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オッズ・
単勝
人気

02073 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7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

69 グッドステージ 牡3鹿 56
54 △斎藤 新杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 506＋ 21：00．1 5．0�

814 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± 01：00．2� 3．1�
610 テーオープライム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 426＋ 21：00．62� 4．3�
711 マーブルレディー 牝3鹿 54 菱田 裕二下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 440－ 61：00．7� 28．8�
22 ダッシュウイング 牝3栗 54 荻野 極�桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 446 ―1：00．8� 32．8	
34 マインヒロイン 牝3栗 54 丸田 恭介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 424－121：01．11� 127．6

33 メイショウタオ 牡3黒鹿56 	島 良太松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446－ 61：01．2クビ 8．7�
57 リュウノイノリ 牡3青鹿56 高倉 稜二口 雅一氏 牧浦 充徳 新ひだか 山際セントラルスタッド 442－ 2 〃 クビ 71．8
11 カシノピアレス 牝3栗 54 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 柏木 務 482＋ 81：01．3� 152．8�
712 アマデトワール 牝3鹿 54 	島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440 ―1：01．51
 120．8�
46 マ ジ ョ レ ヌ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 504＋ 8 〃 クビ 178．8�

45 � セイウンヒュージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Pope McLean 472－ 41：01．6� 9．6�
58 レインボーメイプル 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 10．4�
813 ディーカラーズ 牡3栗 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム B492＋ 21：01．91� 12．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，160，200円 複勝： 31，623，100円 枠連： 8，412，400円
馬連： 41，643，100円 馬単： 21，462，300円 ワイド： 37，147，800円
3連複： 70，091，200円 3連単： 80，942，400円 計： 314，482，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 340円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 470円 �� 500円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 231602 的中 � 36824（3番人気）
複勝票数 計 316231 的中 � 40860（3番人気）� 73834（1番人気）� 58042（2番人気）
枠連票数 計 84124 的中 （6－8） 19022（1番人気）
馬連票数 計 416431 的中 �� 24961（2番人気）
馬単票数 計 214623 的中 �� 7247（3番人気）
ワイド票数 計 371478 的中 �� 19121（2番人気）�� 17891（3番人気）�� 41439（1番人気）
3連複票数 計 700912 的中 ��� 31998（2番人気）
3連単票数 計 809424 的中 ��� 5532（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．6―35．4―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドステージ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Big Brown デビュー 2019．6．9 阪神6着

2017．5．5生 牡3鹿 母 グランソルシエール 母母 Subtle Aly 8戦1勝 賞金 8，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キタノシャンティ号

02074 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時20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

35 ブロフェルド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 514＋141：48．2 3．7�

48 メイショウキンカク 牡3鹿 56
54 △斎藤 新松本 好雄氏 上村 洋行 日高 豊郷牧場 456± 01：48．51� 22．2�

611 ネオボーゲン 牡3鹿 56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 422－ 61：48．71� 4．6�
510 ア ナ ン ク ス 牡3鹿 56 荻野 極杉浦 和也氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 460－ 61：48．9� 6．7�
714 タガノジャック 牡3黒鹿56 菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新ひだか 田中 裕之 474－ 61：49．0� 58．2�
12 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 柴田 大知 �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 446－ 41：49．1� 10．6	
713 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 酒井 学谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 486＋ 6 〃 ハナ 21．5

47 マ タ ギ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也杉澤 光雄氏 平田 修 新冠 小泉牧場 474＋121：49．31� 6．1�
23 シャーベットフィズ 牡3黒鹿56 吉田 隼人橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 470＋101：49．61� 9．4�
815 キャラメルボイス 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 512＋ 81：49．81� 51．9
11 ジューンチキータ 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 41：50．43� 16．0�
36 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 438± 01：50．5� 75．0�
612 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 456＋ 21：50．6クビ 146．3�

24 アイルビーメジャー 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 456－ 41：50．81� 56．7�
816 ダイナナフェアリー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂戸 節子 460＋ 41：51．54 36．0�
59 テイエムジョーカー 牡3栗 56 城戸 義政竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 順一 450－ 61：53．110 275．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，063，900円 複勝： 32，351，600円 枠連： 8，438，600円
馬連： 32，172，800円 馬単： 16，161，600円 ワイド： 31，084，400円
3連複： 51，118，500円 3連単： 53，775，200円 計： 244，166，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 560円 � 160円 枠 連（3－4） 1，050円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 540円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 10，220円 3 連 単 ��� 44，000円

票 数

単勝票数 計 190639 的中 � 40612（1番人気）
複勝票数 計 323516 的中 � 49524（2番人気）� 10890（9番人気）� 63569（1番人気）
枠連票数 計 84386 的中 （3－4） 6194（1番人気）
馬連票数 計 321728 的中 �� 5673（19番人気）
馬単票数 計 161616 的中 �� 1609（33番人気）
ワイド票数 計 310844 的中 �� 3980（26番人気）�� 15838（2番人気）�� 3161（30番人気）
3連複票数 計 511185 的中 ��� 3750（35番人気）
3連単票数 計 537752 的中 ��� 886（135番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．8―13．3―13．1―13．0―12．6―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―43．4―56．5―1：09．5―1：22．1―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．7
1
3
5（8，15）－12（11，10）（3，16）4，1（2，14）13，7－（6，9）
5（8，15）（11，14）（10，12，16）（3，4，13，7）（2，1）6＝9

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

勝馬の
紹 介

ブロフェルド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．10．19 東京9着

2017．4．28生 牡3鹿 母 ティファニーケイス 母母 ベ イ ダ ー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 キャラメルボイス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 マタギ号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キャラメルボイス号は，令和2年2月9日から令和2年3月1日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

第１回 小倉競馬 第７日



02075 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

牝；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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 ミスニューヨーク 牝3青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 448－ 21：48．7 4．1�
59 タンジェリンムーン 牝3芦 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 428＋ 8 〃 クビ 4．1�
23 チャオコーリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 392－ 21：48．91� 47．4�
34 アドマイヤミランダ 牝3芦 54 吉田 隼人近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋101：49．0� 7．3�
814 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 440＋ 21：49．42� 77．4�
58 ウインクランベリー 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 402＋ 21：49．5� 211．1

47 アーニングフェイム 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 438－ 21：49．6� 21．1�

46 パ イ ネ 牝3黒鹿54 横山 武史金子真人ホール
ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：49．81 2．1�

610 ピエナラプソディ 牝3栗 54 城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社
ケイズ 434－141：50．01� 71．6

713 ブンキンタカシマダ 牝3鹿 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 440－ 41：50．1� 259．0�
22 ペリトモレノ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 460－ 2 〃 クビ 233．7�
35 ラ ブ カ レ ン 牝3芦 54

52 △斎藤 新増田 陽一氏 羽月 友彦 新冠 佐藤牧場 434＋101：50．42 161．5�
815 エリーズタイフーン 牝3芦 54 高倉 稜二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 428－ 21：50．5� 143．4�
611 フローラルピース 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 428± 01：52．3大差 26．2�
712 イチザフローラ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 浦河 杵臼牧場 420－ 6 （競走中止） 214．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，962，100円 複勝： 29，034，800円 枠連： 8，795，500円
馬連： 34，034，200円 馬単： 19，937，900円 ワイド： 30，199，800円
3連複： 52，412，400円 3連単： 74，794，300円 計： 272，171，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 150円 � 450円 枠 連（1－5） 1，050円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，790円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 40，710円

票 数

単勝票数 計 229621 的中 � 44249（3番人気）
複勝票数 計 290348 的中 � 36900（3番人気）� 65123（2番人気）� 12485（7番人気）
枠連票数 計 87955 的中 （1－5） 6469（4番人気）
馬連票数 計 340342 的中 �� 25129（4番人気）
馬単票数 計 199379 的中 �� 7631（7番人気）
ワイド票数 計 301998 的中 �� 21671（4番人気）�� 4071（17番人気）�� 5034（14番人気）
3連複票数 計 524124 的中 ��� 3907（28番人気）
3連単票数 計 747943 的中 ��� 1332（104番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．2―12．4―12．4―12．4―12．0―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．2―35．4―47．8―1：00．2―1：12．6―1：24．6―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスニューヨーク �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．12．22 阪神3着

2017．4．10生 牝3青鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 3戦1勝 賞金 7，670，000円
〔競走中止〕 イチザフローラ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ミスニューヨーク号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和2年2月22日から令和2年2月

23日まで騎乗停止。（被害馬：3番・4番）
〔3走成績による出走制限〕 ペリトモレノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年4月8日まで平地競走に出走できない。

02076 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時20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

23 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 484± 01：09．7 9．6�
59 タマモティータイム 牝3鹿 54 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：09．8� 12．7�
48 マルガリーテース 牝3鹿 54 �島 克駿前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 81：09．9� 6．6�
815 タイセイレフィーノ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 460－ 21：10．11� 3．7�
11 リオマッジョーレ 牝3栗 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 438± 0 〃 クビ 13．1�
816 ミツカネショコラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育
成牧場 400＋ 21：10．2� 11．4	

35 ヒ ボ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 484＋ 41：10．3� 3．1

510 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 中井 裕二志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476± 01：10．4� 40．1�
713 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 6 〃 ハナ 56．8�
24 ナオミエキスプレス 牝3青鹿 54

52 △団野 大成塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 410－ 61：10．61 16．7
714 センショウレサイヤ 牝3鹿 54 藤岡 佑介川勝 裕之氏 小崎 憲 新ひだか 藤原牧場 438－ 4 〃 クビ 37．2�
12 レッドフェリーチェ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心紅露 純氏 昆 貢 新冠 細川農場 434－ 61：10．7クビ 70．1�
611 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 480＋121：11．33� 282．9�
47 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 428＋ 4 〃 クビ 217．4�
817 ブルベアガロン 牡3鹿 56 荻野 極 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 大北牧場 B510＋ 2 〃 クビ 192．2�
36 デルマカーネリアン 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 420＋ 41：11．4� 76．9�
612 ローリングサンダー 牡3鹿 56 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 504＋141：11．5� 119．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 25，497，800円 複勝： 35，377，100円 枠連： 11，773，300円
馬連： 39，157，100円 馬単： 18，249，600円 ワイド： 37，854，800円
3連複： 66，646，500円 3連単： 67，715，200円 計： 302，271，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 390円 � 240円 枠 連（2－5） 3，130円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 9，070円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 830円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 65，110円

票 数

単勝票数 計 254978 的中 � 21120（4番人気）
複勝票数 計 353771 的中 � 32632（4番人気）� 21870（7番人気）� 40881（3番人気）
枠連票数 計 117733 的中 （2－5） 2915（15番人気）
馬連票数 計 391571 的中 �� 6061（19番人気）
馬単票数 計 182496 的中 �� 1508（31番人気）
ワイド票数 計 378548 的中 �� 5669（21番人気）�� 12105（7番人気）�� 8132（14番人気）
3連複票数 計 666465 的中 ��� 3988（35番人気）
3連単票数 計 677152 的中 ��� 754（219番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

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 5戦1勝 賞金 6，950，000円
※出走取消馬 ヴァルムチェーナ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 ダイヤモンドライフ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムピカピカ号



02077 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時10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

44 ロッソモラーレ 牡3芦 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 452＋ 22：01．6 14．0�
11 サトノエスペランサ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �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－ 42：01．81� 1．7�
810 ベイキングヒート 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B470－ 22：02．01� 4．6�

33 フェリシアーノ 牡3鹿 56
54 △斎藤 新飯塚 知一氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：02．74 12．3�
66 ビクトリーシューズ 牡3芦 56 吉田 隼人呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 452± 02：03．02 4．6	
78 リングオブオナー 牡3鹿 56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 増本 良孝 442± 02：03．42� 33．7

55 ダイシンマルス 牡3青鹿56 	島 克駿大八木信行氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 448＋ 62：03．82� 59．4�
22 イ グ ニ タ ス 牡3栗 56

54 △団野 大成�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 54．5�
89 ドリームフォーミー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 420－ 62：05．6大差 299．9
77 デ イ タ イ ム 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �ローレルレーシング 和田正一郎 新ひだか 漆原 武男 462＋ 22：09．9大差 67．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，883，800円 複勝： 46，312，300円 枠連： 5，735，600円
馬連： 30，332，600円 馬単： 21，742，400円 ワイド： 27，623，600円
3連複： 46，547，700円 3連単： 95，215，200円 計： 303，393，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 240円 � 110円 � 130円 枠 連（1－4） 1，180円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 340円 �� 600円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 11，520円

票 数

単勝票数 計 298838 的中 � 17075（5番人気）
複勝票数 計 463123 的中 � 22352（5番人気）� 235585（1番人気）� 66540（2番人気）
枠連票数 計 57356 的中 （1－4） 3736（5番人気）
馬連票数 計 303326 的中 �� 20827（5番人気）
馬単票数 計 217424 的中 �� 4444（13番人気）
ワイド票数 計 276236 的中 �� 19228（5番人気）�� 9672（9番人気）�� 51010（1番人気）
3連複票数 計 465477 的中 ��� 33229（4番人気）
3連単票数 計 952152 的中 ��� 5989（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―48．8―1：01．4―1：14．0―1：26．2―1：38．0―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロッソモラーレ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 フサイチリシャール デビュー 2019．6．30 福島15着

2017．3．22生 牡3芦 母 リシャールサーバー 母母 マキハタサーバー 10戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デイタイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月8日まで平地競走に出

走できない。

02078 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第6競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走12時40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

22 ティボリドライヴ 牝4栗 54 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470＋101：46．3 3．5�

33 カ グ ラ ヒ メ 牝4青鹿54 横山 武史 �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＋121：46．62 5．4�

11 ローズベリル 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B494＋ 61：46．81 3．2�
55 エリーキャナル 牝4栗 54

52 △斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 492± 0 〃 クビ 14．5�
77 � チビノヴァルタン 牝7鹿 55

53 ◇藤田菜七子梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B458＋ 21：47．01� 7．7	
78 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 464± 0 〃 ハナ 53．0

810 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 488＋ 61：47．42� 6．2�

89 � ティアドーロ 牝6芦 55 畑端 省吾 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 482＋ 61：47．93 169．6�

44 ハニーエンパイア 牝4黒鹿 54
52 △団野 大成松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 458＋ 41：48．0� 16．2

66 トーセンオパール 牝4芦 54
51 ▲亀田 温心島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 402－ 21：51．0大差 27．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 21，201，900円 複勝： 30，395，100円 枠連： 5，614，000円
馬連： 32，091，300円 馬単： 16，759，400円 ワイド： 26，647，900円
3連複： 43，548，200円 3連単： 69，322，000円 計： 245，579，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 180円 � 140円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 212019 的中 � 47289（2番人気）
複勝票数 計 303951 的中 � 71219（1番人気）� 35042（5番人気）� 55882（2番人気）
枠連票数 計 56140 的中 （2－3） 5072（2番人気）
馬連票数 計 320913 的中 �� 41904（1番人気）
馬単票数 計 167594 的中 �� 9470（3番人気）
ワイド票数 計 266479 的中 �� 29520（1番人気）�� 26170（2番人気）�� 18731（4番人気）
3連複票数 計 435482 的中 ��� 47050（1番人気）
3連単票数 計 693220 的中 ��� 13187（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．4―30．7―43．5―56．0―1：08．5―1：21．1―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティボリドライヴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンライズペガサス デビュー 2018．12．1 阪神9着

2016．5．19生 牝4栗 母 ティボリペガサス 母母 ティボリサンライズ 12戦2勝 賞金 17，450，000円

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 6日第 5競走）
〔その他〕　　テイエムカーニバル号は，競走中に疾病〔右第１趾骨々折〕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。



02079 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第7競走 ��
��2，400�4歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （ダート・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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

66 メメランタン 牡4芦 56
54 △団野 大成本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 534－ 42：34．5 6．0�

810� ワンダーラジャ 牡6栗 57
55 △斎藤 新山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 504± 02：35．13	 1．8�

77 
 ゼ ル ク �4鹿 56 吉田 隼人前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 490－ 42：35．52	 13．1�

11 ワ イ ズ ワ ン 牡5鹿 57
56 ☆西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B506－ 62：35．71	 6．7�

89 サーチュイン 牝4芦 54 城戸 義政加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 464＋ 42：36．65 181．3�
22 � マイティバローズ 牡5青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 438＋ 22：37．66 6．5�
33 � トモジャプリマ 牝6黒鹿55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 454－ 4 〃 クビ 11．3	
78 ショウナンサニー 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 472－ 62：38．13 22．1

44 � スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 538－ 22：38．74 271．0�
55 ナムラテンゲル 牝4栗 54

51 ▲服部 寿希奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 464－142：43．0大差 37．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，241，600円 複勝： 35，990，300円 枠連： 5，746，600円
馬連： 30，161，700円 馬単： 17，728，700円 ワイド： 25，660，500円
3連複： 42，750，600円 3連単： 76，722，300円 計： 258，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 110円 � 280円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，260円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 232416 的中 � 30625（2番人気）
複勝票数 計 359903 的中 � 40924（3番人気）� 167823（1番人気）� 17414（7番人気）
枠連票数 計 57466 的中 （6－8） 9373（1番人気）
馬連票数 計 301617 的中 �� 44708（1番人気）
馬単票数 計 177287 的中 �� 9769（4番人気）
ワイド票数 計 256605 的中 �� 29998（2番人気）�� 4559（15番人気）�� 11987（6番人気）
3連複票数 計 427506 的中 ��� 14737（8番人気）
3連単票数 計 767223 的中 ��� 4380（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．1―37．7―50．3―1：02．8―1：15．7―1：29．2―1：42．5―1：55．4―2：08．3―2：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．1
1
�
・（1，3，6）－（4，8）－7（2，10）－5－9・（1，6，7）（3，2）10，8（4，9）＝5

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

勝馬の
紹 介

メメランタン 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．9 阪神3着

2016．4．28生 牡4芦 母 メメビーナス 母母 ウェディングダイヤ 13戦2勝 賞金 27，360，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラテンゲル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月8日まで平地競走

に出走できない。

02080 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40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 7，600，000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

710 ヘブンリーデイズ 牡5鹿 57
55 △斎藤 新 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：48．0 7．1�
11 アドマイヤレオ 牡4鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋121：48．1� 9．1�
44 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± 0 〃 アタマ 3．7�
45 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 494± 01：48．2クビ 5．7�
56 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 2．8	
68 レッドエステーラ 牝4鹿 54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 406＋ 81：48．3� 40．4

812 アーブルルージュ 牝4鹿 54

52 △団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 430－101：48．51	 80．0�

22 
 サンライズサーカス 牡7青鹿 57
56 ☆西村 淳也松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B544＋161：48．71 12．2�

711 レッドアクトレス 牝4栗 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 クビ 32．1
57 
 ソルフェージュ 牡5鹿 57 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 21：49．23 78．7�
69 タイプムーン 牝5黒鹿55 原田 和真 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 476± 01：49．41� 169．6�
33 
 トウシンカイザー 牡5鹿 57

54 ▲亀田 温心�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 504－ 21：49．61	 112．1�
813 ヤップヤップヤップ 牡4栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 61：49．92 31．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，259，000円 複勝： 23，561，400円 枠連： 6，656，500円
馬連： 29，472，500円 馬単： 14，549，600円 ワイド： 21，870，200円
3連複： 42，113，100円 3連単： 59，115，000円 計： 214，597，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 260円 � 160円 枠 連（1－7） 3，160円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 550円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 33，170円

票 数

単勝票数 計 172590 的中 � 19342（4番人気）
複勝票数 計 235614 的中 � 24712（4番人気）� 20477（5番人気）� 47102（2番人気）
枠連票数 計 66565 的中 （1－7） 1631（11番人気）
馬連票数 計 294725 的中 �� 5572（15番人気）
馬単票数 計 145496 的中 �� 1407（28番人気）
ワイド票数 計 218702 的中 �� 4252（16番人気）�� 10545（6番人気）�� 9371（7番人気）
3連複票数 計 421131 的中 ��� 8391（12番人気）
3連単票数 計 591150 的中 ��� 1292（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―35．9―48．0―59．9―1：12．0―1：23．8―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘブンリーデイズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．21 東京10着

2015．2．1生 牡5鹿 母 カラフルデイズ 母母 アイヴォリーカラー 21戦2勝 賞金 39，252，000円



02081 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第9競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走14時15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

33 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 杉原 誠人吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B540＋ 21：46．6 4．5�
11 マイサンシャイン 牡4栗 56

54 △団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．34 3．5�
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－ 6 〃 クビ 30．3�
67 マテラサンオウ 牡4黒鹿56 吉田 隼人大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448± 01：47．4クビ 3．8�
78 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 478＋ 41：47．5� 13．4�
22 ハーベストゴールド 牡4栗 56

53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 456± 01：47．6� 68．9	
66 オメガレインボー 牡4栗 56 横山 武史原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 4 〃 クビ 4．9

79 ユキノヴェルデ 牡4鹿 56

54 ◇藤田菜七子井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 508± 01：48．13 10．1�
811	 ゼットセントラル �4黒鹿 56

55 ☆西村 淳也高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 478－ 41：49．16 24．0�
55 	 ミンナノシャチョウ 牡5鹿 57 高倉 稜 ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 508－101：49．73� 64．3�
44 スマートサヴァラン 牡4鹿 56 黛 弘人大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 456－101：54．2大差 174．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，661，900円 複勝： 34，299，200円 枠連： 10，411，600円
馬連： 39，508，900円 馬単： 20，443，100円 ワイド： 30，709，400円
3連複： 55，140，200円 3連単： 89，496，600円 計： 305，670，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 150円 � 560円 枠 連（1－3） 730円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，590円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 21，470円

票 数

単勝票数 計 256619 的中 � 45262（3番人気）
複勝票数 計 342992 的中 � 62873（3番人気）� 72297（1番人気）� 10816（8番人気）
枠連票数 計 104116 的中 （1－3） 11041（4番人気）
馬連票数 計 395089 的中 �� 44417（1番人気）
馬単票数 計 204431 的中 �� 11094（2番人気）
ワイド票数 計 307094 的中 �� 34438（1番人気）�� 4494（21番人気）�� 4588（19番人気）
3連複票数 計 551402 的中 ��� 8545（19番人気）
3連単票数 計 894966 的中 ��� 3021（81番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．5―13．0―13．2―13．0―12．7―12．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．3―42．3―55．5―1：08．5―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカリブラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．17 阪神8着

2014．3．3生 牡6黒鹿 母 スイートローレライ 母母 Kenbu 24戦2勝 賞金 33，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートサヴァラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月8日まで平地競
走に出走できない。

※スマートサヴァラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02082 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第10競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時50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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

814 レ ジ ェ ー ロ 牝3黒鹿54 横山 武史山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 402＋ 61：08．7 11．8�
59 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 428－ 21：08．91� 44．7�
11 リッチクレマチス 牝3青 54 山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 452＋12 〃 アタマ 36．6�
611 シゲルミズガメザ 牡3栗 56 藤田菜七子森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 458＋ 61：09．0クビ 11．4�
58 カイルアコナ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：09．1� 3．9�
34 マイネルヘルト 牡3青鹿56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 412－ 2 〃 クビ 31．7

47 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 B456－ 41：09．2クビ 9．2�
712 ハワーマハル 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 452－ 41：09．3� 273．2�
46 パドゥヴァルス 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 ハナ 6．5
35 コスモアンジュ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 464－ 4 〃 クビ 6．9�
23 メイショウチタン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 464＋ 41：09．51 6．6�
610	 プレストレジェーロ 牝3鹿 54 斎藤 新米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 436＋ 4 〃 クビ 45．4�
713 ウインバリスタ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介	ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 490＋121：09．71 42．6�
815
 モズアーントモー 牝3鹿 54 �島 克駿 	キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill

Farm 510－ 61：10．01� 8．6�
22 ミーハディビーナ 牝3青鹿54 松若 風馬 	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± 01：10．1� 39．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，258，900円 複勝： 60，217，200円 枠連： 18，769，600円
馬連： 79，728，800円 馬単： 33，342，800円 ワイド： 64，597，300円
3連複： 127，890，100円 3連単： 141，646，600円 計： 567，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 530円 � 1，460円 � 960円 枠 連（5－8） 940円

馬 連 �� 24，160円 馬 単 �� 44，330円

ワ イ ド �� 5，880円 �� 4，550円 �� 15，000円

3 連 複 ��� 154，450円 3 連 単 ��� 1，080，980円

票 数

単勝票数 計 412589 的中 � 27949（8番人気）
複勝票数 計 602172 的中 � 32011（8番人気）� 10433（14番人気）� 16345（10番人気）
枠連票数 計 187696 的中 （5－8） 15318（1番人気）
馬連票数 計 797288 的中 �� 2557（68番人気）
馬単票数 計 333428 的中 �� 564（125番人気）
ワイド票数 計 645973 的中 �� 2841（63番人気）�� 3686（53番人気）�� 1105（86番人気）
3連複票数 計1278901 的中 ��� 621（305番人気）
3連単票数 計1416466 的中 ��� 95（1856番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―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4F46．3―3F35．0
3 ・（5，14）（2，3，15）（7，8）1，6（9，10）（4，13）11，12 4 ・（5，14）（2，3，15）8（1，7）（9，6，11）（4，10）13，12

勝馬の
紹 介

レ ジ ェ ー ロ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．6．8 阪神2着

2017．3．30生 牝3黒鹿 母 ロックフェアレディ 母母 タイムフェアレディ 6戦2勝 賞金 22，295，000円



02083 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7日 第11競走 ��2，000�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走15時25分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

33 イノセントミューズ 牝4鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480－122：00．6 6．4�
22 ウインルチル 牝5栗 55 松若 風馬�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 428－102：00．7� 9．0�
812 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494＋102：00．91 5．9�
67 ウインラナキラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 406－ 42：01．0� 7．3�
79 ハギノカエラ 牝7栗 55 横山 武史安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420－ 6 〃 ハナ 3．7	
68 アーデルワイゼ 牝5青鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B448－20 〃 アタマ 17．8

710 フ ラ ル 牝4鹿 54 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 22：01．1� 17．7�
55 ターフェルムジーク 牝5鹿 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 430± 02：01．31	 64．6�
56 
 スマートアエロ 牝5青鹿55 荻野 極大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 470± 0 〃 クビ 128．6
811 オスカールビー 牝5鹿 55 中谷 雄太森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 506± 02：01．51	 21．4�
44 
 ココナッツスルー 牝5黒鹿55 斎藤 新飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 444＋ 42：01．92� 4．8�
11 ル ー モ ス 牝5黒鹿55 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 484＋ 42：02．11 35．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，756，300円 複勝： 70，109，400円 枠連： 26，180，800円
馬連： 140，380，200円 馬単： 58，836，200円 ワイド： 89，078，600円
3連複： 215，763，200円 3連単： 280，391，700円 計： 930，496，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 310円 � 210円 枠 連（2－3） 3，010円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 930円 �� 750円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 28，550円

票 数

単勝票数 計 497563 的中 � 61508（4番人気）
複勝票数 計 701094 的中 � 75748（5番人気）� 54702（6番人気）� 92728（3番人気）
枠連票数 計 261808 的中 （2－3） 6729（15番人気）
馬連票数 計1403802 的中 �� 41928（13番人気）
馬単票数 計 588362 的中 �� 9178（24番人気）
ワイド票数 計 890786 的中 �� 24330（15番人気）�� 30672（7番人気）�� 26429（12番人気）
3連複票数 計2157632 的中 ��� 35993（14番人気）
3連単票数 計2803917 的中 ��� 7120（103番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―13．0―13．0―11．9―11．8―11．9―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．1―48．1―1：01．1―1：13．0―1：24．8―1：36．7―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 12戦3勝 賞金 41，346，000円

02084 2月8日 晴 良 （2小倉1） 第7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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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

48 スズカフェラリー 牝5鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438＋141：08．7 4．0�
47 タガノカルラ 牡4鹿 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 2 〃 アタマ 13．9�
817 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：08．8� 17．4�
510 シエルブラン 牝6栗 55 木幡 初也金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 アタマ 54．7�
24 バカラクイーン 牝4栗 55 横山 武史�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 476－ 21：08．9� 9．6�
35 グッドレイズ 牡4栗 57 吉田 隼人杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 21：09．0クビ 3．8	
12 � シルヴェーヌ 牝5鹿 55 黛 弘人西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 458－ 41：09．1� 14．7

815 メイショウラバンド 牝9鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 472＋ 2 〃 ハナ 34．3�
11 マサノアッレーグラ 牝5芦 55 菱田 裕二中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 496－ 6 〃 ハナ 8．0�
612 ガ イ セ ン 牡4鹿 57 丹内 祐次中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 444＋ 4 〃 クビ 9．5
36 � ファイナライズ 牝4鹿 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：09．2� 30．6�
611� ガビーズドリーム 牡4鹿 57 西村 淳也長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 462＋ 21：09．3クビ 27．5�
714� タイセイブランシュ 牝4芦 55 西田雄一郎田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 446＋ 21：09．4� 188．6�
59 パールズベスト 牝6青鹿55 	島 克駿谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456＋ 21：09．72 20．2�
713 メイショウベルボン 牝6栗 55 藤田菜七子松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460＋ 2 〃 ハナ 44．7�
23 フ ァ タ リ テ 牡4鹿 57 中谷 雄太奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 444－ 21：10．01� 112．4�
816 マイネルアプラウス 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 6 〃 クビ 81．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 44，236，000円 複勝： 65，909，900円 枠連： 26，271，900円
馬連： 94，314，700円 馬単： 38，044，200円 ワイド： 80，336，300円
3連複： 172，717，200円 3連単： 194，007，400円 計： 715，837，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 420円 � 470円 枠 連（4－4） 3，450円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，680円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 13，680円 3 連 単 ��� 62，370円

票 数

単勝票数 計 442360 的中 � 87468（2番人気）
複勝票数 計 659099 的中 � 101562（2番人気）� 37194（7番人気）� 32685（8番人気）
枠連票数 計 262719 的中 （4－4） 5901（17番人気）
馬連票数 計 943147 的中 �� 23002（10番人気）
馬単票数 計 380442 的中 �� 5267（16番人気）
ワイド票数 計 803363 的中 �� 17193（10番人気）�� 12269（17番人気）�� 8500（28番人気）
3連複票数 計1727172 的中 ��� 9468（38番人気）
3連単票数 計1940074 的中 ��� 2255（164番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフェラリー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．2 札幌1着

2015．4．2生 牝5鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 14戦2勝 賞金 37，868，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※シエルブラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2小倉1）第7日 2月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

173，710，000円
5，620，000円
21，120，000円
1，530，000円
19，310，000円
64，984，500円
4，372，500円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
343，183，400円
495，181，400円
142，806，400円
622，997，900円
297，257，800円
502，810，600円
986，738，900円
1，283，143，900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 4，674，120，300円

総入場人員 7，346名 （有料入場人員 6，580名）
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