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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
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05025 2月17日 晴 稍重 （30小倉1）第3日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
56．9
56．9

重
重

69 モンサンロジェ 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490± 0 59．3 2．6�

813 ラクシュミー 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 浦河 浦河小林牧場 422－ 4 59．4� 7．3�
712 ミキノトムトム 牡3鹿 56 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 470－ 8 59．93 5．9�
22 リネンスイープ 牝3芦 54 松山 弘平戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 410 ―1：00．0� 15．2�
34 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54 西田雄一郎清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466± 01：00．21� 89．9�
11 ビクトリーゲート 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452＋ 81：00．41� 11．5	
58 ホーカスポーカス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428－ 21：00．5� 3．5

814 ラヴコネクション 牝3黒鹿54 藤岡 康太�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 474＋181：00．71 14．4�
57 ブ ラ フ マ ン 牡3栗 56 荻野 琢真�ミルファーム 大和田 成 浦河 中神牧場 440－ 41：00．8� 164．2
33 アレンチャン 牝3栗 54 原田 和真小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 402－24 〃 クビ 65．4�
45 ヤエノメイク 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗柳田 英子氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 420＋ 81：01．01 255．1�

46 ヴァイザッハ 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也山本 律氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 408＋ 61：01．53 76．9�

610 サノノバクシン 牡3鹿 56 長岡 禎仁佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 500－ 81：02．35 113．8�

711 サンノーマン 牝3黒鹿54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 高橋 義博 日高 藤本ファーム 408－101：02．83 253．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，785，700円 複勝： 22，444，000円 枠連： 8，168，400円
馬連： 34，872，700円 馬単： 19，064，700円 ワイド： 23，713，400円
3連複： 50，414，900円 3連単： 62，379，900円 計： 236，843，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 200円 � 170円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 9，060円

票 数

単勝票数 計 157857 的中 � 48416（1番人気）
複勝票数 計 224440 的中 � 62630（1番人気）� 23874（4番人気）� 30430（3番人気）
枠連票数 計 81684 的中 （6－8） 8805（2番人気）
馬連票数 計 348727 的中 �� 32669（2番人気）
馬単票数 計 190647 的中 �� 8852（5番人気）
ワイド票数 計 237134 的中 �� 13943（4番人気）�� 16157（2番人気）�� 7103（10番人気）
3連複票数 計 504149 的中 ��� 17543（5番人気）
3連単票数 計 623799 的中 ��� 4988（27番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．2
3 ・（2，13）9，4（1，12，14）5－（3，6）7（10，8）11 4 ・（2，13，9）－4（1，12）5，14－3（7，6）8－10，11

勝馬の
紹 介

モンサンロジェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．1 中山6着

2015．5．1生 牝3黒鹿 母 ヘリテージゴールド 母母 ビューティフルゴールド 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 グノーシス号の騎手西田雄一郎は，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：1番）
※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。
（非当選馬） 2頭 ダンディマジシャン号・ライオンボス号
（非抽選馬） 3頭 カシノパンプアップ号・グラスキューティー号・トモジャクアルト号

05026 2月17日 晴 稍重 （30小倉1）第3日 第2競走 ��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

12 キタサンヴィクター 牡3鹿 56 岩崎 翼�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 494－ 41：45．6 10．0�
35 サンライズコロン 牡3栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 462－ 81：46．02� 5．3�
510 アフラマズダー 牡3鹿 56 藤岡 康太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 492－ 81：46．1� 3．0�
24 ビストオブバーデン 牡3青鹿56 D．バルジュー �グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 466＋ 61：46．41� 7．0�

（伊）

47 カフジデューク 牡3芦 56 丸田 恭介加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 462± 01：47．57 9．7�
36 ペイシェンス 牝3栗 54 嶋田 純次北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 456－ 41：47．6� 10．5	
611 ビギナーズラック 牡3鹿 56 吉田 隼人
KTレーシング 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B504＋ 41：47．92 48．0�
713 ジャンバイカ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 500＋101：48．0クビ 50．6�
11 ウエスタンヒューズ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 464－ 81：48．32 31．3
714 シンゼンアイル 牝3鹿 54 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－141：48．61� 22．1�
816 ハクユウゴールド 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗 
H.Iコーポレーション 村山 明 日高 本間牧場 462－ 6 〃 クビ 406．7�
59 パワポケロワージ 牡3芦 56

53 ▲藤田菜七子柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 岡野牧場 472＋161：49．34 7．2�
23 アブナイヒロユキ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 512＋ 41：49．83 264．0�
815 ラ ヴ シ ー フ 牡3青 56 菱田 裕二門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 446－101：50．12 59．8�
48 トーセンウィズダム 牝3青鹿54 黛 弘人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 61：50．95 122．2�
612 フクノシャルトル 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 444－121：51．21� 297．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，372，300円 複勝： 25，253，400円 枠連： 9，857，100円
馬連： 31，238，500円 馬単： 15，282，600円 ワイド： 24，567，000円
3連複： 46，053，500円 3連単： 48，006，900円 計： 216，631，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 270円 � 200円 � 130円 枠 連（1－3） 2，990円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 990円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 21，330円

票 数

単勝票数 計 163723 的中 � 13013（6番人気）
複勝票数 計 252534 的中 � 18846（6番人気）� 29968（3番人気）� 67390（1番人気）
枠連票数 計 98571 的中 （1－3） 2550（13番人気）
馬連票数 計 312385 的中 �� 6890（14番人気）
馬単票数 計 152826 的中 �� 1719（27番人気）
ワイド票数 計 245670 的中 �� 5964（14番人気）�� 11963（5番人気）�� 16479（2番人気）
3連複票数 計 460535 的中 ��� 13861（6番人気）
3連単票数 計 480069 的中 ��� 1631（58番人気）

ハロンタイム 7．0―10．6―11．5―13．2―12．8―12．6―12．7―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．6―29．1―42．3―55．1―1：07．7―1：20．4―1：32．9

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンヴィクター �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．9．3 新潟11着

2015．6．10生 牡3鹿 母 アドマイヤチャーム 母母 アドマイヤキセキ 8戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トーセンウィズダム号・フクノシャルトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

3月17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３日



05027 2月17日 晴 良 （30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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

510 オスカールビー 牝3鹿 54 D．バルジュー 森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン
ズファーム 492－ 82：00．7 2．5�

（伊）

48 ラヴファンシフル 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 486＋ 22：00．91� 4．5�
24 アスタービーナス 牝3鹿 54 柴山 雄一加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 396－ 22：01．0� 19．3�
59 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 442－ 82：01．21� 24．3�
47 ウインエスキース 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 432－ 62：01．51� 12．0	
612 マ ル ケ ッ サ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430－ 22：01．71� 8．2

36 ウインプライマリー 牝3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 414－ 62：01．91� 45．5�
714 ブライトロージー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 和田 正道 千歳 社台ファーム 470± 02：02．21� 42．0�
816 アドマイヤクィーン 牝3鹿 54 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 22：02．3� 7．0
713 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 404± 0 〃 ハナ 220．2�
815 コ ウ ノ ト リ 牝3鹿 54 丹内 祐次西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 424－ 82：02．4� 488．2�
35 クルスブランカ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 6 〃 クビ 87．7�

11 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 508＋122：02．72 212．7�

611 ベティバローズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 468－ 22：02．8クビ 11．5�
12 ココナッツスルー 牝3黒鹿54 吉田 隼人飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 438－ 82：03．11� 23．6�
23 スズカクイーン 牝3黒鹿54 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 42：05．2大差 191．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，262，700円 複勝： 27，766，700円 枠連： 9，699，300円
馬連： 33，064，700円 馬単： 16，709，800円 ワイド： 26，810，300円
3連複： 46，551，600円 3連単： 51，135，000円 計： 232，000，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 300円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 270円 �� 970円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 202627 的中 � 63394（1番人気）
複勝票数 計 277667 的中 � 70204（1番人気）� 47773（2番人気）� 16993（7番人気）
枠連票数 計 96993 的中 （4－5） 17482（1番人気）
馬連票数 計 330647 的中 �� 42654（1番人気）
馬単票数 計 167098 的中 �� 12875（1番人気）
ワイド票数 計 268103 的中 �� 29440（1番人気）�� 6476（14番人気）�� 6749（11番人気）
3連複票数 計 465516 的中 ��� 11607（6番人気）
3連単票数 計 511350 的中 ��� 4142（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．7―12．5―12．6―12．3―12．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．9―34．4―47．1―59．6―1：12．2―1：24．5―1：36．8―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―3F36．2
1
3

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

2
4

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

オスカールビー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2018．2．3 東京3着

2015．5．31生 牝3鹿 母 リキセレナード 母母 ムーンセレナード 2戦1勝 賞金 6，500，000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。

05028 2月17日 晴 良 （30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

815 ティーカラット 牡3黒鹿56 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 500＋221：09．2 5．3�
24 エイシンテースティ 牝3栗 54 藤岡 佑介�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 438－ 81：09．94 4．3�
817 クリノルーベンス 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 422－ 4 〃 クビ 193．2�
23 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54 吉田 隼人曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 444－ 81：10．11� 25．0�
59 ノーモアサイレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 424＋ 61：10．2クビ 16．7�
47 アルマアノン 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 452＋101：10．41� 39．3	
611� プリンセステソーロ 牝3鹿 54 藤岡 康太了德寺健二氏 吉村 圭司 愛 Rockhart

Trading Ltd 412－ 6 〃 クビ 4．2

36 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 柴山 雄一サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 458－ 61：10．5	 284．5�
35 ヤマニンヌヌース 牝3鹿 54 
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 432－ 21：10．71� 4．7�
11 ビーアマルフィ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 日高 日高大洋牧場 420 ―1：10．91 80．6
510 スキスキレンパツ 牝3黒鹿54 丸山 元気小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 454－ 81：11．0� 81．6�
48 ノボリレーヴ 牝3鹿 54 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 442－10 〃 クビ 18．9�
816 キムケンロード 牡3鹿 56 北村 友一木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 434＋101：11．21	 7．6�
12 レッドテソーロ 牝3黒鹿54 黛 弘人了德寺健二氏 奥平 雅士 浦河 酒井牧場 422± 0 〃 アタマ 71．9�
713 ツァイトライゼ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 438－ 81：11．41 80．6

612 エイシンエーブル 牡3鹿 56
55 ☆城戸 義政�栄進堂 藤岡 健一 新ひだか 松本牧場 482＋101：11．5	 84．3�

714 デルママティーニ 牡3栗 56 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 21：12．45 247．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 18，599，400円 複勝： 30，020，100円 枠連： 10，184，500円
馬連： 32，421，200円 馬単： 15，440，500円 ワイド： 24，224，900円
3連複： 46，599，000円 3連単： 50，205，600円 計： 227，695，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 260円 � 180円 � 3，930円 枠 連（2－8） 820円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 760円 �� 11，580円 �� 10，390円

3 連 複 ��� 79，250円 3 連 単 ��� 295，920円

票 数

単勝票数 計 185994 的中 � 27901（4番人気）
複勝票数 計 300201 的中 � 30487（4番人気）� 53760（3番人気）� 1484（16番人気）
枠連票数 計 101845 的中 （2－8） 9536（2番人気）
馬連票数 計 324212 的中 �� 14695（6番人気）
馬単票数 計 154405 的中 �� 3065（16番人気）
ワイド票数 計 242249 的中 �� 8687（7番人気）�� 522（74番人気）�� 582（69番人気）
3連複票数 計 465990 的中 ��� 441（170番人気）
3連単票数 計 502056 的中 ��� 123（702番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーカラット �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．6．25 函館3着

2015．3．8生 牡3黒鹿 母 メジロクロユリ 母母 メジロヒラリー 4戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 ヴェッセル号の調教師宮本博は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについ

て過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルママティーニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月17日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ヴェッセル号（事故のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キックオフ号・ケンデスティニー号・ブルベアハーブ号



05029 2月17日 晴 良 （30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

46 ロードダヴィンチ 牡3鹿 56 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 510－ 81：48．9 1．5�
47 エ イ コ ー ン 牡3鹿 56 秋山真一郎西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 446± 01：49．32� 12．7�
814 ドレサージュ 牝3芦 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－ 81：49．51� 27．7�
59 シャープスティーン 牝3栗 54 吉田 隼人林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 460± 01：49．6� 8．4�
23 マイネルルティレ 牡3栗 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 21：49．81� 31．3�

（伊）

611 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 柴山 雄一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466－ 81：49．9� 128．6	
11 ウインルーカス 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 472＋18 〃 ハナ 5．6

712 キタノカイダンジ 牡3青鹿56 荻野 琢真國分 純氏 友道 康夫 日高 スマイルファーム 430－ 6 〃 ハナ 169．3�
34 コウセイゲキソウ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 482－12 〃 クビ 183．6�
713 アモーレジョディー 牝3栗 54 菱田 裕二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 432－121：50．11� 11．6
35 コシミノダンサー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－ 81：50．2� 24．2�
815 トワノホホエミ 牝3栗 54 丸山 元気村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 450± 01：50．3クビ 290．2�
58 ア ス ナ タ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�野 智博氏 青木 孝文 新冠 イワミ牧場 466± 01：50．72� 112．1�
22 ホリーユニコーン 牝3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 414－ 41：50．8� 206．4�
610 デンコウメジャー 牡3栗 56

53 ▲横山 武史田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム B444－201：51．54 361．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，437，600円 複勝： 77，609，400円 枠連： 9，890，000円
馬連： 35，894，600円 馬単： 25，320，600円 ワイド： 27，636，000円
3連複： 53，402，300円 3連単： 81，962，000円 計： 335，152，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 380円 枠 連（4－4） 590円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 350円 �� 640円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 8，920円

票 数

単勝票数 計 234376 的中 � 120408（1番人気）
複勝票数 計 776094 的中 � 564731（1番人気）� 24280（5番人気）� 15217（7番人気）
枠連票数 計 98900 的中 （4－4） 12808（2番人気）
馬連票数 計 358946 的中 �� 46159（2番人気）
馬単票数 計 253206 的中 �� 24361（4番人気）
ワイド票数 計 276360 的中 �� 22559（3番人気）�� 10915（6番人気）�� 2792（25番人気）
3連複票数 計 534023 的中 ��� 9769（16番人気）
3連単票数 計 819620 的中 ��� 6661（27番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．7―12．6―12．2―12．4―12．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―35．9―48．5―1：00．7―1：13．1―1：25．3―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
・（1，6）8（3，9）2，11（5，12）13，7（10，14）4＝15・（1，6，9）（2，3，11）8，7（5，12）（4，13，14）－（15，10）

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

勝馬の
紹 介

ロードダヴィンチ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．19 東京2着

2015．2．10生 牡3鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード 3戦1勝 賞金 9，800，000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。

05030 2月17日 晴 稍重 （30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

510 トリプライト 牝5鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B460－ 81：45．4 6．1�

24 アルスフェルト 牝5黒鹿55 丸田 恭介�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 81：45．71� 5．3�

36 ロイヤルクルーズ 牝5黒鹿55 松山 弘平�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 454－ 2 〃 クビ 9．8�
714 メイショウナゴミ 牝6青鹿 55

52 ▲横山 武史松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 458＋ 8 〃 アタマ 20．4	
47 � サンマルタイトル 牝4栗 54 吉田 隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 456＋ 81：46．12� 119．7

611 ジャーマンアイリス 牝5芦 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466－ 61：46．31	 3．3�
23 ピンキージョーンズ 牝4栗 54 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 436－ 2 〃 ハナ 8．9�
12 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 54 岩崎 翼 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 21：46．4� 6．8
815 ラガーユミリン 牝4鹿 54

52 △森 裕太朗奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 456－ 21：46．61	 18．0�
59 スノードリーム 牝5芦 55 菱田 裕二三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B454－ 41：47．02� 21．6�
816� ヴィレッジダンサー 牝5鹿 55 原田 和真�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 B484＋ 21：47．21	 95．9�
48 ミスレジェンド 牝4黒鹿 54

53 ☆城戸 義政 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 81：47．3� 97．5�
612 サムシングフレア 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 492－ 21：47．83 94．9�
35 ミヤラビランド 牝4鹿 54 秋山真一郎石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444± 01：48．12 56．1�
713 トーホウレジーナ 牝4栗 54 北村 友一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 472＋141：49．27 34．9�
11 オスカークイーン 牝4鹿 54 柴山 雄一森 保彦氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 448－141：50．37 117．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，893，300円 複勝： 26，240，600円 枠連： 10，026，500円
馬連： 30，168，400円 馬単： 15，002，800円 ワイド： 26，247，600円
3連複： 47，911，600円 3連単： 52，265，800円 計： 224，756，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 270円 � 180円 � 310円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 720円 �� 850円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 21，420円

票 数

単勝票数 計 168933 的中 � 21864（3番人気）
複勝票数 計 262406 的中 � 24366（5番人気）� 44842（2番人気）� 19421（6番人気）
枠連票数 計 100265 的中 （2－5） 8401（3番人気）
馬連票数 計 301684 的中 �� 12368（5番人気）
馬単票数 計 150028 的中 �� 3066（11番人気）
ワイド票数 計 262476 的中 �� 9368（6番人気）�� 7780（11番人気）�� 10222（5番人気）
3連複票数 計 479116 的中 ��� 8494（11番人気）
3連単票数 計 522658 的中 ��� 1769（42番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．7―13．1―12．7―12．2―12．7―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．4―42．5―55．2―1：07．4―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
13，8（3，11）（1，2）6（14，9）（4，5）（12，10）16－（7，15）・（13，8，11，9）（3，10）（2，6，14）4（1，12，16）－（5，7）15

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

勝馬の
紹 介

トリプライト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．10 京都9着

2013．2．25生 牝5鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 18戦3勝 賞金 29，570，000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） 1頭 ミンネザング号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンマシェリ号



05031 2月17日 晴 良 （30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
2：38．1
2：37．3

良
良

44 プリンスオブペスカ 牡4鹿 56 D．バルジュー 山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋102：41．3 18．5�
（伊）

89 シェルブルック 牡4鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512＋102：41．83 4．9�
66 ダブルバインド 牡4鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434＋ 6 〃 クビ 3．4�
55 メイショウキリマ 牡4鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 510－ 42：42．01� 6．1�
22 ドルフィンマーク �5黒鹿57 丸山 元気大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B502－10 〃 アタマ 2．6	
33 ディスピュート 牡5鹿 57 吉田 隼人畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 430＋ 6 〃 ハナ 36．5

77 コウセイマユヒメ 牝7鹿 55

54 ☆木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 462＋ 62：42．53 147．0�
11 ミラクルユニバンス 牡5栗 57

54 ▲横山 武史亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 クビ 17．2�
78 ラ プ ル ー ズ 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B490＋ 22：42．71� 25．2
810 アスカノハヤテ 牡4鹿 56 松山 弘平豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド B466－ 22：42．91� 38．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，325，200円 複勝： 23，501，500円 枠連： 6，913，500円
馬連： 28，051，700円 馬単： 16，691，000円 ワイド： 20，387，100円
3連複： 38，326，100円 3連単： 63，527，200円 計： 218，723，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 300円 � 150円 � 150円 枠 連（4－8） 4，980円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 790円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 41，600円

票 数

単勝票数 計 213252 的中 � 9215（6番人気）
複勝票数 計 235015 的中 � 15308（5番人気）� 44232（3番人気）� 47254（2番人気）
枠連票数 計 69135 的中 （4－8） 1074（18番人気）
馬連票数 計 280517 的中 �� 6329（15番人気）
馬単票数 計 166910 的中 �� 1561（34番人気）
ワイド票数 計 203871 的中 �� 4887（14番人気）�� 6581（10番人気）�� 10301（6番人気）
3連複票数 計 383261 的中 ��� 6023（20番人気）
3連単票数 計 635272 的中 ��� 1107（154番人気）

ハロンタイム 13．4―11．8―12．2―12．5―12．7―13．1―13．7―12．8―12．0―11．9―11．7―11．7―11．8

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�
13．4―25．2―37．4―49．9―1：02．6―1：15．7―1：29．4―1：42．2―1：54．2―2：06．1―2：17．8―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡4鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 16戦1勝 賞金 19，000，000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。

05032 2月17日 晴 稍重 （30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

510� ヒルノサルバドール 牡5栗 57
54 ▲横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450＋121：45．2 13．0�

24 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 490－ 61：45．41� 24．3�
713 マッカートニー 牡5栗 57 藤岡 佑介薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472－10 〃 クビ 1．7�
35 デ フ ィ 牡4鹿 56 藤岡 康太佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 520＋ 41：45．61� 21．7�
611 ハギノグランコート 牡5栗 57 D．バルジュー 日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528＋ 21：45．91� 15．7�
（伊）

23 � マイネルツィール 牡5鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 490－ 81：46．75 11．5	
36 クリスタルバブルス 牡4黒鹿56 吉田 隼人 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B462－ 21：46．91� 34．5

47 ジューンアンカー 牡4栗 56 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B458－12 〃 アタマ 123．5�
12 ディアライゼ 牡4栗 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 524－101：47．11� 18．2�
714 フライングゲット 牡4黒鹿56 原田 和真千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 446＋ 8 〃 ハナ 52．9
48 オンワードハンター 牡7鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474－ 21：47．73	 21．7�
816 グラスアクト 牡5鹿 57 丹内 祐次半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 450－ 61：47．91� 158．3�
612 メイショウラクエン 牡4黒鹿 56

55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 4 〃 ハナ 314．2�
11 シンコーマーチャン 牡4鹿 56 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488＋ 21：48．85 6．7�
59 インツォリア 牡4鹿 56 北村 友一�G1レーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 510－ 21：49．22	 19．5�
815� クリノヒミコ 牝4鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 釧路 横山 宏 470＋101：52．6大差 335．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，141，000円 複勝： 32，239，600円 枠連： 12，180，800円
馬連： 38，642，000円 馬単： 20，105，900円 ワイド： 30，569，500円
3連複： 56，744，700円 3連単： 72，678，500円 計： 288，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 300円 � 480円 � 120円 枠 連（2－5） 2，620円

馬 連 �� 17，800円 馬 単 �� 31，880円

ワ イ ド �� 4，000円 �� 460円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 76，920円

票 数

単勝票数 計 251410 的中 � 15456（4番人気）
複勝票数 計 322396 的中 � 22073（4番人気）� 12246（10番人気）� 103109（1番人気）
枠連票数 計 121808 的中 （2－5） 3594（11番人気）
馬連票数 計 386420 的中 �� 1682（50番人気）
馬単票数 計 201059 的中 �� 473（85番人気）
ワイド票数 計 305695 的中 �� 1815（49番人気）�� 18459（2番人気）�� 9649（9番人気）
3連複票数 計 567447 的中 ��� 6287（30番人気）
3連単票数 計 726785 的中 ��� 685（243番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．9―42．7―55．3―1：07．7―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヒルノサルバドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor

2013．4．26生 牡5栗 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 16戦2勝 賞金 31，580，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノヒミコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイルーロス号・ショーストーム号・タイセイラビッシュ号・フジマサクイーン号
※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。



05033 2月17日 晴 良 （30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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

46 アグネスリバティ 牡5黒鹿57 荻野 琢真上山 牧氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474－141：59．4 4．3�
22 ミヤジユウダイ 牡4鹿 56 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 532－ 81：59．61	 18．1�
813 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 81：59．92 11．7�
712 ピスカデーラ 牝4鹿 54

52 △森 裕太朗名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 82：00．11 3．8�
34 ミッキーロイヤル 牡4鹿 56 D．バルジュー 野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486－ 62：00．41
 5．2�

（伊）

69 ラハトケレブ 牡5鹿 57 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 488＋162：00．61	 8．4	
33 エリンソード 牡4青鹿56 藤岡 佑介 
社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 450± 02：00．92 17．7�
45 � クレスコエルザ 牝6鹿 55 中井 裕二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 424＋ 22：01．21
 101．4�
11 � ダイシンサクセス �5黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 474－142：01．94 39．1
814 ジ ョ ン ド ゥ 牡4黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508－ 82：02．11 5．4�
57 キープトライン 牡8鹿 57 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B502＋ 62：02．2	 260．1�
711 ユ ッ セ 牝5栗 55 西田雄一郎
ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 484－ 42：02．3	 311．0�
58 ポ ロ ス 牝5鹿 55 嶋田 純次
ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 466± 02：02．83 330．4�
610 ジャガーゲイム �4栗 56 黛 弘人山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 426－102：03．12 50．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，868，500円 複勝： 24，504，800円 枠連： 11，303，700円
馬連： 38，229，500円 馬単： 18，899，300円 ワイド： 25，648，100円
3連複： 49，755，700円 3連単： 67，851，400円 計： 256，061，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 660円 � 340円 枠 連（2－4） 6，670円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 750円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 73，530円

票 数

単勝票数 計 198685 的中 � 36746（2番人気）
複勝票数 計 245048 的中 � 40528（2番人気）� 8094（8番人気）� 17912（6番人気）
枠連票数 計 113037 的中 （2－4） 1313（16番人気）
馬連票数 計 382295 的中 �� 4822（22番人気）
馬単票数 計 188993 的中 �� 1391（40番人気）
ワイド票数 計 256481 的中 �� 3503（23番人気）�� 9251（11番人気）�� 1913（28番人気）
3連複票数 計 497557 的中 ��� 2296（48番人気）
3連単票数 計 678514 的中 ��� 669（240番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．2―34．8―47．1―59．2―1：11．4―1：23．6―1：35．5―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスリバティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．1．30 中京2着

2013．5．24生 牡5黒鹿 母 アグネスラブ 母母 アグネスベローナ 15戦2勝 賞金 33，530，000円
※ユッセ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

05034 2月17日 晴 良 （30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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ラブカンプー 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 430＋ 41：09．0 2．1�
59 タイセイソニック 牡3黒鹿56 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 452± 01：09．1� 13．7�
510 メジャーレート 牡3栗 56 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 5．1�
48 ジュンドリーム 牝3鹿 54 丸山 元気河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 474＋ 21：09．31	 123．7�
36 モ ア イ 牡3黒鹿56 中井 裕二青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 462＋ 61：09．72	 126．4�
817 フランシスコダイゴ 牡3鹿 56 柴山 雄一 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 458＋16 〃 ハナ 9．3	
612 ト ン ボ イ 牝3栗 54 藤岡 康太幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 416－ 41：09．91
 33．4

47 サ イ エ ン 牝3栗 54 丸田 恭介 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 408－ 4 〃 クビ 39．6�
12 タガノカレン 牝3黒鹿54 D．バルジュー 八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 2 〃 ハナ 18．3�
（伊）

715 ニシノコデマリ 牝3鹿 54 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 412－ 41：10．0	 228．5
816 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿56 菱田 裕二栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 476－ 21：10．1� 27．5�
818 アントルシャ 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 416－ 61：10．31
 37．1�
23 ブラウハーツ 牡3鹿 56 秋山真一郎金山 敏也氏 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 450＋121：10．4クビ 77．6�
714 キングドンドルマ 牡3青鹿56 吉田 隼人田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 468－ 4 〃 クビ 12．6�
713 カシノクオーレ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 450－ 41：10．5� 403．2�
24 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 4 〃 ハナ 13．7�
35 ハクサンフエロ 牡3鹿 56 木幡 巧也河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 468＋221：11．03 23．7�
11 サフランブーケ 牝3鹿 54 小崎 綾也海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 432± 01：11．74 186．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，311，100円 複勝： 45，025，300円 枠連： 19，725，400円
馬連： 65，571，000円 馬単： 30，732，800円 ワイド： 45，895，900円
3連複： 97，416，600円 3連単： 124，132，400円 計： 460，810，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 220円 � 160円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 550円 �� 250円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 323111 的中 � 121065（1番人気）
複勝票数 計 450253 的中 � 138843（1番人気）� 37241（3番人気）� 67363（2番人気）
枠連票数 計 197254 的中 （5－6） 33857（1番人気）
馬連票数 計 655710 的中 �� 41510（3番人気）
馬単票数 計 307328 的中 �� 11605（4番人気）
ワイド票数 計 458959 的中 �� 20144（5番人気）�� 55246（1番人気）�� 13143（6番人気）
3連複票数 計 974166 的中 ��� 40925（1番人気）
3連単票数 計1241324 的中 ��� 11420（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．6―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブカンプー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．8．5 小倉2着

2015．4．11生 牝3黒鹿 母 ラ ブ ハ ー ト 母母 シンメイユウシュン 6戦2勝 賞金 29，872，000円
〔制裁〕 キングドンドルマ号の騎手吉田隼人は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

カシノクオーレ号の騎手西田雄一郎は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
ハクサンフエロ号の騎手木幡巧也は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
メジャーレート号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：17番・14
番）

※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。



05035 2月17日 晴 稍重 （30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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 クレマンダルザス �5鹿 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：44．3 4．5�
58 レッドアトゥ 牝4栗 54 	島 克駿 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 454－ 21：44．51
 6．2�
11 � アンナペレンナ 牝5芦 55 藤岡 佑介中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 510－ 61：44．92
 9．1�
45 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 56 D．バルジュー 大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 470－ 21：45．0
 2．0�

（伊）

46 ランドハイパワー 牡5鹿 57 丹内 祐次木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 488－12 〃 アタマ 26．6�
814 テイエムテツジン 牡6栗 57 柴山 雄一竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 456－141：45．1� 52．2	
34 アイファーサンディ 牡6鹿 57 松山 弘平中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 460－ 61：45．31 111．5

22 イェドプリオル 牡6青鹿57 丸田 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 520－ 21：45．51 52．1�
712 スマイルフォース 牡6鹿 57 秋山真一郎上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 464＋101：46．35 90．1�
813 フィルムフランセ 牝4鹿 54 吉田 隼人吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484± 01：46．4
 23．5
69 ダイチヴュルデ 牡7鹿 57 二本柳 壮 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456－ 8 〃 クビ 181．6�
57 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 528－ 21：46．72 25．2�
610 タガノアニード 牝4黒鹿54 横山 武史八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B454－121：46．8クビ 41．3�
711 レコンキスタ 牡4栗 56 丸山 元気村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B496－ 61：47．01 16．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，669，300円 複勝： 54，984，600円 枠連： 29，731，200円
馬連： 123，008，500円 馬単： 57，902，200円 ワイド： 65，203，600円
3連複： 170，864，600円 3連単： 257，584，700円 計： 798，948，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 230円 � 290円 枠 連（3－5） 1，140円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 550円 �� 720円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 18，080円

票 数

単勝票数 計 396693 的中 � 70257（2番人気）
複勝票数 計 549846 的中 � 81091（2番人気）� 62127（3番人気）� 45785（4番人気）
枠連票数 計 297312 的中 （3－5） 20134（4番人気）
馬連票数 計1230085 的中 �� 66256（4番人気）
馬単票数 計 579022 的中 �� 16006（8番人気）
ワイド票数 計 652036 的中 �� 31618（4番人気）�� 23083（7番人気）�� 18022（10番人気）
3連複票数 計1708646 的中 ��� 36505（8番人気）
3連単票数 計2575847 的中 ��� 10324（45番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．9―12．8―12．4―12．1―12．5―12．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―29．7―42．5―54．9―1：07．0―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4F49．4―3F37．3
1
3
2（5，7，11）（1，8，13）3（6，10）－（4，9，12）－14・（2，7，11）（5，14）（1，8，13，10）6（3，12）9－4

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

勝馬の
紹 介

クレマンダルザス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．13 中山1着

2013．5．19生 �5鹿 母 シャンパンマリー 母母 マリーシャンタル 14戦4勝 賞金 49，324，000円
〔制裁〕 ゼンノワスレガタミ号の騎手D．バルジューは，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：4番）
※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。

05036 2月17日 晴 良 （30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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

612 ピ ナ ク ル ズ �5黒鹿57 小崎 綾也ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B494－ 61：08．8 21．3�
11 タイセイブレーク �4栗 57 丸山 元気田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 500－14 〃 クビ 5．9�
59 マイネルパッセ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 41：09．11	 8．3�
510 シュエットヌーベル 牝4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 456＋ 6 〃 クビ 249．6�
47 
 ジ ェ ス ロ �5鹿 57 �島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 432± 0 〃 ハナ 44．3�
818 エスペランサリュウ 牡5鹿 57 城戸 義政江上 幸	氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 484－141：09．31 49．9

35 プラチナコード 牡6芦 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 510＋ 8 〃 ハナ 15．8�
23 オトコギマサムネ �7鹿 57 高田 潤塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B498－ 4 〃 アタマ 68．6�
12 ホープフルスター 牡4栗 57 D．バルジュー 前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋18 〃 クビ 8．8
（伊）

817
 オリエンタルポリス 牡5芦 57 藤岡 康太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 482± 0 〃 ハナ 8．4�
715 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 480＋ 81：09．72	 5．2�
24 ペプチドリリー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 424－10 〃 アタマ 22．8�
48 ザベストエバー 牡4黒鹿57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 462＋ 6 〃 クビ 4．0�
36 
 ナンヨーウラヌス 牡4黒鹿57 木幡 巧也中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 440－ 8 〃 アタマ 57．3�
611 アンジェリー 牝6黒鹿55 柴山 雄一佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 アタマ 59．0�
714� ペニーウェディング 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 514＋ 41：09．91 71．8�
816 サンライズビーム 牡5芦 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 454＋ 41：10．0 46．6�
713 ウイングフリオーソ 牝4鹿 55 秋山真一郎 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 458－ 21：11．27 157．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，576，400円 複勝： 49，464，400円 枠連： 25，118，500円
馬連： 81，509，400円 馬単： 32，267，700円 ワイド： 54，110，200円
3連複： 125，251，100円 3連単： 149，427，000円 計： 550，724，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 570円 � 240円 � 280円 枠 連（1－6） 3，210円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 2，610円 �� 990円

3 連 複 ��� 18，630円 3 連 単 ��� 109，870円

票 数

単勝票数 計 335764 的中 � 12584（8番人気）
複勝票数 計 494644 的中 � 19728（9番人気）� 60670（3番人気）� 47841（4番人気）
枠連票数 計 251185 的中 （1－6） 6049（15番人気）
馬連票数 計 815094 的中 �� 8654（28番人気）
馬単票数 計 322677 的中 �� 1595（59番人気）
ワイド票数 計 541102 的中 �� 5715（26番人気）�� 5246（29番人気）�� 14462（6番人気）
3連複票数 計1252511 的中 ��� 5040（57番人気）
3連単票数 計1494270 的中 ��� 986（353番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ナ ク ル ズ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Danzero デビュー 2016．1．9 京都12着

2013．4．20生 �5黒鹿 母 ダンゼロゴールド 母母 Minegold 14戦2勝 賞金 17，047，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンアヴィド号
（非抽選馬） 2頭 アイムウィッシング号・コスモプラシデス号
※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。



（30小倉1）第3日 2月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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
16，350，000円
1，760，000円
19，030，000円
71，397，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
283，242，500円
439，054，400円
162，798，900円
572，672，200円
283，419，900円
395，013，600円
829，291，700円
1，081，156，400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 4，046，649，600円

総入場人員 8，390名 （有料入場人員 7，540名）
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