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05037 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

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

48 クリエイトザライフ 牡3栗 56 川田 将雅飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：48．2 3．5�
35 エスコビージャ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 81：49．26 3．3�
815 マカルーテソーロ 牡3鹿 56 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 498＋ 2 〃 アタマ 20．3�
24 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 460＋ 41：49．51� 84．6�
47 ロ ワ シ ー ナ 牡3鹿 56 松田 大作椎名 節氏 宮本 博 新冠 ヤマタケ牧場 494＋12 〃 アタマ 52．6	
713 スコルピウス 牡3黒鹿56 浜中 俊�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B498－ 21：49．81� 21．7

611 ビービーオネスト 牡3黒鹿56 柴山 雄一�坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 516＋141：50．01� 122．0�
59 タイセイスキャット 牡3鹿 56 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 460＋12 〃 ハナ 6．6�
23 エイシンフォーラン 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 504＋ 81：50．1� 39．4
510 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿56 柴田 善臣大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 474＋141：50．63 52．9�
714 ケイツーテソーロ 牡3鹿 56 中谷 雄太了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：50．7� 7．5�
11 � モントカイザー �3黒鹿 56

55 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du
Feu 466＋ 21：50．8クビ 25．0�

816 ト ン バ 牡3鹿 56 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 474＋ 61：51．01 172．0�

36 ズ ラ リ 牡3栗 56 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム B478－ 41：51．1� 17．5�
12 メイショウナリカク 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 496－ 8 〃 クビ 17．0�
612 ブラックルシアン 牡3鹿 56 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 松浦牧場 492－101：51．31	 23．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，304，600円 複勝： 33，414，100円 枠連： 10，521，400円
馬連： 40，556，500円 馬単： 19，537，300円 ワイド： 33，977，000円
3連複： 65，196，600円 3連単： 72，275，200円 計： 293，782，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 480円 枠 連（3－4） 490円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，150円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 183046 的中 � 41247（2番人気）
複勝票数 計 334141 的中 � 84878（1番人気）� 74654（2番人気）� 10682（9番人気）
枠連票数 計 105214 的中 （3－4） 16539（1番人気）
馬連票数 計 405565 的中 �� 55128（1番人気）
馬単票数 計 195373 的中 �� 13107（2番人気）
ワイド票数 計 339770 的中 �� 38227（1番人気）�� 6896（13番人気）�� 6375（15番人気）
3連複票数 計 651966 的中 ��� 13543（7番人気）
3連単票数 計 722752 的中 ��� 3715（22番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．5―13．5―13．1―12．8―12．8―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．8―44．3―57．4―1：10．2―1：23．0―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリエイトザライフ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2018．11．10 京都3着

2016．4．21生 牡3栗 母 スターオブサファイア 母母 Rhumb Line 5戦1勝 賞金 12，100，000円
〔制裁〕 ケイツーテソーロ号の騎手中谷雄太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番・11番）

ビービーオネスト号の騎手柴山雄一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・12番・6番）
※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） 2頭 ゴールデンチョイス号・ヤマニンラファーガ号

05038 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

69 ロトヴィグラス 牡4栗 57
56 ☆横山 武史國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 470－ 4 58．7 5．2�

814 サイモンゼーレ 牡6鹿 57 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 480－ 4 59．55 12．5�
58 サトノブレイズ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 504＋12 59．6� 7．3�
45 コウエイアンカ �4鹿 57 松若 風馬伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 486＋18 〃 ハナ 15．0�
11 シ ャ テ ー ヌ 牝4栗 55 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋10 〃 クビ 11．5�
34 シュピールカルテ 牝5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 6 59．81 15．3	
711 ノボベイビー 牡4栗 57 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 482＋ 6 〃 アタマ 3．4

46 サンライズカラマ 牡5栗 57

56 ☆義 英真松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 494＋14 59．9クビ 32．4�

33 クリノイダテン 牡4青鹿57 吉田 隼人栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 440± 0 〃 アタマ 22．6�
813 ホープフルスター 牡5栗 57 石橋 脩前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 81：00．11� 6．0
22 � レッドオリアナ 牝5栗 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 444－ 41：00．63 26．0�
57 タケデンサンダー 牡5栗 57 黛 弘人武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 488＋101：00．92 33．1�
712 グロリアフライト 牝4青鹿 55

54 ☆川又 賢治�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 416－141：01．53� 46．1�
610 アインツェルカンプ 牡4鹿 57 荻野 極 �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 490－ 21：01．82 198．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，963，600円 複勝： 26，904，000円 枠連： 9，085，900円
馬連： 38，066，000円 馬単： 17，767，200円 ワイド： 28，658，100円
3連複： 55，026，300円 3連単： 65，666，900円 計： 262，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 440円 � 240円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 810円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 64，070円

票 数

単勝票数 計 209636 的中 � 31902（2番人気）
複勝票数 計 269040 的中 � 39445（3番人気）� 13541（7番人気）� 29663（4番人気）
枠連票数 計 90859 的中 （6－8） 8158（3番人気）
馬連票数 計 380660 的中 �� 10244（7番人気）
馬単票数 計 177672 的中 �� 2834（11番人気）
ワイド票数 計 286581 的中 �� 6071（12番人気）�� 9367（5番人気）�� 2887（30番人気）
3連複票数 計 550263 的中 ��� 3581（33番人気）
3連単票数 計 656669 的中 ��� 743（194番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．4―34．9―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2018．2．3 東京4着

2015．4．19生 牡4栗 母 プリモエナジー 母母 スズカララバイ 12戦2勝 賞金 18，750，000円

第１回 小倉競馬 第４日



05039 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第3競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

817 カ ラ テ 牡3黒鹿56 黛 弘人小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 490＋102：01．9 23．8�
12 ホウオウアクセル 牡3栗 56 幸 英明小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 42：02．22 26．0�
611 レッドエンヴィー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：02．3クビ 9．1�
713 ヤップヤップヤップ 牡3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 440＋ 62：02．4� 16．7�
24 ヤマニンラファーガ 牡3黒鹿56 田中 勝春土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 500＋ 4 〃 ハナ 109．1�
612 ル デ ュ ッ ク 牡3鹿 56 浜中 俊 	シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 62：02．61� 2．8

714 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 吉田 隼人	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476－ 42：02．81� 107．8�
48 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 古川 吉洋前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 438＋14 〃 ハナ 139．0�
11 ロードブレス 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 500＋ 8 〃 ハナ 53．0
35 ドンキースタイル 牡3黒鹿56 中谷 雄太廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 460－ 2 〃 ハナ 5．5�
715 オメガダヴィンチ 牡3栗 56 川田 将雅原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 4 〃 ハナ 2．8�
510 コスモブッカー 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 430＋ 2 〃 アタマ 192．1�
816 ビップセーラ 牝3栗 54 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 466－102：03．43� 120．5�
59 マコトエイル 牝3黒鹿54 丸山 元気�ディアマント 寺島 良 日高 ヤナガワ牧場 470 ―2：03．5� 59．5�
818 テディボーイ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 450－ 22：04．99 83．5�
36 スワンレーク 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史吉田 千津氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 464－ 42：05．0� 186．4�
23 ジョブックビザーレ 牡3黒鹿56 荻野 極�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド B432－ 82：05．1� 31．8�
47 トリウンファラ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 佐々木 恵一 B490 ―2：06．59 134．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，278，700円 複勝： 27，002，900円 枠連： 11，053，300円
馬連： 37，401，000円 馬単： 20，172，200円 ワイド： 29，427，800円
3連複： 58，101，200円 3連単： 77，936，000円 計： 282，373，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 620円 � 510円 � 260円 枠 連（1－8） 5，340円

馬 連 �� 12，560円 馬 単 �� 26，030円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，580円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 31，530円 3 連 単 ��� 234，450円

票 数

単勝票数 計 212787 的中 � 7123（6番人気）
複勝票数 計 270029 的中 � 10529（7番人気）� 13328（6番人気）� 30937（4番人気）
枠連票数 計 110533 的中 （1－8） 1603（16番人気）
馬連票数 計 374010 的中 �� 2307（25番人気）
馬単票数 計 201722 的中 �� 581（56番人気）
ワイド票数 計 294278 的中 �� 3003（22番人気）�� 2932（23番人気）�� 3592（18番人気）
3連複票数 計 581012 的中 ��� 1382（69番人気）
3連単票数 計 779360 的中 ��� 241（470番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．1―12．7―12．7―12．4―12．5―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．4―47．1―59．8―1：12．2―1：24．7―1：36．8―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3

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

2
4

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

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡3黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 8戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ロードブレス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔3走成績による出走制限〕 ジョブックビザーレ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月17日まで平地競走に出走

できない。
※トリウンファラ号・マコトエイル号・ヤマニンラファーガ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05040 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

611 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 488＋ 21：08．9 4．8�
48 エイトマイル 牡3芦 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 484＋ 61：09．43 8．9�
12 ブラボーフェスタ �3栗 56

55 ☆川又 賢治杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 482－121：09．71� 23．2�
59 ラ イ ズ 牡3鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 516 ―1：10．23 8．9�
36 ヨドノオーシャン 牡3鹿 56 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 418± 01：10．3� 31．7�
817 サ ル ー ス 牝3鹿 54 柴山 雄一鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 432± 0 〃 クビ 147．4	
510 ハクユウセンター 牝3栗 54 松若 風馬 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 むかわ 上水牧場 484＋ 81：10．4クビ 114．9

714 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿56 浜中 俊宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 494＋ 8 〃 ハナ 9．3�
35 ヴ ェ ル 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 414－ 2 〃 クビ 13．8
24 イエローナイフ 牡3青 56 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 460＋ 61：10．5クビ 98．4�
713 ドゥシャンパーニュ 牝3青鹿54 川田 将雅大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 432＋14 〃 アタマ 2．0�
816 ケイティシャイン 牝3鹿 54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 438－ 41：10．6クビ 357．8�
47 エンジェルハート 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 402 ―1：10．7� 92．2�
612 ア カ マ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也安部 純史氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 432± 0 〃 クビ 39．7�
11 アトミックスワップ 牝3鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 古賀 史生 日高 門別牧場 454＋ 21：11．01� 126．3�
818 ビップナディア 牝3鹿 54 小牧 太鈴木 邦英氏 牧浦 充徳 平取 坂東牧場 414＋ 21：11．53 167．8�
715 スプリングハズカム 牝3青鹿54 黛 弘人�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 494± 0 〃 クビ 248．8�
23 ネオファルコン 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 474＋ 21：11．6� 199．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，492，600円 複勝： 33，240，600円 枠連： 11，839，000円
馬連： 43，239，300円 馬単： 22，373，600円 ワイド： 34，059，400円
3連複： 65，027，900円 3連単： 78，407，600円 計： 316，680，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 300円 � 450円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，520円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 8，890円 3 連 単 ��� 43，620円

票 数

単勝票数 計 284926 的中 � 46601（2番人気）
複勝票数 計 332406 的中 � 57861（2番人気）� 27705（6番人気）� 16358（7番人気）
枠連票数 計 118390 的中 （4－6） 5637（7番人気）
馬連票数 計 432393 的中 �� 18445（7番人気）
馬単票数 計 223736 的中 �� 5365（11番人気）
ワイド票数 計 340594 的中 �� 12258（7番人気）�� 5668（19番人気）�� 4776（20番人気）
3連複票数 計 650279 的中 ��� 5482（27番人気）
3連単票数 計 784076 的中 ��� 1303（132番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．8―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイサクソニー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．2 中京14着

2016．4．17生 牡3鹿 母 ケイアイウィルゴー 母母 ケイアイギャラリー 5戦1勝 賞金 7，500，000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 ニシノポンパドール号



05041 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

714 ダノンバリアント 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 高野 友和 浦河 三嶋牧場 454 ―2：03．3 4．2�
510 カ リ ボ ー ル 牡3鹿 56 三浦 皇成大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490 ―2：03．4� 5．7�
817 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 484 ― 〃 アタマ 23．6�
47 グレートベースン 牡3青鹿56 吉田 隼人桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 490 ―2：03．61� 5．3�
12 シャドウアロング 牡3鹿 56 荻野 極飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480 ―2：03．7クビ 3．7	
48 キーシグナル 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 464 ―2：04．12� 23．9

713 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54 田中 勝春ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 小島牧場 460 ―2：04．2� 63．8�
36 タイキデセーオ 牡3黒鹿56 古川 吉洋�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522 ―2：04．41� 24．4
611 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 石橋 脩�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494 ― 〃 ハナ 15．7�
23 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 岡田 祥嗣村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 472 ―2：04．5� 27．2�
816 シ ン ラ イ 牡3芦 56

55 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 474 ―2：04．6� 117．8�
818 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 524 ―2：05．34 27．8�
59 ピ サ 牝3青鹿54 秋山真一郎永山 勝敏氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 444 ―2：05．72� 55．5�
11 リッフェルゼー 牝3黒鹿54 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 502 ―2：05．8� 58．8�
35 ケイティパッション 牡3鹿 56 柴田 善臣瀧本 和義氏 小野 次郎 安平 ノーザンファーム 426 ―2：06．01� 79．9�
612 レ チ ク ル 牡3芦 56 中井 裕二 �ジェネラルレーシング 中野 栄治 新冠 飯島 功典 470 ―2：06．1� 183．2�
715 ビービールース 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治坂東 勝彦氏 石橋 守 平取 坂東牧場 508 ―2：06．52� 25．2�
24 ラッキーホームラン 牝3黒鹿54 西田雄一郎竹原 孝昭氏 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 424 ―2：07．03 96．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，776，200円 複勝： 33，077，000円 枠連： 13，393，900円
馬連： 42，718，100円 馬単： 21，203，600円 ワイド： 35，196，000円
3連複： 66，988，600円 3連単： 79，108，600円 計： 318，462，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 230円 � 620円 枠 連（5－7） 1，100円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，050円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 52，470円

票 数

単勝票数 計 267762 的中 � 50067（2番人気）
複勝票数 計 330770 的中 � 53494（3番人気）� 39185（4番人気）� 11034（8番人気）
枠連票数 計 133939 的中 （5－7） 9429（4番人気）
馬連票数 計 427181 的中 �� 22247（5番人気）
馬単票数 計 212036 的中 �� 5629（9番人気）
ワイド票数 計 351960 的中 �� 16616（5番人気）�� 4286（24番人気）�� 3535（31番人気）
3連複票数 計 669886 的中 ��� 4429（39番人気）
3連単票数 計 791086 的中 ��� 1093（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．8―49．1―1：02．3―1：14．9―1：27．4―1：39．4―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンバリアント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dansili 初出走

2016．2．22生 牡3鹿 母 リップルスメイド 母母 Rivers Rhapsody 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アークロイヤル号・グランジェット号・ゾロ号・ディオーネプリンス号・トリウンファラ号・ナリタムソウ号・

マコトエイル号

05042 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

77 アドラメレク 牡5黒鹿57 浜中 俊�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 22：35．9 4．1�

44 ファイトアローン 牡4栗 56 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 550＋182：36．11 5．0�
88 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 藤懸 貴志山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 506＋ 62：36．2� 2．4�
33 ア ヴ ァ ン ト 牡5栗 57

56 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：36．73 7．2�
11 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 56 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B492－ 42：37．33� 13．0�
66 デアリングアイデア 牡5鹿 57 古川 吉洋宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 462－ 82：37．61� 11．0	
22 ランドジュピター 牡5鹿 57 柴山 雄一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 458－ 2 〃 ハナ 13．2

55 メイショウイザナミ 牝4鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B438＋ 42：38．23� 53．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 23，674，300円 複勝： 22，519，300円 枠連： 発売なし
馬連： 34，344，700円 馬単： 18，432，000円 ワイド： 22，134，000円
3連複： 40，293，000円 3連単： 82，506，800円 計： 243，904，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 320円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 236743 的中 � 46092（2番人気）
複勝票数 計 225193 的中 � 39283（2番人気）� 32980（3番人気）� 76303（1番人気）
馬連票数 計 343447 的中 �� 31880（4番人気）
馬単票数 計 184320 的中 �� 7944（6番人気）
ワイド票数 計 221340 的中 �� 16247（4番人気）�� 24280（2番人気）�� 24931（1番人気）
3連複票数 計 402930 的中 ��� 43789（1番人気）
3連単票数 計 825068 的中 ��� 12196（12番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．8―13．3―13．6―13．7―13．2―12．9―12．3―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．7―38．5―51．8―1：05．4―1：19．1―1：32．3―1：45．2―1：57．5―2：09．9―2：22．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドラメレク �

父 ディープインパクト �


母父 Touch Gold デビュー 2016．9．18 阪神6着

2014．1．17生 牡5黒鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 21戦3勝 賞金 41，150，000円



05043 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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
1：06．5
1：06．5

良
良

510 スターリーステージ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462－ 21：08．6 1．8�
11 ノーブルプルート 牝5鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 480＋101：08．81 210．5�
47 リーガルリリー 牝4栗 55 松若 風馬大宮 豊美氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 466＋ 2 〃 クビ 40．4�
24 キスミーワンス 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450－ 21：09．01� 5．5�
35 プレイズラン 牝4栗 55 黛 弘人岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 460＋121：09．1� 125．4�
612 カ ワ イ ア ラ 牝5芦 55 藤懸 貴志名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 456＋121：09．2� 175．3	
611 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 三浦 皇成 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 2 〃 ハナ 38．6

59 ステラローザ 牝4鹿 55 中谷 雄太ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：09．3クビ 8．6�
713 メイショウベルボン 牝5栗 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 442－ 6 〃 ハナ 20．1�
715 ダンシングチコ 牝4鹿 55 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 11．0
816 プラトリーナ 牝6鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 420－ 41：09．4クビ 17．2�
714� ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 460－14 〃 クビ 96．3�
818 ディヴァインハイツ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 468－ 21：09．5クビ 17．0�
817� ツ キ ノ ミ チ 牝5鹿 55 幸 英明吉井 理人氏 中野 栄治 浦河 林 孝輝 432－ 81：09．6� 168．6�
23 ケアリアポンド 牝4栗 55 古川 吉洋守内ひろ子氏 大根田裕之 日高 新生ファーム 448＋12 〃 クビ 310．5�
36 ハトマークワルツ 牝5栗 55 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 434＋ 41：09．92 28．5�
48 � クリノクノイチ 牝4黒鹿55 松田 大作栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 468＋ 81：10．21� 199．7�
12 シ ト リ カ 牝4鹿 55 柴山 雄一水上 行雄氏 牧浦 充徳 新冠 競優牧場 426＋ 41：11．58 29．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，665，400円 複勝： 36，645，300円 枠連： 14，520，300円
馬連： 47，820，900円 馬単： 23，567，600円 ワイド： 39，387，900円
3連複： 76，255，000円 3連単： 93，217，900円 計： 362，080，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 2，740円 � 740円 枠 連（1－5） 2，230円

馬 連 �� 17，710円 馬 単 �� 21，390円

ワ イ ド �� 6，440円 �� 1，360円 �� 31，590円

3 連 複 ��� 128，230円 3 連 単 ��� 466，080円

票 数

単勝票数 計 306654 的中 � 131635（1番人気）
複勝票数 計 366453 的中 � 107013（1番人気）� 2475（15番人気）� 9878（11番人気）
枠連票数 計 145203 的中 （1－5） 5043（9番人気）
馬連票数 計 478209 的中 �� 2092（47番人気）
馬単票数 計 235676 的中 �� 826（62番人気）
ワイド票数 計 393879 的中 �� 1560（59番人気）�� 7739（12番人気）�� 315（120番人気）
3連複票数 計 762550 的中 ��� 446（235番人気）
3連単票数 計 932179 的中 ��� 145（962番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．4―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターリーステージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2017．9．9 阪神3着

2015．4．12生 牝4鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 13戦2勝 賞金 28，384，000円
〔制裁〕 ステラローザ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 サイエン号

05044 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：44．1
1：43．9

良
良

712 マイネルズイーガー 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 61：47．5 7．7�

611 デクレアラー 牡4栗 56 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 41：47．92� 5．2�

23 ステイキングダム 牡6鹿 57 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428＋ 21：48．0クビ 55．3�
11 � ウインハイラント 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 21：48．1� 20．3�
610 スワーヴノートン 牡5鹿 57 石橋 脩�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 478＋ 61：48．31	 10．3	
46 ショウナンサスケ 牡6鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 472＋12 〃 クビ 7．0

58 レッドヴァール 牝4鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462－121：48．4� 2．3�
22 � ロードバリスタ 
5黒鹿57 田中 勝春 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B490＋ 2 〃 ハナ 15．3�
34 ヘッドストリーム 
4栗 56 黛 弘人犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 444－ 81：48．5� 143．4
814 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 41：48．71	 38．9�

47 コスモグラトナス 牡4青 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：49．02 197．3�
35 パ フ ォ ー ム 牝5鹿 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 460＋121：49．1クビ 218．1�
815 ルエヴェルロール 牝5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 434＋ 21：49．63 15．0�
713 センティフォリア 牝4黒鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 446－ 41：49．81� 42．5�
59 � ク ス リ バ コ 牡4鹿 56 西田雄一郎小田切有一氏 星野 忍 浦河 木村牧場 458± 01：50．01 203．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，619，400円 複勝： 39，039，300円 枠連： 13，510，000円
馬連： 48，692，900円 馬単： 25，213，800円 ワイド： 39，776，100円
3連複： 74，392，700円 3連単： 100，891，800円 計： 372，136，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 170円 � 920円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，810円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 22，990円 3 連 単 ��� 116，660円

票 数

単勝票数 計 306194 的中 � 31674（4番人気）
複勝票数 計 390393 的中 � 43350（4番人気）� 72034（2番人気）� 8451（11番人気）
枠連票数 計 135100 的中 （6－7） 9315（5番人気）
馬連票数 計 486929 的中 �� 16926（8番人気）
馬単票数 計 252138 的中 �� 3671（17番人気）
ワイド票数 計 397761 的中 �� 15702（7番人気）�� 2600（37番人気）�� 3341（33番人気）
3連複票数 計 743927 的中 ��� 2426（75番人気）
3連単票数 計1008918 的中 ��� 627（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．8―47．7―59．0―1：10．6―1：22．2―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルズイーガー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．5 東京6着

2014．4．9生 牡5栗 母 マイネカンナ 母母 タカラカンナ 21戦3勝 賞金 43，252，000円



05045 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
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 7，500，000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

11 メイショウワザシ 牡4栗 56
53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 540＋ 41：46．3 2．1�

22 アドバンスマルス 牡4鹿 56 川田 将雅広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．68 4．8�
78 ロードダヴィンチ 牡4鹿 56 吉田 隼人 �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 526－ 6 〃 アタマ 4．5�
67 � ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 丹内 祐次 �YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 458－121：48．02� 49．1�
44 � ランドヘルメース 牡4鹿 56

55 ☆川又 賢治木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 478－ 31：48．21� 29．0�
811 イチネンプリンス 牡4黒鹿56 古川 吉洋国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 460－ 81：48．41� 29．8	
66 タツオウカランブ 牝4栗 54 荻野 極鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 492＋ 21：48．5� 31．7

55 � エスプリゾーン 牡5栗 57 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 450＋ 2 〃 クビ 19．0�
33 フィールドドウサン 牡4黒鹿56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 528－181：48．6クビ 7．6�
810� マーブルフレンテ 牝6鹿 55 松若 風馬下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 510－ 8 〃 クビ 18．1
79 � スフバータル 牡6栗 57

56 ☆横山 武史�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 512－181：48．81� 149．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，327，300円 複勝： 25，926，100円 枠連： 10，017，700円
馬連： 47，206，700円 馬単： 26，022，300円 ワイド： 31，865，000円
3連複： 65，056，300円 3連単： 109，004，500円 計： 339，425，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（1－2） 720円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 400円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 243273 的中 � 88752（1番人気）
複勝票数 計 259261 的中 � 65957（1番人気）� 41486（3番人気）� 45854（2番人気）
枠連票数 計 100177 的中 （1－2） 10666（2番人気）
馬連票数 計 472067 的中 �� 50605（3番人気）
馬単票数 計 260223 的中 �� 15940（3番人気）
ワイド票数 計 318650 的中 �� 30307（2番人気）�� 35558（1番人気）�� 18572（4番人気）
3連複票数 計 650563 的中 ��� 53642（1番人気）
3連単票数 計1090045 的中 ��� 22979（3番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．4―13．4―12．7―12．6―12．5―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．4―43．8―56．5―1：09．1―1：21．6―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウワザシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．9．30 阪神1着

2015．2．21生 牡4栗 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 7戦2勝 賞金 18，250，000円

05046 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第10競走 2，000�
ひ た

日 田 特 別
発走14時40分 （芝・右）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

815 ブライトムーン 牝5黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434± 02：00．1 4．8�

35 ウスベニノキミ 牝4鹿 54 浜中 俊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 450－ 22：00．2� 2．1�
611 アスタービーナス 牝4鹿 54 吉田 隼人加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 400－ 62：00．52 14．6�
12 イタリアンホワイト 牝5芦 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 82：00．71� 6．9�
612 パラノーマル 牝6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 446± 0 〃 ハナ 37．8	
59 ウェディングベール 牝4芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 446± 02：01．01� 98．1

47 レッドアルジーヌ 牝4芦 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 444－ 6 〃 クビ 11．4�
24 ラントシャフト 牝5栗 55 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 456± 02：01．1クビ 143．1�
11 � プリンセスアール 牝4栗 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 456－ 4 〃 アタマ 177．9
23 レディーキティ 牝4鹿 54 幸 英明廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 408＋ 42：01．31� 31．2�
48 � モ ハ ー 牝5栗 55 義 英真北山 敏�氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 490－ 62：01．4� 31．6�
510 ロックザボート 牝4鹿 54 荻野 極 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504＋12 〃 ハナ 78．1�
36 マセラシオン 牝4黒鹿54 川又 賢治 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440± 02：01．61� 40．9�
713 ブリリアントリリー 牝4鹿 54 中谷 雄太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B472＋ 22：01．7� 41．1�
816 ビレッジソング 牝8鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 442－ 42：02．12� 192．3�
817 ブライティアシップ 牝4鹿 54 西田雄一郎小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 416＋ 22：03．16 265．9�
714 アリュマージュ 牝4栃栗54 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 22：04．8大差 10．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 35，565，600円 複勝： 52，174，500円 枠連： 19，958，100円
馬連： 73，064，400円 馬単： 36，902，600円 ワイド： 56，234，400円
3連複： 113，861，700円 3連単： 164，454，700円 計： 552，216，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 280円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 250円 �� 950円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 355656 的中 � 58243（2番人気）
複勝票数 計 521745 的中 � 95763（2番人気）� 143544（1番人気）� 32556（6番人気）
枠連票数 計 199581 的中 （3－8） 32301（1番人気）
馬連票数 計 730644 的中 �� 98820（1番人気）
馬単票数 計 369026 的中 �� 20824（3番人気）
ワイド票数 計 562344 的中 �� 64770（1番人気）�� 13495（10番人気）�� 27700（4番人気）
3連複票数 計1138617 的中 ��� 40777（4番人気）
3連単票数 計1644547 的中 ��� 12843（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．5―47．8―1：00．0―1：12．2―1：24．4―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7
1
3

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

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

ブライトムーン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．28 京都5着

2014．3．21生 牝5黒鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 14戦3勝 賞金 40，911，000円
〔発走状況〕 ブライティアシップ号は，発進不良〔外側に逃避〕。



05047 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第11競走 ��1，800�第53回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）
発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，30．2．17以降31．2．11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 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

712 スティッフェリオ 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450＋101：46．7 6．0�
33 � タニノフランケル 牡4青鹿54 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 522－ 6 〃 クビ 4．0�
11 サイモンラムセス 牡9鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B464＋ 81：46．91� 127．5�
711 ナイトオブナイツ 牡6栗 56 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 460＋ 81：47．0クビ 14．3�
22 エアアンセム 牡8黒鹿57 吉田 隼人 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 7．6	
34 � マウントゴールド 牡6鹿 56 浜中 俊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 ハナ 8．1

57 ブラックスピネル 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B518＋ 8 〃 アタマ 19．0�
45 レトロロック 牡7鹿 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 484＋ 61：47．21� 8．5�
69 � スズカディープ 	7青鹿53 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B422－ 61：47．3� 60．9
58 マイスタイル 牡5鹿 56 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 456± 0 〃 ハナ 5．6�
610 ケイティクレバー 牡4鹿 54 秋山真一郎瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 460＋ 41：47．4� 16．6�
813 エテルナミノル 牝6黒鹿54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 454－141：47．61 124．1�
46 マルターズアポジー 牡7鹿 57．5 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536＋ 81：47．92 19．2�
814 アメリカズカップ 牡5黒鹿56 幸 英明谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452＋ 41：48．11� 40．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 118，884，400円 複勝： 159，376，600円 枠連： 76，435，400円
馬連： 456，815，200円 馬単： 153，555，500円 ワイド： 239，048，300円
3連複： 793，273，800円 3連単： 964，836，100円 計： 2，962，225，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 170円 � 1，980円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 740円 �� 14，530円 �� 6，830円

3 連 複 ��� 79，120円 3 連 単 ��� 379，540円

票 数

単勝票数 計1188844 的中 � 157764（3番人気）
複勝票数 計1593766 的中 � 212327（2番人気）� 287969（1番人気）� 15120（14番人気）
枠連票数 計 764354 的中 （3－7） 96371（1番人気）
馬連票数 計4568152 的中 �� 192348（3番人気）
馬単票数 計1535555 的中 �� 32480（6番人気）
ワイド票数 計2390483 的中 �� 89173（4番人気）�� 4088（79番人気）�� 8747（62番人気）
3連複票数 計7932738 的中 ��� 7519（192番人気）
3連単票数 計9648361 的中 ��� 1843（983番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．3―12．0―11．8―11．9―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．6―47．6―59．4―1：11．3―1：23．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡5鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 20戦7勝 賞金 185，505，000円

05048 2月17日 晴 良 （31小倉1）第4日 第12競走 ��1，200�
むらさきがわ

紫 川 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

510 ミラアイトーン 牡5青鹿57 浜中 俊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 540＋201：08．7 5．6�
818 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 西村 淳也ロイヤルパーク 田所 秀孝 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 61：08．8� 134．3�
715 ディアボレット 牝4栗 55 柴山 雄一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456－ 4 〃 アタマ 92．5�
817 ダイシンバルカン 牡7鹿 57 松田 大作大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510－141：08．9� 30．8�
48 ア リ ア 牝4栗 55 三浦 皇成樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 0 〃 クビ 12．2	
713 リンシャンカイホウ 牡4鹿 57 丹内 祐次�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B442＋ 2 〃 アタマ 8．8

816� アンインジュリー 牝4栗 55 丸田 恭介鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：09．0� 47．1�
47 メイケイダイハード 牡4鹿 57 秋山真一郎名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 534－16 〃 アタマ 15．4�
612 カネトシブレス 牝6鹿 55 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 442－ 41：09．1クビ 39．3
611	 シャドウノエル 牝4黒鹿55 川田 将雅飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 480＋ 6 〃 アタマ 3．4�
35 コロラトゥーレ 牝5鹿 55 幸 英明廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 472＋28 〃 アタマ 22．5�
36 タイセイブレーク 
5栗 57 藤岡 康太田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 492－101：09．31 4．9�
23 メイショウシャチ 牡6鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 484＋12 〃 アタマ 26．4�
11 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 丸山 元気 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 492－ 41：09．61� 17．7�
24 パッションチカ 牝5鹿 55 柴田 未崎冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 442－ 4 〃 ハナ 193．0�
714� チタンクレバー 牝6青鹿55 荻野 極鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 村上 欽哉 450－ 21：09．7� 43．6�
12 ロイヤルメジャー 牝5鹿 55 横山 武史本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 472－101：10．02 17．1�
59 � ニホンピロメリーナ 牝5栗 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470＋141：10．42� 307．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，363，500円 複勝： 89，746，500円 枠連： 40，720，600円
馬連： 153，631，100円 馬単： 62，580，300円 ワイド： 105，074，700円
3連複： 255，349，100円 3連単： 293，309，400円 計： 1，061，775，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 280円 � 2，610円 � 1，640円 枠 連（5－8） 5，680円

馬 連 �� 34，380円 馬 単 �� 47，940円

ワ イ ド �� 10，640円 �� 7，760円 �� 22，920円

3 連 複 ��� 464，830円 3 連 単 ��� 1，950，910円

票 数

単勝票数 計 613635 的中 � 87180（3番人気）
複勝票数 計 897465 的中 � 99948（3番人気）� 8175（16番人気）� 13222（15番人気）
枠連票数 計 407206 的中 （5－8） 5552（25番人気）
馬連票数 計1536311 的中 �� 3463（84番人気）
馬単票数 計 625803 的中 �� 979（144番人気）
ワイド票数 計1050747 的中 �� 2550（95番人気）�� 3508（78番人気）�� 1180（127番人気）
3連複票数 計2553491 的中 ��� 412（602番人気）
3連単票数 計2933094 的中 ��� 109（3105番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．8―45．2―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 13，16（5，17）（12，11，14）（7，8，10）（2，6，15）（1，3）（4，18）－9 4 13（16，17）5（12，11）（14，10）（7，8）（6，15）（2，3，18）1，4，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミラアイトーン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Tiznow デビュー 2016．8．7 小倉1着

2014．3．22生 牡5青鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 7戦4勝 賞金 50，222，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピナクルズ号

３レース目



（31小倉1）第4日 2月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

237，150，000円
2，590，000円
18，890，000円
1，930，000円
28，330，000円
75，810，500円
5，048，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
440，915，600円
579，066，200円
231，055，600円
1，063，556，800円
447，328，000円
694，838，700円
1，728，822，200円
2，181，615，500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 7，367，198，600円

総入場人員 17，851名 （有料入場人員 16，413名）
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