎手変更〕 ネオボーゲン号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンカンワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 エピクレーシス号・ニシノジェイピー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月23日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 小倉競馬 第１２日



02135 2月23日 晴 稍重 （2小倉1） 第12日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

35 ソフィアバローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 426－ 41：10．7 6．5�
611 スターオブフォース 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 464＋ 41：10．91� 4．1�
713 エールヴィフ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 500－ 21：11．0� 3．5�
714 ラファームソルティ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 432± 01：11．21� 23．0�
47 ツクバゴールド 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508＋ 21：11．62� 10．3�
23 アンブローニュ 牡3鹿 56 原田 和真 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：11．8� 72．7

818 タイセイレフィーノ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 462＋ 2 〃 アタマ 10．9�

（独）

48 マイネルピカソ 牡3鹿 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 三木田牧場 454＋ 61：12．01� 91．7�

612 コスモカンツォーネ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 442＋ 6 〃 ハナ 28．8
817 タッシーアンジェラ 牝3栗 54 石川裕紀人吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 476＋ 61：12．21� 73．2�
36 ナイトコマンダー 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 478＋ 21：12．3� 21．7�
715 サマープラネット 牝3黒鹿54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 412－ 61：12．61� 43．5�
816 タマノアドレ 牝3鹿 54 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 400－ 6 〃 ハナ 50．3�
510 アオイスイセイ 	3黒鹿56 古川 吉洋星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 田中スタッド 460－ 21：12．81� 26．2�
12 ユ メ イ ッ キ 牡3鹿 56 吉田 隼人泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 沖田 哲夫 454＋141：13．43� 18．0�
24 タガノアレクシア 牝3栗 54 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454± 0 〃 ハナ 131．1�
11 テイエムワールド 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 462－ 61：13．5� 155．5�
59 ク サ ヒ バ リ 牝3黒鹿54 松若 風馬�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 440＋ 41：13．81� 13．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，439，200円 複勝： 39，277，700円 枠連： 11，141，300円
馬連： 44，801，000円 馬単： 20，233，000円 ワイド： 46，529，200円
3連複： 78，744，700円 3連単： 74，998，200円 計： 341，164，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 140円 � 140円 枠 連（3－6） 1，160円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 16，970円

票 数

単勝票数 計 254392 的中 � 31005（3番人気）
複勝票数 計 392777 的中 � 39205（3番人気）� 83225（1番人気）� 75434（2番人気）
枠連票数 計 111413 的中 （3－6） 7408（4番人気）
馬連票数 計 448010 的中 �� 18126（6番人気）
馬単票数 計 202330 的中 �� 3906（10番人気）
ワイド票数 計 465292 的中 �� 17019（5番人気）�� 19878（3番人気）�� 39111（1番人気）
3連複票数 計 787447 的中 ��� 21938（3番人気）
3連単票数 計 749982 的中 ��� 3203（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．6―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 6（2，16）（11，10，18）（13，12）5（1，7，14）8，17（3，15）（9，4） 4 ・（5，11，6）2（13，16）（8，7，10，18）（1，14）12（9，3，17）－15，4

勝馬の
紹 介

ソフィアバローズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．12．14 阪神3着

2017．3．14生 牝3鹿 母 ニコールバローズ 母母 ブーケドレーヌ 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クサヒバリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タガノアレクシア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンラクトン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02136 2月23日 晴 稍重 （2小倉1） 第12日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

79 ソ ツ ナ サ 牡3鹿 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 462－ 82：04．2 81．3�
33 マイネルポインター 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 博康 新ひだか 松本牧場 438± 0 （降着） 10．3�
710� サマーエモーション 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B426－ 42：04．41� 3．0�
11 サトノエスペランサ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508± 02：04．61� 1．7�

（独）

67 メイショウヒトハル 牝3黒鹿 54
52 △団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 476－102：05．23	 7．9�

56 フレッシュスタート 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口

牧場 420＋ 22：05．52 33．0	
55 ウインルモンド 牡3黒鹿56 黛 弘人�ウイン 水野 貴広 新ひだか 上野 正恵 482± 02：06．88 54．7

811 ヤエノロータス 牡3鹿 56 西田雄一郎柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 482＋ 22：07．11
 286．8�
44 ナオミエキスプレス 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 408－ 22：08．16 78．2�
68 ダビデヴィットリオ �3鹿 56

53 ▲小林 凌大加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 468－ 62：08．42 234．7
812 アイワナトラスト 牡3黒鹿56 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 22：09．99 30．5�
22 ウィズアウトナイン 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 468－152：11．510 211．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，788，800円 複勝： 54，715，100円 枠連： 7，464，800円
馬連： 34，986，900円 馬単： 26，107，000円 ワイド： 30，182，900円
3連複： 55，923，400円 3連単： 110，059，600円 計： 347，228，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，130円 複 勝 � 2，200円 � 340円 � 220円 枠 連（3－7） 1，710円

馬 連 �� 34，940円 馬 単 �� 87，410円

ワ イ ド �� 5，950円 �� 2，520円 �� 520円

3 連 複 ��� 28，640円 3 連 単 ��� 415，580円

票 数

単勝票数 計 277888 的中 � 2733（9番人気）
複勝票数 計 547151 的中 � 5315（8番人気）� 41876（3番人気）� 76554（2番人気）
枠連票数 計 74648 的中 （3－7） 3365（6番人気）
馬連票数 計 349869 的中 �� 776（33番人気）
馬単票数 計 261070 的中 �� 224（72番人気）
ワイド票数 計 301829 的中 �� 1235（30番人気）�� 2967（21番人気）�� 16407（5番人気）
3連複票数 計 559234 的中 ��� 1464（51番人気）
3連単票数 計1100596 的中 ��� 192（409番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．4―12．9―12．6―12．2―12．7―12．9―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．5―48．4―1：01．0―1：13．2―1：25．9―1：38．8―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソ ツ ナ サ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．12．7 中山12着

2017．3．1生 牡3鹿 母 ド キ ュ ン 母母 シ ン ハ ラ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 サマーエモーション号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため川田将雅に変更。
〔降着〕 マイネルポインター号は，1位〔タイム2分04秒2，2位との着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「ソツナサ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため2着に降着。（その他
被害馬：7番・10番・1番）

〔制裁〕 マイネルポインター号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和2年3月7日から令和2年3月
15日まで騎乗停止。（被害馬：9番・7番・10番・1番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイワナトラスト号・ウィズアウトナイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月
23日まで平地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02137 2月23日 晴 重 （2小倉1） 第12日 第5競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走12時05分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

55 ダイアナブライト 牝4鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：44．3 2．6�
56 カ グ ラ ヒ メ 牝4青鹿54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 462± 01：44．93� 5．2�
33 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 54

52 △団野 大成飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：45．11� 3．9�
67 � ハッピーアモーレ 牝4芦 54 吉田 隼人馬場 幸夫氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 522－12 〃 クビ 7．2�
11 ドゥエルメス 牝4黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 512－ 41：45．2� 7．5	
812 サイモンオーキッド 牝4鹿 54 松若 風馬澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：45．73 57．6

79 アレグレモエティー 牝4芦 54

53 ☆西村 淳也斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 468＋ 4 〃 ハナ 31．6�
68 スペロラルーチェ 牝4栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 420－ 61：45．8� 151．0�
44 � ナンゴクユメネット 牝5栗 55 柴田 未崎渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 456± 01：45．9� 219．7
710 エリーキャナル 牝4栗 54

53 ☆斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 494＋ 21：46．0クビ 17．9�
22 タマノジュメイラ 牝4鹿 54 丹内 祐次玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 474± 01：46．42� 23．5�
811� グラッブアドリーム 牝4黒鹿54 中谷 雄太ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 478± 01：47．25 117．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，879，300円 複勝： 37，393，300円 枠連： 9，054，200円
馬連： 40，586，100円 馬単： 22，108，600円 ワイド： 36，647，800円
3連複： 63，976，000円 3連単： 88，808，200円 計： 328，453，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（5－5） 790円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 330円 �� 220円 �� 310円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 298793 的中 � 89084（1番人気）
複勝票数 計 373933 的中 � 85031（2番人気）� 54659（3番人気）� 85482（1番人気）
枠連票数 計 90542 的中 （5－5） 8848（4番人気）
馬連票数 計 405861 的中 �� 42429（2番人気）
馬単票数 計 221086 的中 �� 13057（2番人気）
ワイド票数 計 366478 的中 �� 26218（3番人気）�� 45137（1番人気）�� 28739（2番人気）
3連複票数 計 639760 的中 ��� 53839（1番人気）
3連単票数 計 888082 的中 ��� 16019（2番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．5―12．9―12．7―12．7―12．4―11．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．2―42．1―54．8―1：07．5―1：19．9―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイアナブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2019．2．10 京都2着

2016．1．28生 牝4鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 7戦2勝 賞金 20，750，000円
〔騎手変更〕 カグラヒメ号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。

02138 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

48 ミッキースピリット 牡4鹿 57 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 01：11．0 4．0�
611 クルークヴァール 牡5鹿 57 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B476－ 61：11．1� 5．7�
24 バカラクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 480＋ 41：11．2� 9．2�
36 ヴァルドワーズ 牝4栗 55 杉原 誠人 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 464± 01：11．3� 9．8�
59 ドゥモワゼル 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 466－ 2 〃 クビ 31．0�
35 	 フレンチイデアル 牡7鹿 57 石川裕紀人杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 494＋ 41：11．5
 36．8	
23 ホッコータピタン 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大北幸商事
 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456＋ 61：11．71� 174．0�
612 シ ト リ カ 牝5鹿 55

53 △団野 大成水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 競優牧場 434－ 21：11．91� 19．4�
816 テンモントム 牡4鹿 57 黛 弘人 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 462＋ 61：12．11� 81．9
510	 トーホウシーマ 牡6栗 57 古川 吉洋東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 500＋ 21：12．2クビ 9．1�
11 プリモプレミオ 牝4黒鹿55 柴田 大知堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 アタマ 34．4�
47 	 ミニオンペール 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 作田 誠二 新冠 サンローゼン 444－101：12．41 35．5�
815 エ ス ト 牝4鹿 55 藤岡 康太大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462± 01：12．5
 3．9�
714 ケイゴールド 牝4青鹿 55

54 ☆西村 淳也布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 21：13．03 40．4�
713	 コハルビヨリ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：13．21� 35．7�
12 イッツマイターン 牡5鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 528＋261：14．26 48．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，153，200円 複勝： 37，194，400円 枠連： 10，973，900円
馬連： 45，814，400円 馬単： 20，740，000円 ワイド： 42，929，400円
3連複： 80，823，000円 3連単： 84，760，400円 計： 349，388，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 240円 � 240円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 500円 �� 740円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 15，090円

票 数

単勝票数 計 261532 的中 � 51080（2番人気）
複勝票数 計 371944 的中 � 60657（2番人気）� 38950（3番人気）� 38178（4番人気）
枠連票数 計 109739 的中 （4－6） 10305（2番人気）
馬連票数 計 458144 的中 �� 32328（2番人気）
馬単票数 計 207400 的中 �� 7744（3番人気）
ワイド票数 計 429294 的中 �� 23011（2番人気）�� 14694（7番人気）�� 9275（12番人気）
3連複票数 計 808230 的中 ��� 17090（5番人気）
3連単票数 計 847604 的中 ��� 4070（15番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．5―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．8―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキースピリット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2018．8．19 小倉7着

2016．3．14生 牡4鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 15戦2勝 賞金 29，339，000円
〔騎手変更〕 ヴァルドワーズ号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イッツマイターン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23日まで平地競

走に出走できない。



02139 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

57 マイエンフェルト 牝4鹿 54
52 △団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438－ 41：50．5 9．1�

46 イ ル マ タ ル 牝4鹿 54
53 ☆斎藤 新吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 444± 01：50．6� 5．8�

58 � ア ト ミ カ 牝5鹿 55
54 ☆西村 淳也東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 81：50．81� 3．4�

712 アークロイヤル 牝4栗 54 石川裕紀人原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 クビ 19．4�
33 ルエヴェルロール 牝6黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋141：51．11	 8．6�
45 ア ラ ス カ 牝4鹿 54 藤岡 康太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 404＋ 4 〃 ハナ 29．4	
22 ジューンバラード 牝4青鹿54 吉田 隼人吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 426＋ 2 〃 ハナ 3．4

814 ワタシヲマッテル 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 474＋ 21：51．2クビ 18．6�
11 ファムファタル 牝4鹿 54 
島 克駿 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 浦河 絵笛牧場 494－ 41：51．52 25．2
813 アキノコマチ 牝4鹿 54 丹内 祐次穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 410－ 81：51．92� 137．4�
711� メイショウオウギ 牝4芦 54 松若 風馬松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 422＋ 6 〃 ハナ 26．1�
610 フィブロライト 牝4青鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 418－ 61：52．53� 72．4�
69 ベラソヴラーノ 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 作田 誠二 新ひだか 上村 清志 470＋ 21：52．6クビ 103．8�
34 � クイーンズトゥルー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：53．66 35．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，255，000円 複勝： 35，812，700円 枠連： 10，180，800円
馬連： 41，264，200円 馬単： 19，606，700円 ワイド： 36，178，900円
3連複： 63，882，000円 3連単： 75，845，600円 計： 308，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 190円 � 180円 枠 連（4－5） 730円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 850円 �� 610円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 22，820円

票 数

単勝票数 計 252550 的中 � 22140（5番人気）
複勝票数 計 358127 的中 � 36968（5番人気）� 49974（3番人気）� 56053（2番人気）
枠連票数 計 101808 的中 （4－5） 10746（2番人気）
馬連票数 計 412642 的中 �� 12614（8番人気）
馬単票数 計 196067 的中 �� 2801（21番人気）
ワイド票数 計 361789 的中 �� 10548（9番人気）�� 15136（5番人気）�� 18732（4番人気）
3連複票数 計 638820 的中 ��� 17231（5番人気）
3連単票数 計 758456 的中 ��� 2409（58番人気）

ハロンタイム 12．4―12．2―13．0―12．7―12．6―12．1―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―37．6―50．3―1：02．9―1：15．0―1：26．9―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイエンフェルト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．24 京都3着

2016．3．13生 牝4鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 11戦2勝 賞金 19，310，000円
〔騎手変更〕 アラスカ号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 ルエヴェルロール号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）
〔3走成績による出走制限〕 アキノコマチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月23日まで平地競走に出走できな

い。

02140 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

35 シ ュ リ 牡4黒鹿56 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 22：02．0 1．8�

58 マイネルウィルトス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：02．31� 5．3�

59 マリノジュリア 牝4黒鹿 54
53 ☆斎藤 新�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 438－ 22：02．94 42．5�

34 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490－ 42：03．11	 18．5�

611 クリノオウジャ 牡4鹿 56 
島 克駿栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 444± 02：03．2クビ 9．3�
712 レッドルーヴル 牝4黒鹿 54

52 △団野 大成 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 452± 0 〃 アタマ 13．0	
22 コスモレリア 牡5栗 57 柴田 大知 
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－ 42：03．51	 117．7�
23 メガディスカバリー �4鹿 56 丸田 恭介有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 62：03．71	 79．2�
46 ガ ト ン �4芦 56 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 506± 02：04．55 58．8
815 ウォーターブレイク 牝4黒鹿54 藤岡 康太山岡 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 464－ 62：04．6	 24．6�
11 フランクリン 牡4青 56

55 ☆西村 淳也近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋122：04．81� 20．0�
610 ラストプライドワン 牡6黒鹿57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 468＋ 22：05．11	 136．6�
47 ディーイストワール 牡4鹿 56 A．シュタルケ 嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 17．0�

（独）

713 ビッグブルー 牡4鹿 56 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 クビ 24．2�
814 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 大江原 哲 浦河 田中スタッド B502＋ 22：05．41	 35．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，062，400円 複勝： 42，030，700円 枠連： 12，621，100円
馬連： 48，824，400円 馬単： 26，673，600円 ワイド： 46，658，100円
3連複： 79，446，000円 3連単： 105，149，000円 計： 393，465，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 170円 � 740円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，530円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 16，390円

票 数

単勝票数 計 320624 的中 � 137752（1番人気）
複勝票数 計 420307 的中 � 120189（1番人気）� 61699（2番人気）� 9251（11番人気）
枠連票数 計 126211 的中 （3－5） 20310（1番人気）
馬連票数 計 488244 的中 �� 75285（1番人気）
馬単票数 計 266736 的中 �� 27332（1番人気）
ワイド票数 計 466581 的中 �� 50752（1番人気）�� 7167（16番人気）�� 4213（29番人気）
3連複票数 計 794460 的中 ��� 10177（16番人気）
3連単票数 計1051490 的中 ��� 4651（38番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―12．9―12．3―12．1―12．1―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．8―49．7―1：02．0―1：14．1―1：26．2―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ュ リ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．5．1生 牡4黒鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 4戦2勝 賞金 17，650，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02141 2月23日 晴 重 （2小倉1） 第12日 第9競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

89 キタサンチャンドラ 牡4鹿 56
55 ☆西村 淳也�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：44．6 2．2�

44 ファイナルマズル 牡4鹿 56
54 △団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 41：45．13 17．3�
78 � アンシャンテシチー 牡5栗 57 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 502± 01：45．63 18．2�
22 エ ナ グ リ ン 牡5栗 57 丹内 祐次宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 476－ 21：45．7クビ 14．5�
11 クラウドスケープ 牡4黒鹿56 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 478± 0 〃 アタマ 42．1	
810 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 534± 01：45．8� 11．5

33 ロードマドリード 牡5鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B462－ 81：46．86 2．3�
55 � ラインジェット 牡6黒鹿 57

56 ☆斎藤 新大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436＋ 21：47．11	 16．3�
77 クニノオーシャン 牡5芦 57 杉原 誠人太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 476＋ 2 〃 ハナ 131．9
66 ラバストーン 牡4鹿 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 474－ 41：47．84 206．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，128，100円 複勝： 24，689，000円 枠連： 10，790，500円
馬連： 39，347，800円 馬単： 23，691，100円 ワイド： 30，549，000円
3連複： 57，929，500円 3連単： 108，382，700円 計： 322，507，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 300円 � 310円 枠 連（4－8） 1，220円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 570円 �� 690円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 271281 的中 � 98254（1番人気）
複勝票数 計 246890 的中 � 75884（1番人気）� 16517（6番人気）� 15476（7番人気）
枠連票数 計 107905 的中 （4－8） 6828（4番人気）
馬連票数 計 393478 的中 �� 20830（5番人気）
馬単票数 計 236911 的中 �� 8296（8番人気）
ワイド票数 計 305490 的中 �� 14393（6番人気）�� 11507（9番人気）�� 3535（23番人気）
3連複票数 計 579295 的中 ��� 7489（19番人気）
3連単票数 計1083827 的中 ��� 3767（73番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．2―13．2―12．5―12．5―12．4―11．6―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―43．4―55．9―1：08．4―1：20．8―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンチャンドラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2019．3．9 阪神5着

2016．3．22生 牡4鹿 母 キタサンプリンセス 母母 キタサンオウシャン 12戦2勝 賞金 23，050，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ファイナルマズル号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため団野大成に変更。
〔制裁〕 クニノオーシャン号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 クニノオーシャン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月23日まで平地競走に出走で

きない。

02142 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第10競走 ��
��1，200�あ ざ み 賞

発走14時40分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ニシノストーム 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：10．6 45．9�
48 ジュニパーベリー 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B462＋ 61：10．92 9．1�
510 ワンダーカタリナ 牡3鹿 56 西村 淳也山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 498＋10 〃 ハナ 8．1�
715 ミーハディビーナ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �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 432± 01：11．21� 161．9�
817 リインフォース 牡3黒鹿56 菱田 裕二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 454－ 6 〃 クビ 14．3	
611 メメントモリ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：11．3クビ 2．6


（独）

713 メイショウマサヒメ 牝3青鹿54 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 472± 0 〃 クビ 10．7�
35 ルガーサント 牝3青鹿54 丸田 恭介�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 432＋ 41：11．72� 10．0
24 シゲルキンセイ 牡3鹿 56 斎藤 新森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 484＋ 4 〃 アタマ 44．5�
818 サンアンティモニー 牝3青鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 浦河 榊原 敏明 458＋ 41：11．8クビ 195．0�
612 シゲルミズガメザ 牡3栗 56 吉田 隼人森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 450－ 81：11．9� 6．9�
36 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 488－ 6 〃 アタマ 33．8�
47 ハワーマハル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 452± 01：12．0クビ 112．3�
12 エ イ リ ア ス 牡3鹿 56 	島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：12．1� 34．1�
23 クリノアンカーマン 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 452－ 41：12．2� 65．7�
59 ジ ュ ラ ン ド 牝3栗 54 団野 大成�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 406－ 81：12．41� 35．2�
11 ヒ バ リ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 412－ 41：12．71� 24．7�
816
 キタカラキタムスメ 牝3栗 54 川田 将雅阪田 英裕氏 川田 孝好 日高 新生ファーム 426＋ 11：13．87 32．1�

（佐賀）

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，699，100円 複勝： 59，365，000円 枠連： 25，323，600円
馬連： 79，305，000円 馬単： 35，886，000円 ワイド： 68，206，600円
3連複： 138，094，700円 3連単： 155，771，900円 計： 602，651，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，590円 複 勝 � 1，460円 � 350円 � 340円 枠 連（4－7） 3，770円

馬 連 �� 18，570円 馬 単 �� 49，200円

ワ イ ド �� 5，670円 �� 6，450円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 65，800円 3 連 単 ��� 668，250円

票 数

単勝票数 計 406991 的中 � 7082（14番人気）
複勝票数 計 593650 的中 � 9394（15番人気）� 46955（5番人気）� 49670（4番人気）
枠連票数 計 253236 的中 （4－7） 5197（17番人気）
馬連票数 計 793050 的中 �� 3308（61番人気）
馬単票数 計 358860 的中 �� 547（139番人気）
ワイド票数 計 682066 的中 �� 3078（60番人気）�� 2700（68番人気）�� 9882（17番人気）
3連複票数 計1380947 的中 ��� 1574（186番人気）
3連単票数 計1557719 的中 ��� 169（1526番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．1―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 ・（1，10）9（11，15）8（5，13）（6，14）12（2，7，17）（3，4，18）－16 4 ・（1，10）11（5，9，8，15）（6，13，14）（2，12，17）7（3，4，18）＝16

勝馬の
紹 介

ニシノストーム �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2019．6．23 函館4着

2017．1．27生 牡3鹿 母 ニシノステディー 母母 セイウンタカコ 6戦2勝 賞金 17，449，000円
〔騎手変更〕 ネバーゴーンアウト号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタカラキタムスメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月23日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02143 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第11競走 ��
��1，800�第54回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，31．2．16以降2．2．16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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 カ デ ナ 牡6鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 474± 01：48．3 18．1�
712 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 52 勝浦 正樹広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 472－101：48．61� 40．5�
813 ジ ナ ン ボ ー 牡5黒鹿55 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋20 〃 クビ 8．6�

（独）

34 	 レイホーロマンス 牝7鹿 51 松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 41：48．91
 20．8�
610 アウトライアーズ 牡6鹿 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B498＋ 81：49．11
 65．6�
33 テリトーリアル 牡6栗 56 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 41：49．31� 11．3	
57 ナイトオブナイツ 牡7栗 56 丹内 祐次市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 464± 01：49．4� 50．5

11 アロハリリー 牝5青鹿54 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：49．71� 31．2�
46 ヴェロックス 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 41：49．91
 1．4�
58 アンノートル 牡6鹿 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 B514＋ 21：50．0クビ 27．0�
69 エメラルファイト 牡4芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 464＋ 41：50．21� 18．6�
711� タニノフランケル 牡5青鹿55 吉田 隼人谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu B530＋101：50．51
 29．8�
814 ランスオブプラーナ 牡4黒鹿55 古川 吉洋五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462－ 31：50．71
 119．8�
45 サイモンラムセス 牡10鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B460－ 41：51．12
 171．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 146，868，800円 複勝： 213，189，500円 枠連： 63，667，400円
馬連： 371，250，000円 馬単： 195，149，200円 ワイド： 273，527，300円
3連複： 713，313，200円 3連単： 1，155，183，900円 計： 3，132，149，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 510円 � 1，090円 � 390円 枠 連（2－7） 7，880円

馬 連 �� 22，460円 馬 単 �� 53，960円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 1，650円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 35，750円 3 連 単 ��� 323，980円

票 数

単勝票数 計1468688 的中 � 64833（4番人気）
複勝票数 計2131895 的中 � 111335（4番人気）� 47610（10番人気）� 155422（3番人気）
枠連票数 計 636674 的中 （2－7） 6256（23番人気）
馬連票数 計3712500 的中 �� 12809（47番人気）
馬単票数 計1951492 的中 �� 2712（89番人気）
ワイド票数 計2735273 的中 �� 15599（46番人気）�� 43528（15番人気）�� 24312（28番人気）
3連複票数 計7133132 的中 ��� 14962（90番人気）
3連単票数 計11551839 的中 ��� 2585（584番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．8―36．0―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．4―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
14，5（1，13）（3，6，11）4，9，8（2，7）（10，12）・（14，5，13，8）（1，3，6，12）（4，9）11（2，10，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ デ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．3．30生 牡6鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 22戦4勝 賞金 180，431，000円
〔騎手変更〕 ランスオブプラーナ号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02144 2月23日 晴 良 （2小倉1） 第12日 第12競走 ��
��2，600�

さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．2．16以降2．2．16まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

812 シャイニーゲール 牡6鹿 55 斎藤 新小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 458－ 42：43．1 7．0�
22 ヒラボクメルロー 牝4黒鹿52 西村 淳也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 460＋102：43．31� 4．2�
811 サトノシャーク 牡6鹿 55 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B532－ 4 〃 クビ 4．9�
44 メイショウカミシマ 牡6黒鹿55 松若 風馬松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454－10 〃 アタマ 15．0�
710 ゼ ー ゲ ン 牡5青鹿54 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：43．4� 9．7�
67 ノーチカルチャート 牡4青鹿54 	島 克駿 	社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 478－ 62：43．5
 13．4

56 ドリームスピリット 牡5鹿 55 菱田 裕二落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 512＋ 22：43．6アタマ 35．2�
68 ギ ル マ 牡4鹿 53 中谷 雄太杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 488－ 82：43．92 22．8�
55 テーオーフォルテ 牡6鹿 57．5 A．シュタルケ 小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 22：44．64 3．3

（独）

33 ジャディード 牡5黒鹿54 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 448＋ 42：45．02� 57．6�
11 エスティーム 牡6黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 岡本 昌市 524± 02：47．6大差 81．3�
79 サ ニ ー レ イ 牝5鹿 51 丸田 恭介橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B458－162：48．02� 33．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，967，000円 複勝： 69，286，100円 枠連： 25，760，500円
馬連： 103，982，000円 馬単： 47，372，400円 ワイド： 75，042，800円
3連複： 156，171，900円 3連単： 218，607，300円 計： 751，190，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 170円 � 170円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 610円 �� 590円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 20，890円

票 数

単勝票数 計 549670 的中 � 61962（4番人気）
複勝票数 計 692861 的中 � 79149（4番人気）� 113525（2番人気）� 111326（3番人気）
枠連票数 計 257605 的中 （2－8） 28393（2番人気）
馬連票数 計1039820 的中 �� 40831（7番人気）
馬単票数 計 473724 的中 �� 7818（17番人気）
ワイド票数 計 750428 的中 �� 31158（7番人気）�� 32427（5番人気）�� 36973（4番人気）
3連複票数 計1561719 的中 ��� 42419（5番人気）
3連単票数 計2186073 的中 ��� 7586（52番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―13．1―12．7―11．6―12．4―13．2―12．6―12．2―12．4―12．1―12．4―13．0

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―25．4―38．5―51．2―1：02．8―1：15．2―1：28．4―1：41．0―1：53．2―2：05．6―2：17．7―2：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーゲール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．2．14生 牡6鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 22戦3勝 賞金 68，243，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ドリームスピリット号の騎手横山武史は，第11日第2競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（2小倉1）第12日 2月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 169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

235，530，000円
8，210，000円
25，600，000円
1，660，000円
28，260，000円
70，622，750円
4，858，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
483，024，300円
682，098，800円
206，075，900円
930，477，300円
477，314，500円
756，323，600円
1，615，520，400円
2，324，778，200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 7，475，613，000円

総入場人員 18，306名 （有料入場人員 17，017名）



令和2年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，005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

2，295，520，000円
47，520，000円
261，660，000円
19，090，000円
257，010，000円
809，552，750円
55，592，500円
19，248，000円

勝馬投票券売得金
4，728，055，600円
6，728，654，000円
2，115，836，200円
8，996，998，400円
4，203，572，100円
7，153，298，000円
14，654，315，900円
18，708，582，800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 67，289，313，000円

総入場延人員 114，360名 （有料入場延人員 102，914名）
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