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オッズ・
単勝
人気

05073 3月3日 晴 良 （30小倉1）第7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 ライクアジャーニー 牝3鹿 54
53 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 464－ 6 59．5 4．0�

814 ラヴコネクション 牝3黒鹿54 松若 風馬�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 472－ 2 59．71� 77．5�
711 ファステンバーグ 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436± 0 59．8� 6．7�
610 メイショウバイタル 牡3青鹿56 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 498－ 81：00．01� 3．4�
58 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± 01：00．31� 3．3	

813 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 430＋ 21：00．51� 9．5


45 アインツェルカンプ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：00．92� 76．1�

57 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54 荻野 琢真清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466± 01：01．0クビ 112．0�
712 ナンゴクユメネット 牝3栗 54 水口 優也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 456＋ 61：01．1� 257．9
34 リネンスイープ 牝3芦 54 D．バルジュー 戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 406－ 41：01．2� 17．3�

（伊）

33 レ ク イ エ ム 牝3芦 54 藤岡 康太石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか タイヘイ牧場 426－101：01．3クビ 63．9�
22 ケ ル ー ス 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 472－ 8 〃 クビ 21．3�
46 クリノモリゾ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442－ 61：01．51 202．7�
（13頭）

11 サノノバクシン 牡3鹿 56 柴山 雄一佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，827，200円 複勝： 29，716，400円 枠連： 8，999，100円
馬連： 36，399，100円 馬単： 19，383，400円 ワイド： 26，945，300円
3連複： 54，829，400円 3連単： 61，685，400円 計： 256，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 1，570円 � 240円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 16，010円 馬 単 �� 25，150円

ワ イ ド �� 4，890円 �� 700円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 29，160円 3 連 単 ��� 152，630円

票 数

単勝票数 差引計 188272（返還計 438） 的中 � 37026（3番人気）
複勝票数 差引計 297164（返還計 1013） 的中 � 47712（3番人気）� 3755（10番人気）� 34890（4番人気）
枠連票数 差引計 89991（返還計 1720） 的中 （6－8） 6520（5番人気）
馬連票数 差引計 363991（返還計 2139） 的中 �� 1761（31番人気）
馬単票数 差引計 193834（返還計 1218） 的中 �� 578（52番人気）
ワイド票数 差引計 269453（返還計 2594） 的中 �� 1376（35番人気）�� 10527（8番人気）�� 1209（38番人気）
3連複票数 差引計 548294（返還計 7259） 的中 ��� 1410（66番人気）
3連単票数 差引計 616854（返還計 11421） 的中 ��� 293（341番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．6―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライクアジャーニー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．21 京都4着

2015．3．4生 牝3鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 5戦1勝 賞金 8，350，000円
〔競走除外〕 サノノバクシン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 クリノモリゾ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 サノノバクシン号の調教師堀井雅広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ゴールデンテソーロ号・ビッグジュジュ号
※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。

05074 3月3日 晴 良 （30小倉1）第7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

11 ベルフロレゾン 牝3栗 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416＋ 21：48．8 14．1�

611 アドバンスマルス 牡3鹿 56 幸 英明広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 496－ 61：49．11� 4．5�
59 ライブリテックス 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 484± 0 〃 クビ 8．8�
612 パープルヒビキ 牡3栗 56 柴田 未崎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 506－101：49．3� 18．4�
23 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 498－ 21：49．62 69．8	
24 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 444＋ 6 〃 クビ 110．8


48 � レ リ カ リ オ 牝3栗 54 D．バルジュー �ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood
Stable 458－ 21：49．7� 30．8�

（伊）

47 インフレーション 牡3青鹿 56
55 ☆義 英真アルツト組合 高橋 康之 新冠 柏木 一則 470－ 41：49．91� 6．0�

816 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 432± 01：50．11� 23．2

510 コンコルドコンドル 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496－ 61：50．31� 5．8�

12 オリエンタルボーン 牡3栗 56 黛 弘人棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 466－101：50．51� 118．6�
36 ホ ク サ イ 牡3栗 56 丸田 恭介手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 金石牧場 456＋ 81：50．71� 177．1�
713 クリノバルテュス 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 482－ 21：50．8クビ 9．0�
35 メイショウガッテン 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村中牧場 490－ 61：51．33 4．5�
714 ル ア ナ 牝3栗 54 柴山 雄一平澤 孝氏 金成 貴史 新冠 対馬 正 430＋ 41：53．1大差 211．4�
815 コスモエクセレント 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 81：53．42 179．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，413，000円 複勝： 26，859，100円 枠連： 7，805，500円
馬連： 29，253，000円 馬単： 14，207，700円 ワイド： 22，895，300円
3連複： 42，895，600円 3連単： 45，416，400円 計： 205，745，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 390円 � 170円 � 340円 枠 連（1－6） 2，970円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 8，360円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，410円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 79，720円

票 数

単勝票数 計 164130 的中 � 9284（7番人気）
複勝票数 計 268591 的中 � 15468（7番人気）� 50185（1番人気）� 18693（6番人気）
枠連票数 計 78055 的中 （1－6） 2031（13番人気）
馬連票数 計 292530 的中 �� 6649（15番人気）
馬単票数 計 142077 的中 �� 1274（37番人気）
ワイド票数 計 228953 的中 �� 4131（17番人気）�� 2400（32番人気）�� 5274（13番人気）
3連複票数 計 428956 的中 ��� 2817（43番人気）
3連単票数 計 454164 的中 ��� 413（295番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．6―13．2―12．9―12．5―12．9―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―31．0―44．2―57．1―1：09．6―1：22．5―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．2
1
3
5（4，11）（12，15）1（2，6）（7，9）3，10（14，16，13）－8
5，11，4（12，15，1）－（2，6，9，13）（3，7，16，8）10，14

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

勝馬の
紹 介

ベルフロレゾン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．16 阪神5着

2015．1．28生 牝3栗 母 ウインフロレゾン 母母 ブランシェリー 5戦1勝 賞金 6，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タガノデジェーロ号・パワポケロワージ号・ビギナーズラック号
（非抽選馬） 1頭 ニシノオクタゴン号
※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。

第１回 小倉競馬 第７日



05075 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第3競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

23 イエローマリンバ 牝3青鹿54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 430－ 61：08．1 2．5�
35 ディアボレット 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450－ 41：08．2� 4．0�
11 エイシンエレガンス 牝3青鹿54 柴山 雄一�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 418－121：09．68 11．4�
612 ローズマリア 牝3黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 442－ 21：09．7� 41．9�
817 ドリームジャンボ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 468－ 61：09．8� 75．5	
24 スギノアルテミス 牝3鹿 54 松若 風馬杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 406－ 4 〃 ハナ 32．2

714 メイショウマンカイ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 424－ 61：09．9� 26．8�
48 ニシノアリオス 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 426－ 6 〃 ハナ 187．4�
611 ケイココサージュ 牝3芦 54 D．バルジュー �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 436－ 4 〃 アタマ 7．3

（伊）

713 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 �島 克駿小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 460－26 〃 クビ 20．4�
510 ラペールノアール 牝3青 54

51 ▲横山 武史�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 390－ 21：10．0クビ 26．9�

818 イデアドーター 牝3黒鹿54 荻野 琢真益田 修一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 436－ 2 〃 クビ 286．4�
816 シセイケナゲ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 432－ 61：10．1クビ 257．4�
47 ニシノオトコマサリ 牝3青鹿54 黛 弘人成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 402＋ 41：10．31� 251．3�
715 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 446＋ 2 〃 同着 33．9�
59 パ ル シ ア 牝3鹿 54 丸山 元気折手 邦雄氏 石毛 善彦 新ひだか 折手牧場 436－ 61：10．4クビ 142．1�
12 ク ッ カ 牝3栗 54 藤岡 康太飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 448± 01：10．71� 30．0�
36 エトワールブリエ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �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 430 ― 〃 クビ 9．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，590，400円 複勝： 31，338，100円 枠連： 11，122，500円
馬連： 35，024，600円 馬単： 16，996，000円 ワイド： 28，769，100円
3連複： 53，115，300円 3連単： 61，055，600円 計： 260，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（2－3） 350円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 620円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 225904 的中 � 71081（1番人気）
複勝票数 計 313381 的中 � 62147（1番人気）� 60208（2番人気）� 31456（4番人気）
枠連票数 計 111225 的中 （2－3） 24486（1番人気）
馬連票数 計 350246 的中 �� 51796（1番人気）
馬単票数 計 169960 的中 �� 12320（1番人気）
ワイド票数 計 287691 的中 �� 36697（1番人気）�� 10734（5番人気）�� 10993（4番人気）
3連複票数 計 531153 的中 ��� 24010（2番人気）
3連単票数 計 610556 的中 ��� 7119（4番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．0―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．1―44．7―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 3，17，5（2，18）（1，12，9）15，8（16，14）7，11，13，10，4，6 4 3（17，5）（2，18）（1，12，9）8（15，14）（7，16）11（4，13）（10，6）

勝馬の
紹 介

イエローマリンバ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．2．13 小倉2着

2015．3．1生 牝3青鹿 母 マーキーアトラクション 母母 Golden Attraction 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 ディアボレット号は，枠入り不良。
※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 ショウナンハイル号・ビーアマルフィ号
※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。

05076 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第4競走 2，000�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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

714 メールドグラース 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B466＋ 22：01．1 5．2�
59 サトノグリッター 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 486＋ 82：01．31� 1．9�
612 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 488－ 22：01．61� 5．0�
12 ファイアプルーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500－ 42：01．7� 159．5�
611 ショウナンバリウス 牡3黒鹿56 丸田 恭介国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 490－ 4 〃 クビ 114．5	
24 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 470± 02：01．91� 19．1

11 キムケンロード 牡3鹿 56 柴山 雄一木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 428－ 62：02．0� 70．9�
36 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B470＋ 22：02．21 61．0�
715 ウインイノベーター 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 446－ 2 〃 クビ 9．3
47 コシミノダンサー 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－ 82：02．3クビ 120．2�
713 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 474－ 62：02．4� 117．4�
23 ア ス ナ タ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史�野 智博氏 青木 孝文 新冠 イワミ牧場 468＋ 22：02．61� 504．4�
816 ヒシハムザリバー 牡3鹿 56 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム B460＋ 8 〃 ハナ 36．8�
510 ア イ コ ン 牡3鹿 56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514 ―2：03．13 15．4�
（伊）

817 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 432＋ 2 〃 クビ 193．6�
48 ジ ョ ウ ト ウ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 470＋ 22：04．05 55．2�
35 カガプラナス 牝3鹿 54 中谷 雄太香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 410± 02：04．21� 395．0�
818 ガーネットクロス 牡3黒鹿56 �島 克駿西村 健氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 542－ 42：05．47 182．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，320，400円 複勝： 33，481，900円 枠連： 9，945，600円
馬連： 34，132，900円 馬単： 18，360，500円 ワイド： 25，196，600円
3連複： 49，260，100円 3連単： 64，107，000円 計： 256，805，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，040円

票 数

単勝票数 計 223204 的中 � 34281（3番人気）
複勝票数 計 334819 的中 � 42558（2番人気）� 137490（1番人気）� 42490（3番人気）
枠連票数 計 99456 的中 （5－7） 25716（1番人気）
馬連票数 計 341329 的中 �� 46938（2番人気）
馬単票数 計 183605 的中 �� 9512（4番人気）
ワイド票数 計 251966 的中 �� 26126（2番人気）�� 10925（5番人気）�� 28720（1番人気）
3連複票数 計 492601 的中 ��� 36429（1番人気）
3連単票数 計 641070 的中 ��� 6600（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．2―12．2―12．3―12．3―12．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．6―1：11．9―1：24．2―1：36．8―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．9
1
3

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

2
4

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

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡3黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 6戦1勝 賞金 10，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アリババ号
※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。



05077 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第5競走 1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

817 ロ ン ス 牝3芦 54
51 ▲富田 暁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：08．7 3．7�

24 トモジャクアルト 牡3芦 56 菱田 裕二吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 494＋ 2 〃 クビ 5．5�
47 ツクバクロオー 牡3青鹿56 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 452－ 21：08．8� 3．0�
48 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 436－ 2 〃 ハナ 7．0�
59 カハラレインボー 牝3栗 54 D．バルジュー 助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 420－ 21：09．11� 27．7�

（伊）

23 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 410－ 41：09．52� 330．1	
714 フォレストガーデン 牝3黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 434－161：09．6クビ 68．5

11 ア ノ マ リ ー 牡3青鹿56 幸 英明田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三石川上牧場 486－ 6 〃 クビ 15．1�
36 ダイメイジャスミン 牝3鹿 54 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 浦河 谷川牧場 392± 01：09．81 16．5�
713 ダンツコンフォート 牡3鹿 56 城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 472－ 61：09．9� 12．3
12 ペンテコステ 牝3黒鹿54 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 416＋ 21：10．0クビ 576．0�
510 オーシャンアロー 牡3鹿 56 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 456＋ 2 〃 ハナ 241．9�
715 ゴーオンザステージ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗前田 剛氏 宮本 博 新ひだか 岡田スタツド 390－ 21：10．1� 317．4�
816 ブルベアハーブ 牡3鹿 56 岩崎 翼 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 478－ 2 〃 クビ 26．0�
612 ブルベアアスパラ 牝3栗 54 川須 栄彦 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新冠 大林ファーム 416－ 41：10．2クビ 74．9�
35 コスモミクニグロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 41：10．3� 284．7�
611 タニノビスケット 牝3黒鹿54 松若 風馬谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 402－ 8 〃 クビ 116．5�
818 オモシロソウ 牝3鹿 54 �島 克駿小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 424－121：11．15 233．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，746，600円 複勝： 36，168，700円 枠連： 11，530，100円
馬連： 37，826，700円 馬単： 18，656，500円 ワイド： 30，132，700円
3連複： 56，420，800円 3連単： 68，693，300円 計： 281，175，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（2－8） 1，090円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 460円 �� 280円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 217466 的中 � 45880（2番人気）
複勝票数 計 361687 的中 � 73704（2番人気）� 48997（3番人気）� 93919（1番人気）
枠連票数 計 115301 的中 （2－8） 8189（3番人気）
馬連票数 計 378267 的中 �� 24280（4番人気）
馬単票数 計 186565 的中 �� 6664（4番人気）
ワイド票数 計 301327 的中 �� 15780（5番人気）�� 29859（1番人気）�� 18093（2番人気）
3連複票数 計 564208 的中 ��� 40144（1番人気）
3連単票数 計 686933 的中 ��� 8400（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．5―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン ス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2017．7．29 小倉3着

2015．5．25生 牝3芦 母 アイコチャン 母母 マサコチャン 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 タニノビスケット号の調教師寺島良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 シゲルコシアブラ号
※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。

05078 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第6競走 1，000�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，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
56．9
56．9

重
重

22 オリエンタルダンス 牝6黒鹿 55
52 ▲富田 暁 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－12 59．6 4．1�
814 ウィズアウィッシュ 牝4鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 474－18 59．92 19．2�
34 ライディングハイ 牝5鹿 55 松若 風馬�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 B496－ 21：00．0� 9．8�
33 ハイデンガールズ 牝5栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 462＋ 2 〃 アタマ 9．1�
46 コットンパール 牝5鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 452± 01：00．21� 122．1	
610 ナムラエルサ 牝5鹿 55 D．バルジュー 奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 460－ 6 〃 ハナ 4．1


（伊）

711 ラブユーミー 牝4鹿 55 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498－ 2 〃 クビ 8．0�
57 メランコリア 牝6栗 55 二本柳 壮�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 482－ 61：00．41� 41．1�
69 � ナンヨービーナス 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 ハナ 48．5
11 ミ ザ イ 牝4芦 55

52 ▲藤田菜七子山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 480－ 41：00．61� 24．3�
712� アスカダイヤモンド 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也中西 功氏 谷原 義明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438－ 21：00．7� 89．8�

45 ウイナーズロード 牝4青鹿55 城戸 義政�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 414－ 21：00．8クビ 3．7�
58 � グ ロ ー リ ア 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 武史長谷川守正氏 的場 均 新冠 有限会社 大
作ステーブル 468± 01：00．9� 177．5�

（13頭）
813� フェリシアルチア 牝4栗 55 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 492－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，867，800円 複勝： 24，238，600円 枠連： 7，779，900円
馬連： 28，767，800円 馬単： 16，124，800円 ワイド： 22，595，000円
3連複： 37，003，900円 3連単： 49，475，400円 計： 205，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 360円 � 300円 枠 連（2－8） 3，260円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 7，870円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 670円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 55，610円

票 数

単勝票数 差引計 198678（返還計 3713） 的中 � 38410（2番人気）
複勝票数 差引計 242386（返還計 4524） 的中 � 38992（2番人気）� 15912（7番人気）� 20048（6番人気）
枠連票数 差引計 77799（返還計 143） 的中 （2－8） 1847（14番人気）
馬連票数 差引計 287678（返還計 18940） 的中 �� 5136（16番人気）
馬単票数 差引計 161248（返還計 8494） 的中 �� 1535（30番人気）
ワイド票数 差引計 225950（返還計 9959） 的中 �� 4350（16番人気）�� 9042（8番人気）�� 2257（27番人気）
3連複票数 差引計 370039（返還計 43550） 的中 ��� 2611（36番人気）
3連単票数 差引計 494754（返還計 57439） 的中 ��� 645（170番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．5―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―34．1―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F37．0
3 ・（2，4）（5，11）－10（3，14）6（7，12）9－1，8 4 ・（2，4）（5，11）（3，10）－14（7，6）12（8，9）1

勝馬の
紹 介

オリエンタルダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．15 阪神8着

2012．1．14生 牝6黒鹿 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ 25戦3勝 賞金 35，700，000円
〔競走除外〕 フェリシアルチア号は，疾病〔右前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※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。



05079 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：41．8
1：40．9

不良
重

712� ハリケーンバローズ 牡5鹿 57 D．バルジュー 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida
& Bill Justice 556＋161：45．6 2．2�

（伊）

23 � マイネルストラトス 牡4黒鹿57 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 484－ 61：45．81� 38．8�
46 � マテラリードル 牡5鹿 57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 米 E Paul Robsham

Stable LLC 528± 01：45．9	 8．0�
35 シンゼンガンプ 牡6鹿 57

56 ☆義 英真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 486－ 2 〃 クビ 12．5�
814 ステイオンザトップ 牡4栗 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466± 01：46．11� 4．5�
58 アイアムジュピター 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 514－ 41：47．05 199．9	
47 ライトブリンガー 牡5栗 57

55 △森 裕太朗�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B472＋ 81：47．1
 57．3

611 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 B484－ 41：47．2クビ 11．0�
34 ディーエスアクシス 牡4芦 57 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 492－ 41：48．05 282．9
11 シンコーマーチャン 牡4鹿 57 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488± 0 〃 ハナ 31．6�
22 マサハヤスター 牡4栗 57 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476－101：48．42	 47．1�
59 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57 川須 栄彦佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 476－ 81：49．03	 63．1�
815 ボ ナ パ ル ト 牡4鹿 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム B506－ 21：49．53 6．8�
713 メイショウラクエン 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 454－ 21：49．92	 418．3�
610� エスシーシャール 牡5黒鹿57 松若 風馬工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 B506－141：50．0	 60．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，366，000円 複勝： 33，198，400円 枠連： 10，937，900円
馬連： 32，943，400円 馬単： 18，382，700円 ワイド： 27，528，000円
3連複： 51，111，500円 3連単： 67，279，400円 計： 265，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 660円 � 310円 枠 連（2－7） 2，640円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 620円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 41，050円

票 数

単勝票数 計 243660 的中 � 88387（1番人気）
複勝票数 計 331984 的中 � 75512（1番人気）� 10062（7番人気）� 25220（6番人気）
枠連票数 計 109379 的中 （2－7） 3210（10番人気）
馬連票数 計 329434 的中 �� 6105（15番人気）
馬単票数 計 183827 的中 �� 2482（22番人気）
ワイド票数 計 275280 的中 �� 4209（16番人気）�� 12148（7番人気）�� 1629（40番人気）
3連複票数 計 511115 的中 ��� 3657（31番人気）
3連単票数 計 672794 的中 ��� 1188（135番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．0―12．2―11．8―12．3―12．6―12．7―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．2―42．4―54．2―1：06．5―1：19．1―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
6（10，12，15）（1，8）13，11，5（3，9）14，2－（7，4）・（6，12）（8，15）（10，1，14）13（11，3）（5，2，4）7－9

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

勝馬の
紹 介

�ハリケーンバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．4．24生 牡5鹿 母 Naughty Mambo 母母 Naughty Notions 6戦3勝 賞金 25，900，000円
〔制裁〕 マサハヤスター号の騎手岩崎翼は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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。

05080 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第8競走 2，000�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，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
1：57．1
1：56．1

稍重
良

55 ドロウアカード 牝4栗 55 D．バルジュー �G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 02：01．5 3．5�

（伊）

66 パラノーマル 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 22：01．71 14．0�

33 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430＋ 22：01．91� 5．4�
78 アオイプリンセス 牝5鹿 55 中谷 雄太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 42：02．11� 3．4�
89 ムーンザムーン 牝4鹿 55 藤岡 佑介林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 3．8�
810 ハギノカエラ 牝5栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 410± 02：02．31 14．6	
44 ビレッジソング 牝7鹿 55

53 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434－142：02．51� 116．8

77 � 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 416－ 82：02．6� 131．3�
22 アイルーロス 牝5黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 青森 諏訪牧場 464± 02：02．81� 161．6
11 ブリシンガメン 牝4栗 55

52 ▲富田 暁吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 462－ 42：03．22� 12．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，323，700円 複勝： 24，000，800円 枠連： 6，489，300円
馬連： 28，858，900円 馬単： 16，334，400円 ワイド： 20，562，700円
3連複： 40，090，500円 3連単： 64，447，500円 計： 219，107，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 300円 � 160円 枠 連（5－6） 2，910円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 790円 �� 400円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 183237 的中 � 41323（2番人気）
複勝票数 計 240008 的中 � 45591（2番人気）� 16407（7番人気）� 41587（4番人気）
枠連票数 計 64893 的中 （5－6） 1723（13番人気）
馬連票数 計 288589 的中 �� 8076（15番人気）
馬単票数 計 163344 的中 �� 2867（20番人気）
ワイド票数 計 205627 的中 �� 6421（14番人気）�� 14240（4番人気）�� 6297（17番人気）
3連複票数 計 400905 的中 ��� 7946（18番人気）
3連単票数 計 644475 的中 ��� 2389（83番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―12．9―12．1―11．6―11．4―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．5―50．4―1：02．5―1：14．1―1：25．5―1：37．2―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドロウアカード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．2．19生 牝4栗 母 アスドゥクール 母母 アイリッシュカーリ 14戦2勝 賞金 37，952，000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。



05081 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第9競走 1，200�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，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
1：06．5
1：06．5

良
良

58 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470± 01：08．1 2．0�
46 ナタリーバローズ 牝5鹿 55 D．バルジュー 猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 466－101：08．2� 5．4�

（伊）

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 468－ 41：08．41� 6．6�

11 ミヤラビランド 牝4鹿 55 幸 英明石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444± 01：08．5� 81．1�
23 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：08．6� 23．3	
610 シュエットヌーベル 牝4栗 55

53 △森 裕太朗 �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 450－ 6 〃 ハナ 10．7


35 ウインベントゥーラ 牡6鹿 57 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム B460－ 41：08．7クビ 26．0�
34 タケデンサンダー 牡4栗 57 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 478＋ 21：08．91� 7．6�
713 フリームーヴメント 牡5栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 458－ 61：09．0� 22．8
22 オープンザウェイ 牡6栗 57

56 ☆木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 474＋ 2 〃 クビ 43．9�
814� ソ ラ ー レ 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 巧也阿部東亜子氏 松永 康利 えりも 能登 浩 478＋201：09．31� 230．0�
815� スターストリーム 牝5黒鹿55 岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 438± 0 〃 クビ 226．0�
47 ア マ ノ ガ ワ 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 432± 01：09．5� 57．0�
611� レッドブリエ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 402－ 41：11．2大差 41．9�
712 トーアアステリオス 牡4栗 57 柴田 未崎高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 478－ 41：11．62� 430．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，281，900円 複勝： 36，636，400円 枠連： 13，533，600円
馬連： 45，302，600円 馬単： 24，399，100円 ワイド： 34，708，900円
3連複： 66，190，300円 3連単： 92，593，100円 計： 339，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 360円 �� 240円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 262819 的中 � 101378（1番人気）
複勝票数 計 366364 的中 � 122609（1番人気）� 46147（3番人気）� 50440（2番人気）
枠連票数 計 135336 的中 （4－5） 22404（2番人気）
馬連票数 計 453026 的中 �� 48344（2番人気）
馬単票数 計 243991 的中 �� 13548（3番人気）
ワイド票数 計 347089 的中 �� 24004（3番人気）�� 40504（1番人気）�� 12497（7番人気）
3連複票数 計 661903 的中 ��� 35747（2番人気）
3連単票数 計 925931 的中 ��� 12174（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．8―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．4―44．7―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ナ ー テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2016．10．10 京都1着

2014．1．31生 牝4黒鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 8戦2勝 賞金 20，150，000円
〔制裁〕 グリニッチヴィレジ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年3月10日から

平成30年3月18日まで騎乗停止。（被害馬：15番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドブリエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月3日まで平地競走に

出走できない。
トーアアステリオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月3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。

05082 3月3日 曇 良 （30小倉1）第7日 第10競走 2，600�
よ ぶ こ

呼 子 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．3

良
良

56 シャインブライト 牡5芦 57 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 482± 02：38．8 12．0�

68 ブライトクォーツ 牡4鹿 56 城戸 義政 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486± 02：38．9� 10．2�
79 プリンスオブペスカ 牡4鹿 56 富田 暁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 468－ 22：39．11� 5．0�
33 � ピエナアラシ 牡4鹿 56 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 476± 02：39．31� 5．4�
812 ディスピュート 牡5鹿 57 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 434＋ 42：39．51� 110．6	
22 マーヴェルズ 牡4鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450± 02：39．6� 82．0

55 ピッツィカート 	5鹿 57 D．バルジュー �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 22：39．92 5．8�

（伊）

11 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± 02：40．11� 9．5�
67 シェルブルック 牡4鹿 56 松若 風馬 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 ハナ 13．2
811 トロピカルストーム 	5黒鹿57 藤岡 康太吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 クビ 4．7�
44 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B492＋ 22：40．2� 11．7�
710 タマモベルガモ 牡5栗 57 丸山 元気タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B486＋ 82：40．73 46．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，028，500円 複勝： 38，450，000円 枠連： 13，034，600円
馬連： 52，949，500円 馬単： 25，072，900円 ワイド： 36，059，300円
3連複： 75，607，500円 3連単： 100，334，100円 計： 365，536，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 340円 � 290円 � 220円 枠 連（5－6） 980円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 12，410円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，520円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 107，600円

票 数

単勝票数 計 240285 的中 � 16001（8番人気）
複勝票数 計 384500 的中 � 27163（8番人気）� 34058（5番人気）� 51475（3番人気）
枠連票数 計 130346 的中 （5－6） 10226（1番人気）
馬連票数 計 529495 的中 �� 6003（33番人気）
馬単票数 計 250729 的中 �� 1515（66番人気）
ワイド票数 計 360593 的中 �� 4163（34番人気）�� 6103（25番人気）�� 9210（12番人気）
3連複票数 計 756075 的中 ��� 4683（56番人気）
3連単票数 計1003341 的中 ��� 676（458番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．1―12．5―12．9―13．0―12．3―11．6―11．5―12．0―12．2―12．9

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�
12．8―23．9―35．8―47．9―1：00．4―1：13．3―1：26．3―1：38．6―1：50．2―2：01．7―2：13．7―2：25．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャインブライト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．1 福島2着

2013．4．12生 牡5芦 母 ラ ル ー チ ェ 母母 アドマイヤセラヴィ 18戦2勝 賞金 43，551，000円
〔制裁〕 マイネルクラフト号の騎手丹内祐次は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

プリンスオブペスカ号の騎手富田暁は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※ブライトクォーツ号は，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。



05083 3月3日 雨 良 （30小倉1）第7日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下，29．3．4以降30．2．25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

816 タガノグルナ 牡4鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－161：45．9 23．1�

24 カフジキング 牡5鹿 56 藤岡 康太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 456－ 61：46．43 5．0�
11 � キングズアフェアー �6黒鹿55 D．バルジュー 吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 514－161：46．5クビ 11．0�

（伊）

47 クルークハイト 牝4芦 52 藤田菜七子 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 456－ 61：46．82 5．7�
36 ランドハイパワー 牡5鹿 53 丹内 祐次木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 490＋ 2 〃 クビ 11．7�
713 ゼンノワスレガタミ 牡4鹿 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 466－ 41：46．9� 2．3	
48 スマイルフォース 牡6鹿 53 �島 克駿上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458－ 61：47．0クビ 148．5

510 クリノフウジン 牡4栗 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 486－16 〃 アタマ 58．0�
12 ディグニファイド �6栗 54 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 B524± 01：47．1� 30．0�
714 ストロベリーキング �7黒鹿54 服部 寿希田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 468－ 81：47．31� 156．8
611 フィルムフランセ 牝4鹿 52 横山 武史吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 ハナ 64．2�
35 コスモピーコック 牝6鹿 51 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：47．51	 98．5�
23 イイコトバカリ 牝4鹿 52 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 466－141：47．81� 32．1�
59 トウカイシュテルン 牝4鹿 53 岩崎 翼内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 476－101：47．9
 12．5�
612 キングラディウス 牡5栗 53 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B466－161：48．1
 37．2�

（15頭）
815� ウ リ ボ ー 牡6栗 53 幸 英明冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 520－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，298，700円 複勝： 64，332，600円 枠連： 32，788，500円
馬連： 129，712，400円 馬単： 57，779，200円 ワイド： 70，673，000円
3連複： 194，537，700円 3連単： 263，992，800円 計： 858，114，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 680円 � 200円 � 440円 枠 連（2－8） 4，600円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 15，480円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 4，280円 �� 940円

3 連 複 ��� 23，780円 3 連 単 ��� 153，970円

票 数

単勝票数 差引計 442987（返還計 5596） 的中 � 15330（7番人気）
複勝票数 差引計 643326（返還計 9813） 的中 � 21351（8番人気）� 103947（2番人気）� 35685（6番人気）
枠連票数 差引計 327885（返還計 636） 的中 （2－8） 5518（19番人気）
馬連票数 差引計1297124（返還計 41465） 的中 �� 13403（24番人気）
馬単票数 差引計 577792（返還計 19082） 的中 �� 2798（48番人気）
ワイド票数 差引計 706730（返還計 29506） 的中 �� 7375（24番人気）�� 4144（44番人気）�� 20153（9番人気）
3連複票数 差引計1945377（返還計111389） 的中 ��� 6135（71番人気）
3連単票数 差引計2639928（返還計140480） 的中 ��� 1243（411番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―12．4―12．3―12．1―12．4―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―42．8―55．1―1：07．2―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノグルナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．24 中京9着

2014．3．12生 牡4鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 12戦3勝 賞金 31，350，000円
〔競走除外〕 ウリボー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻9分遅延。
※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 イェドプリオル号・テイエムジョウネツ号
（非抽選馬） 1頭 コスモバーダン号
※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。

05084 3月3日 雨 良 （30小倉1）第7日 第12競走 ��1，800�
か ら と

唐 戸 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

55 ジョーアラビカ 牡4芦 57 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 504＋ 41：47．1 2．8�
44 ヤマニンリュウセイ 牡5栗 57 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 480＋ 61：47．2� 7．5�
11 ウインミレーユ 牝5黒鹿55 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 456－ 81：47．52 12．6�
811� メルドオール 牡6鹿 57 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B434－101：47．6� 48．1�
78 グランドボヌール 牡4鹿 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 480＋16 〃 クビ 15．3�
33 マイネルザウバア 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446－ 41：47．81� 2．3	
22 レッドヴェルサス 牡5鹿 57 木幡 巧也 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498－121：48．11	 17．4

79 エンパイアガール 牝4黒鹿55 川須 栄彦太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 462＋ 41：48．73� 95．1�
66 
 メ リ オ ラ 牡4鹿 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 436＋181：48．8� 12．5�
（伊）

810 コスモスピード 牡4鹿 57 木幡 初也 ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 448－ 4 〃 ハナ 37．4�
67 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 小崎 綾也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド B466± 0 〃 クビ 123．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，513，900円 複勝： 31，659，100円 枠連： 15，781，200円
馬連： 64，409，400円 馬単： 33，908，400円 ワイド： 39，331，700円
3連複： 83，694，800円 3連単： 150，286，700円 計： 451，585，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 200円 � 230円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 480円 �� 470円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 325139 的中 � 91380（2番人気）
複勝票数 計 316591 的中 � 80600（2番人気）� 36284（3番人気）� 28732（4番人気）
枠連票数 計 157812 的中 （4－5） 11409（3番人気）
馬連票数 計 644094 的中 �� 39228（3番人気）
馬単票数 計 339084 的中 �� 12818（4番人気）
ワイド票数 計 393317 的中 �� 21372（4番人気）�� 22362（3番人気）�� 8321（14番人気）
3連複票数 計 836948 的中 ��� 15540（12番人気）
3連単票数 計1502867 的中 ��� 8626（33番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．1―11．6―11．4―11．6―11．7―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．4―48．0―59．4―1：11．0―1：22．7―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラビカ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．4．23生 牡4芦 母 アクティブアクト 母母 アクティブレディー 15戦2勝 賞金 30，106，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時05分に変更。
※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。



（30小倉1）第7日 3月3日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

173，250，000円
5，190，000円
16，280，000円
1，530，000円
19，140，000円
69，402，000円
4，498，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
291，578，100円
410，080，100円
149，747，800円
555，580，300円
279，605，600円
385，397，600円
804，757，400円
1，089，366，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，966，113，600円

総入場人員 8，580名 （有料入場人員 7，791名）
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