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05061 2月24日 晴 稍重 （31小倉1）第6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

11 ア ノ 牡3栗 56 秋山真一郎武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 436－ 21：47．5 3．9�
713 ス ナ イ プ 牡3栗 56 柴田 未崎 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 須崎牧場 516－ 2 〃 クビ 4．0�
510 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 486＋101：47．71� 8．7�
24 スキッピングロック 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454－ 81：48．44 4．7�
816 ブラックハーデス 牡3青 56 藤岡 康太 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 436－ 61：48．61� 12．3	

23 ゴッドイーサン 牡3鹿 56
53 ▲西村 淳也中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 522＋ 41：48．7� 9．8


35 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 松若 風馬森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 458＋ 41：48．91� 24．9�
47 ヤマタケフリーダム 牡3黒鹿56 黛 弘人山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 464－ 21：49．11 16．7�
36 エーティーキンセイ 牡3鹿 56 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 500－ 41：49．31� 134．2
12 デスティニープラン 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド B450－ 8 〃 ハナ 14．9�
714 セイウンスクープ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 中央牧場 530－ 21：49．61� 107．1�
48 マコトネネキリマル 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 454－ 21：49．91� 69．7�
59 ネ オ シ ー ナ 牡3黒鹿56 松田 大作椎名 節氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 492－ 21：51．07 259．6�
612 オーミサルーテ 牡3鹿 56 柴山 雄一岩﨑 僖澄氏 田所 秀孝 新冠 松木 加代 B446－ 61：51．74 386．8�
611 シゲルレッドダイヤ 牡3鹿 56 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 上村 清志 502＋ 21：52．33� 61．6�
815 ニシノケイガン 牡3鹿 56 吉田 隼人西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 510 ―1：54．2大差 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，518，400円 複勝： 30，741，500円 枠連： 9，988，500円
馬連： 40，298，800円 馬単： 18，205，500円 ワイド： 31，915，000円
3連複： 67，117，600円 3連単： 67，729，700円 計： 287，515，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 140円 � 200円 枠 連（1－7） 790円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 400円 �� 940円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 215184 的中 � 43709（1番人気）
複勝票数 計 307415 的中 � 43187（3番人気）� 65950（1番人気）� 34130（4番人気）
枠連票数 計 99885 的中 （1－7） 9716（3番人気）
馬連票数 計 402988 的中 �� 37127（2番人気）
馬単票数 計 182055 的中 �� 6782（4番人気）
ワイド票数 計 319150 的中 �� 21816（2番人気）�� 8178（11番人気）�� 15539（4番人気）
3連複票数 計 671176 的中 ��� 18433（4番人気）
3連単票数 計 677297 的中 ��� 4224（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―30．6―43．9―56．2―1：08．5―1：21．4―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
2，3，10（13，16）（1，4）－（9，15，12）（6，11，8）（5，7）－14
2（3，10）（13，16）1（4，12）－6（14，5）8（9，7）－11－15

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

勝馬の
紹 介

ア ノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 With Approval デビュー 2018．12．22 阪神5着

2016．3．10生 牡3栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノケイガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 デスティニープラン号・オーミサルーテ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月24日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイディスティニー号

05062 2月24日 晴 稍重 （31小倉1）第6日 第2競走 1，000�サラブレッド系4歳以上
発走10時20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

610 ナンクルナイサー 牝4栗 55 菱田 裕二小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 466＋ 2 59．0 4．4�
22 トーホウレジーナ 牝5栗 55 松若 風馬東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 472＋ 4 59．1� 3．5�
813 ヘ ー ザ 牝4栗 55

52 ▲西村 淳也岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B434＋ 4 59．2� 8．7�
45 ノボリレーヴ 牝4鹿 55 秋山真一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 444－ 6 〃 アタマ 8．2�
711 ポートナイトサイト 牝4栗 55 勝浦 正樹ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 470＋ 6 59．41� 15．0�
814 サトノレーヌ 牝5黒鹿 55

54 ☆義 英真 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434－14 59．5クビ 44．1	
712 レ ン レ ン 牝5栗 55 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 460－ 4 〃 ハナ 33．1

58 ラガーユミリン 牝5鹿 55 柴山 雄一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 462－16 59．6� 19．9�
69 マリノディアナ 牝4青鹿55 丹内 祐次和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 444＋ 2 〃 ハナ 6．0�
34 プリティマックス 牝5栗 55

54 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 444＋ 2 59．81 12．2
57 タイセイパルフェ 牝4黒鹿55 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 454－101：00．12 58．6�
11 カクカクシカジーカ 牝4芦 55

54 ☆藤田菜七子芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 426± 0 〃 アタマ 29．8�
46 ライクアジャーニー 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 470－ 8 〃 クビ 29．0�
33 � コノチヲツナイデ 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希福田 光博氏 小桧山 悟 むかわ ヤマイチ牧場 432－ 41：01．27 162．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，113，700円 複勝： 34，007，200円 枠連： 10，979，500円
馬連： 42，988，000円 馬単： 20，124，800円 ワイド： 32，137，300円
3連複： 69，630，400円 3連単： 71，817，300円 計： 302，798，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 140円 � 200円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 300円 �� 630円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 211137 的中 � 38194（2番人気）
複勝票数 計 340072 的中 � 75203（1番人気）� 70578（2番人気）� 33782（4番人気）
枠連票数 計 109795 的中 （2－6） 23572（1番人気）
馬連票数 計 429880 的中 �� 41265（1番人気）
馬単票数 計 201248 的中 �� 9354（2番人気）
ワイド票数 計 321373 的中 �� 29785（1番人気）�� 12198（6番人気）�� 14298（4番人気）
3連複票数 計 696304 的中 ��� 22566（3番人気）
3連単票数 計 718173 的中 ��� 5455（9番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．6―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンクルナイサー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．3．4 阪神9着

2015．5．29生 牝4栗 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 10戦2勝 賞金 19，250，000円
〔制裁〕 サトノレーヌ号の騎手義英真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シェヴェルニー号

第１回 小倉競馬 第６日



05063 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50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 ウォーターエデン 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 472－ 41：09．0 2．9�

713 ニシノドレッシー 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 430± 01：09．1� 5．1�
816 ミスアニバーサリー 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治平田 修氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 466－101：09．41� 34．8�
24 トーセンジンライム 牡3青 56

55 ☆横山 武史島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 450± 01：09．71� 6．2�
12 ベストチャーム 牝3鹿 54 �島 克駿中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 394－16 〃 ハナ 3．2�
35 ナンヨーシンゲツ 牡3黒鹿56 丹内 祐次中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B474＋ 61：09．91� 26．7	
23 クリノショウグン 牡3黒鹿56 �島 良太栗本 博晴氏 中村 均 浦河 中村 雅明 502＋ 2 〃 ハナ 88．3

11 ランスフォード 牝3黒鹿54 松田 大作吉田 勝己氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 クビ 178．3�
36 ド ナ カ ル モ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 448－ 61：10．21� 230．6�
612 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424－ 41：10．41 115．9
48 アラブルテーラー 牡3青鹿56 小崎 綾也中西 浩一氏 坂口 正則 新冠 ハシモトフアーム 446－ 41：10．5� 146．0�
47 オトリコミチュウ 牝3青鹿54 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 444± 01：10．6� 28．5�
715 トウケイストーム 牝3栗 54 吉田 隼人木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 448－ 8 〃 ハナ 16．6�
59 ブラーミスト 牝3黒鹿54 宮崎 北斗加藤 徹氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 422－18 〃 クビ 336．4�
818 ハッピービギニング 牝3青鹿54 西田雄一郎鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 森 俊雄 464－ 81：10．7� 467．4�
714 レイナアブソルータ 牝3芦 54 荻野 極岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 442＋ 61：10．8� 39．0�
611 ニシノバモス 牡3栗 56 柴山 雄一西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 452± 0 〃 ハナ 52．6�
510 チャンスウィルカム 牝3栗 54 松若 風馬飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：10．9� 226．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，909，900円 複勝： 29，396，300円 枠連： 10，912，200円
馬連： 38，533，000円 馬単： 20，201，500円 ワイド： 29，962，400円
3連複： 62，380，600円 3連単： 71，214，200円 計： 284，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 140円 � 630円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，280円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 30，120円

票 数

単勝票数 計 219099 的中 � 58578（1番人気）
複勝票数 計 293963 的中 � 70128（1番人気）� 59897（2番人気）� 7535（10番人気）
枠連票数 計 109122 的中 （7－8） 14919（2番人気）
馬連票数 計 385330 的中 �� 34971（2番人気）
馬単票数 計 202015 的中 �� 11559（3番人気）
ワイド票数 計 299624 的中 �� 26515（2番人気）�� 5672（13番人気）�� 2542（28番人気）
3連複票数 計 623806 的中 ��� 5737（22番人気）
3連単票数 計 712142 的中 ��� 1714（79番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．4―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．9―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターエデン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．6．10 阪神5着

2016．1．25生 牝3鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 7戦1勝 賞金 9，800，000円
※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） 3頭 グラウシュトラール号・リーチザサミット号・レーヴプランセス号

05064 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第4競走 ��1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

815 ブラックバッジ 牡3鹿 56 吉田 隼人市川 義美氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム B490－ 41：48．4 4．0�
714 シルヴァーソニック 牡3芦 56 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 3．9�
12 ダノンレグナム 牡3鹿 56 �島 克駿�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 496－ 61：48．61� 7．1�
24 シャイニングデイズ 牡3鹿 56 荻野 琢真杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B476－ 21：48．91� 45．9�
23 マイネルセリオン 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B446± 0 〃 ハナ 64．0	

612 モードフランス 牝3黒鹿54 丹内 祐次吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 440－ 6 〃 クビ 231．0

59 ウラカワノオト 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治ニューワールドレー
シング� 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 444＋ 8 〃 アタマ 29．3�

11 	 マレキアーレ 牝3鹿 54
51 ▲西村 淳也吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana

Farms LLC 472－101：49．32
 11．0�
510 ハードエイム 牡3栗 56 荻野 極新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 442－ 6 〃 アタマ 25．1
611 トップウイナー 牡3栗 56 柴山 雄一�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B470＋ 41：49．51� 9．8�
36 アラタマピサ 牡3青鹿56 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 454－ 81：49．6クビ 98．6�
713	 ミントフレッシュ 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Shadai Farm 458－ 41：50．23
 47．8�
48 マッシブアプローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 504＋121：50．41
 66．9�
47 レークサイド 牡3鹿 56 勝浦 正樹本間 茂氏 �島 一歩 むかわ 上水牧場 466－ 41：50．5� 13．3�
35 	 ベストピクチャー 牝3栗 54 秋山真一郎ゴドルフィン 藤岡 健一 英 Godolphin 450－ 61：51．13
 5．8�
816 グローバルステップ 牡3青鹿 56

55 ☆横山 武史吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 470－121：52．05 85．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，406，700円 複勝： 43，355，400円 枠連： 11，209，000円
馬連： 43，251，200円 馬単： 20，303，000円 ワイド： 37，930，000円
3連複： 72，277，200円 3連単： 75，069，500円 計： 327，802，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 130円 � 200円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 250円 �� 480円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 244067 的中 � 47626（2番人気）
複勝票数 計 433554 的中 � 69380（2番人気）� 103857（1番人気）� 45746（4番人気）
枠連票数 計 112090 的中 （7－8） 15251（1番人気）
馬連票数 計 432512 的中 �� 46055（1番人気）
馬単票数 計 203030 的中 �� 10610（2番人気）
ワイド票数 計 379300 的中 �� 43417（1番人気）�� 19110（3番人気）�� 14793（5番人気）
3連複票数 計 722772 的中 ��� 31013（2番人気）
3連単票数 計 750695 的中 ��� 7322（4番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．0―12．1―12．2―12．2―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．3―47．3―59．4―1：11．6―1：23．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
・（1，5，11）（14，16）2（3，15）6（7，13）12，4，9－10－8・（1，5）11（14，15）（2，16，3，13）7（6，12）9，4，10，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックバッジ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Lord At War デビュー 2018．9．22 阪神4着

2016．3．17生 牡3鹿 母 ラ プ ー マ 母母 Raise a Holme 5戦1勝 賞金 9，900，000円



05065 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第5競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時10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

714 レッドパラス 牝3芦 54
53 ☆横山 武史 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：08．6 7．4�

59 スカーヴァティ 牝3黒鹿 54
51 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444＋141：08．92 5．3�

12 ニシノテンカラット 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 404－ 61：09．11 29．4�
713 フィーユブランシェ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：09．31� 6．0�
48 タガノプリマベーラ 牝3鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 392－ 21：09．4� 10．6	
818 リブパッション 牝3鹿 54 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 444－ 61：09．5� 36．9

24 ア レ ー テ ス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448＋101：09．71� 16．2�
35 シュンカジョウ 牝3鹿 54 松若 風馬河内 孝夫氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424－ 21：10．02 47．8�
36 ルージュオブグレイ 牝3栗 54 川島 信二 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 414－141：10．1クビ 7．6
715 グレーフィンソニア 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 474＋ 81：10．42 5．5�
23 カガコルヴェヤ 牝3栗 54 嶋田 純次香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 450＋ 41：10．5� 341．0�
817 ルフランエトワール 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 416－ 61：10．71 9．7�
611 メイチャリティ 牝3黒鹿54 菱田 裕二千明牧場 岩戸 孝樹 浦河 千明牧場 444－ 81：10．8� 28．1�
816 カイラーサナータ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 ヒカル牧場 466－ 2 〃 ハナ 307．6�
11 レイナローサ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 364－ 21：10．9クビ 18．0�
510 バンカーズギャル 牝3栗 54 中谷 雄太永井 秀貴氏 高橋 義忠 新冠 石郷岡 雅樹 450＋ 81：11．21� 146．7�
47 ファインプレー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 466 ―1：12．15 137．7�
612 クインズシナモン 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 422＋ 41：12．2� 295．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，492，700円 複勝： 42，556，500円 枠連： 15，294，000円
馬連： 47，295，300円 馬単： 21，328，300円 ワイド： 40，261，200円
3連複： 83，277，400円 3連単： 91，740，400円 計： 367，245，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 210円 � 620円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，060円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 22，210円 3 連 単 ��� 113，110円

票 数

単勝票数 計 254927 的中 � 27415（4番人気）
複勝票数 計 425565 的中 � 48918（4番人気）� 61267（1番人気）� 14594（9番人気）
枠連票数 計 152940 的中 （5－7） 15595（4番人気）
馬連票数 計 472953 的中 �� 16333（6番人気）
馬単票数 計 213283 的中 �� 3104（18番人気）
ワイド票数 計 402612 的中 �� 12788（6番人気）�� 3311（40番人気）�� 3750（35番人気）
3連複票数 計 832774 的中 ��� 2811（81番人気）
3連単票数 計 917404 的中 ��� 588（422番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―44．8―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドパラス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．1 新潟2着

2016．4．21生 牝3芦 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファインプレー号・クインズシナモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

3月24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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェネレ号・ステップシー号・スワローテイルジグ号・フェアリースキップ号・ムーンレット号
（非抽選馬） 2頭 カツコノユメ号・グットラン号

05066 2月24日 晴 稍重 （31小倉1）第6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）

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

57 ダノンロイヤル 牡4鹿 56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 534＋ 21：45．9 4．8�
22 レンジストライク 牡4黒鹿 56

55 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524± 01：46．32� 5．1�

813 ショウナンサリュー 牡5芦 57 吉田 隼人国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 498－ 81：46．4� 3．9�
44 ロードキング 牡6鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B488－ 21：46．71� 7．6�
710 クアトレフォイル 牡4鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 494＋101：47．12� 4．9	
812� ライブリテックス 牡4青鹿 56

53 ▲西村 淳也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 490－111：47．31� 31．9

69 メイショウハニー 牝4黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 424± 01：47．61� 17．8�
45 � 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 452－ 61：47．7クビ 62．8�
11 ダノンテアトロ 牡4鹿 56 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 474－ 21：48．33� 23．4
33 シュンクルーズ 牡7黒鹿57 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 462± 01：48．51� 213．7�
68 サンライズローリエ 牡4青鹿 56

55 ☆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 476－ 21：48．71� 14．3�

711 ディナミーデン 牡4芦 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 478± 0 〃 ハナ 67．5�
56 アカリダイヤモンド 牡4栗 56

55 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B460－ 81：50．310 45．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，088，900円 複勝： 36，126，000円 枠連： 8，831，500円
馬連： 39，146，900円 馬単： 17，873，000円 ワイド： 30，974，400円
3連複： 57，802，600円 3連単： 70，984，700円 計： 284，828，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 140円 枠 連（2－5） 1，180円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 460円 �� 450円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 230889 的中 � 38172（2番人気）
複勝票数 計 361260 的中 � 46534（4番人気）� 68180（2番人気）� 69950（1番人気）
枠連票数 計 88315 的中 （2－5） 5771（4番人気）
馬連票数 計 391469 的中 �� 29533（3番人気）
馬単票数 計 178730 的中 �� 6417（5番人気）
ワイド票数 計 309744 的中 �� 16747（3番人気）�� 16959（2番人気）�� 27445（1番人気）
3連複票数 計 578026 的中 ��� 34127（1番人気）
3連単票数 計 709847 的中 ��� 6898（6番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．9―13．0―13．1―11．7―11．9―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．1―43．1―56．2―1：07．9―1：19．8―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F38．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダノンロイヤル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．11．11 京都7着

2015．5．19生 牡4鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 6戦2勝 賞金 14，350，000円
〔制裁〕 ダノンロイヤル号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔その他〕 ダノンロイヤル号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。

アカリダイヤモンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アカリダイヤモンド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年3月24日まで出走できない。



05067 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第7競走 1，200�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，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

12 タガノカレン 牝4黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 41：08．3 23．9�
47 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 478－ 21：08．51 11．5�
714 メイショウラバンド 牝8鹿 55 長岡 禎仁松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466＋ 8 〃 クビ 75．2�
24 マリアバローズ 牝4黒鹿55 菱田 裕二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 434－ 8 〃 ハナ 7．2�
59 セイウンミツコ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 444± 0 〃 クビ 13．0�
611 マイネルパッセ 牡6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 470－ 81：08．71� 14．6	
48 メイショウナスカ 牝4鹿 55 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 480＋10 〃 クビ 15．2

36 タガノタイト 牡4鹿 57 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－ 8 〃 ハナ 25．9�
816 マ ジ ョ ラ ム 牝5鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 21：08．91 9．5�
510 ト ラ ン プ 牡4鹿 57 荻野 極大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 456± 01：09．0� 4．2
35 サ イ エ ン 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治 �二風谷ファーム 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 426－ 4 〃 クビ 43．8�
612� ソフトポジション 牡4鹿 57 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 470－ 6 〃 ハナ 4．7�
817 キングドンドルマ 牡4青鹿57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 474－ 61：09．21 30．7�
23 ボ ナ デ ア 牝4鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 490＋ 61：09．3� 49．3�
818� リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 荻野 琢真三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 アタマ 106．1�
11 ア オ ア ラ シ 牝5黒鹿55 岩崎 翼松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 466＋141：09．51� 32．6�
715 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿 55

54 ☆藤田菜七子ニッシンレーシング 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 412＋121：09．6� 27．6�
713� カレンエクスカリバ 牡4鹿 57 吉田 隼人山口謙太郎氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 554± 01：09．7クビ 49．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，645，100円 複勝： 40，431，000円 枠連： 15，065，400円
馬連： 47，225，100円 馬単： 21，482，000円 ワイド： 42，119，400円
3連複： 91，651，900円 3連単： 95，181，100円 計： 379，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 710円 � 420円 � 1，420円 枠 連（1－4） 2，220円

馬 連 �� 7，530円 馬 単 �� 17，880円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 10，810円 �� 7，230円

3 連 複 ��� 117，700円 3 連 単 ��� 784，160円

票 数

単勝票数 計 266451 的中 � 8909（9番人気）
複勝票数 計 404310 的中 � 14972（9番人気）� 27705（6番人気）� 7005（14番人気）
枠連票数 計 150654 的中 （1－4） 5244（10番人気）
馬連票数 計 472251 的中 �� 4860（31番人気）
馬単票数 計 214820 的中 �� 901（71番人気）
ワイド票数 計 421194 的中 �� 5233（21番人気）�� 995（111番人気）�� 1493（86番人気）
3連複票数 計 916519 的中 ��� 584（388番人気）
3連単票数 計 951811 的中 ��� 88（2352番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―10．9―11．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．1―44．6―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカレン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．10．7 京都1着

2015．4．7生 牝4黒鹿 母 スマートレディー 母母 フロムファースト 10戦2勝 賞金 16，400，000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 ベルガド号

05068 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6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）

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
1：56．9
1：56．1

良
良

22 ルックスマート 牡4鹿 56 丸田 恭介平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 21：59．6 5．7�
811 ジ ャ コ マ ル 牡5鹿 57

56 ☆横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：59．81� 2．3�
11 レーガノミクス 牡4鹿 56 中谷 雄太�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 518± 02：00．33 3．3�
79 ワタシヲマッテル 牝4栗 54 吉田 隼人小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466＋ 4 〃 アタマ 100．7�
56 フィールインラヴ 牡4黒鹿56 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 450＋ 42：00．4� 10．4�
710 ウインオルビット 牡4鹿 56

55 ☆木幡 初也�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492－ 42：00．61 15．5	
55 ファントムグレイ 牡6芦 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 434－ 4 〃 ハナ 23．2

812 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 520－ 22：01．02� 34．9�
33 ブリリアントリリー 牝4鹿 54

53 ☆藤田菜七子 �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 B466－ 62：01．1クビ 13．3�

68 ラ ン リ ー ナ 牝4芦 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 470－ 22：01．73� 70．6
67 ギャラントグリフ �6黒鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 鹿戸 正幸 522－102：01．91 42．9�
44 クリノキングムーン 牡8黒鹿 57

56 ☆井上 敏樹栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 450± 02：02．85 136．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，318，800円 複勝： 27，826，700円 枠連： 7，928，200円
馬連： 34，818，000円 馬単： 19，632，900円 ワイド： 25，491，300円
3連複： 49，871，600円 3連単： 80，621，800円 計： 269，509，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 280円 �� 400円 �� 160円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 233188 的中 � 32573（3番人気）
複勝票数 計 278267 的中 � 52812（2番人気）� 82920（1番人気）� 44646（3番人気）
枠連票数 計 79282 的中 （2－8） 9724（3番人気）
馬連票数 計 348180 的中 �� 39098（2番人気）
馬単票数 計 196329 的中 �� 8448（5番人気）
ワイド票数 計 254913 的中 �� 21636（2番人気）�� 13503（4番人気）�� 49058（1番人気）
3連複票数 計 498716 的中 ��� 53203（1番人気）
3連単票数 計 806218 的中 ��� 10635（9番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルックスマート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．11．4 東京6着

2015．2．12生 牡4鹿 母 メイショウセイカ 母母 チアズグレイス 15戦2勝 賞金 20，116，000円



05069 2月24日 晴 稍重 （31小倉1）第6日 第9競走 1，700�サラブレッド系4歳以上
発走14時15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

69 メイショウササユリ 牝5黒鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 504－ 41：46．0 1．7�
58 ローズベリル 牝4黒鹿 54

51 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488－101：46．1� 3．8�
814 サ ニ ー レ イ 牝4鹿 54 小崎 綾也橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B458－ 41：46．31� 4．8�
34 タガノエルフ 牝4黒鹿54 中井 裕二八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：47．36 16．2�
610 クロフネプリンセス 牝4栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 422± 01：47．72� 81．4�

22 スカイソング 牝5芦 55 勝浦 正樹西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 464－ 61：47．8クビ 78．2	

46 ロ ッ タ ラ ブ 牝5芦 55
54 ☆川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 480－ 61：47．9� 80．2


813 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 484－ 2 〃 ハナ 24．0�
711 サンマルメジャール 牝7鹿 55

52 ▲服部 寿希相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 466± 0 〃 アタマ 170．3�
45 � ナンゴクユメネット 牝4栗 54 柴山 雄一渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 446＋ 41：48．96 246．4
57 レッドアマポーラ 牝4青鹿54 黛 弘人紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 B458＋ 6 〃 ハナ 132．3�
712 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 466－ 41：49．0クビ 33．9�
11 � マ エ ガ ミ 牝4黒鹿54 嶋田 純次副島 義久氏 石毛 善彦 浦河 木戸口牧場 422± 01：49．21� 200．1�
33 サイレントアスカ 牝5鹿 55 荻野 極髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 54．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，644，300円 複勝： 53，739，800円 枠連： 11，034，500円
馬連： 45，908，700円 馬単： 29，312，300円 ワイド： 34，243，600円
3連複： 75，258，500円 3連単： 132，062，200円 計： 410，203，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 286443 的中 � 131413（1番人気）
複勝票数 計 537398 的中 � 323984（1番人気）� 59959（2番人気）� 51751（3番人気）
枠連票数 計 110345 的中 （5－6） 26594（1番人気）
馬連票数 計 459087 的中 �� 109803（1番人気）
馬単票数 計 293123 的中 �� 45169（1番人気）
ワイド票数 計 342436 的中 �� 64102（1番人気）�� 41583（2番人気）�� 22595（3番人気）
3連複票数 計 752585 的中 ��� 143529（1番人気）
3連単票数 計1320622 的中 ��� 69763（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―42．9―55．4―1：07．7―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウササユリ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神9着

2014．3．26生 牝5黒鹿 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 15戦3勝 賞金 34，100，000円

05070 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第10競走 1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

88 バレーノロッソ 牡4栗 56 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 496＋101：47．4 9．1�
77 マイネルザウバア 牡5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 456－ 4 〃 アタマ 3．9�
33 タガノスカイハイ 牡4鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486± 01：47．5� 3．5�
22 スワーヴノートン 牡5鹿 57 吉田 隼人�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 476－ 21：47．6� 6．7�
55 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 506－ 41：48．13 3．4	
44 ウィナーポイント 牝4黒鹿54 藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 398－ 41：48．63 11．1

11 ミーティアトレイル 牡4芦 56 川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 15．0�
66 マ ッ タ ナ シ 牡5栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 486－ 21：48．7� 110．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，015，200円 複勝： 29，889，000円 枠連： 発売なし
馬連： 54，237，100円 馬単： 28，457，700円 ワイド： 30，974，100円
3連複： 62，955，700円 3連単： 132，582，100円 計： 368，110，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 150円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 540円 �� 580円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 290152 的中 � 25321（5番人気）
複勝票数 計 298890 的中 � 28967（5番人気）� 54438（3番人気）� 62882（1番人気）
馬連票数 計 542371 的中 �� 22738（8番人気）
馬単票数 計 284577 的中 �� 5683（16番人気）
ワイド票数 計 309741 的中 �� 13808（7番人気）�� 12603（9番人気）�� 35143（1番人気）
3連複票数 計 629557 的中 ��� 23897（7番人気）
3連単票数 計1325821 的中 ��� 5654（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．4―48．3―1：00．2―1：11．9―1：23．5―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バレーノロッソ 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．23 阪神6着

2015．4．7生 牡4栗 母 イタリアンレッド 母母 バルドネキア 9戦2勝 賞金 16，915，000円
〔制裁〕 マッタナシ号の騎手西田雄一郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



05071 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第11競走 ��1，200�
しものせき

下関ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

813 メイソンジュニア 牡5鹿 57 柴山 雄一 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：08．0 28．5�

11 メイショウカリン 牝5鹿 55 川又 賢治松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 494＋ 21：08．1� 5．2�
46 ブライティアレディ 牝6青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 426－101：08．31� 7．5�
45 パーリオミノル 牝6鹿 55 丸田 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 4 〃 ハナ 13．3�
69 レーヴムーン 牡6黒鹿57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 482－ 61：08．4� 6．3�
814 クラウンルシフェル 牡8栗 57 川島 信二�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B486－101：08．5クビ 156．3	
610 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 松田 大作小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476± 0 〃 クビ 22．4

22 デンコウケンジャ 牡4黒鹿57 西村 淳也田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 492－ 4 〃 ハナ 13．4�
712 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 松若 風馬巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 4 〃 アタマ 12．4�
711 スマートグレイス 牝7栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 480－ 41：08．6クビ 15．4
34 レッドラウダ 牡6鹿 57 荻野 極 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 514－121：08．92 22．3�
57 コーディエライト 牝4栗 55 中谷 雄太�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490＋161：09．0� 58．9�
58 ミトノレインボー 牝4鹿 55 吉田 隼人ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 466－ 21：09．42� 4．9�
33 ファミーユボヌール 牝5黒鹿55 	島 克駿原 
子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：09．82� 7．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，741，600円 複勝： 69，657，100円 枠連： 40，000，100円
馬連： 190，410，900円 馬単： 72，306，200円 ワイド： 98，371，800円
3連複： 333，017，600円 3連単： 397，733，400円 計： 1，252，238，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 660円 � 210円 � 240円 枠 連（1－8） 7，340円

馬 連 �� 9，420円 馬 単 �� 22，710円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 3，780円 �� 740円

3 連 複 ��� 21，130円 3 連 単 ��� 187，610円

票 数

単勝票数 計 507416 的中 � 14224（12番人気）
複勝票数 計 696571 的中 � 22646（12番人気）� 97789（2番人気）� 78581（4番人気）
枠連票数 計 400001 的中 （1－8） 4218（29番人気）
馬連票数 計1904109 的中 �� 15658（39番人気）
馬単票数 計 723062 的中 �� 2387（90番人気）
ワイド票数 計 983718 的中 �� 8727（41番人気）�� 6494（54番人気）�� 36110（5番人気）
3連複票数 計3330176 的中 ��� 11815（80番人気）
3連単票数 計3977334 的中 ��� 1537（663番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．8―11．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―21．9―32．7―43．9―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイソンジュニア �
�
父 Mayson �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．14 小倉1着

2014．4．25生 牡5鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 16戦3勝 賞金 74，882，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スマートグレイス号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・9番・10番）

05072 2月24日 晴 良 （31小倉1）第6日 第12競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，30．2．24以降31．2．17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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．3

良
良

611 タイセイトレイル 牡4黒鹿54 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 82：38．4 11．6�
815 マスターコード 牡5黒鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 42：38．5� 5．1�
610 トーホウアルテミス 牝4栗 52 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472－ 62：38．6� 6．0�
47 ミルトプレスト 牡5鹿 56 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 496－182：38．91� 6．8�
11 アグネスリバティ 牡6黒鹿55 川又 賢治渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 476－142：39．0� 18．8�
58 テーオーフォルテ 牡5鹿 57．5 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 508－102：39．21� 2．9	
34 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 54 井上 敏樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 418＋ 2 〃 ハナ 52．5

59 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 54 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 82：39．41� 30．7�
35 � フ ワ ト ロ 牝4鹿 51 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 470＋ 22：39．5クビ 28．8
712� ケージーキンカメ 牡8黒鹿54 中井 裕二岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 470－ 22：39．6� 88．3�
713 アドマイヤメテオ 	8青鹿55 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 35．1�
22 プリンスオブペスカ 牡5鹿 55 柴山 雄一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 468＋ 2 〃 クビ 12．3�
814 シースプラッシュ 牡4鹿 53 横山 武史 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 512＋162：40．13 36．7�
46 カ ブ キ モ ノ 牡6黒鹿53 森 裕太朗國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B502－ 82：40．95 63．1�
23 シュンノカミ 牡5青鹿53 西村 淳也石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 490－142：41．85 73．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，462，800円 複勝： 68，962，300円 枠連： 27，766，900円
馬連： 106，240，000円 馬単： 44，445，100円 ワイド： 74，513，400円
3連複： 182，544，800円 3連単： 217，366，000円 計： 772，301，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 260円 � 170円 � 200円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 830円 �� 970円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 32，290円

票 数

単勝票数 計 504628 的中 � 34749（5番人気）
複勝票数 計 689623 的中 � 61471（5番人気）� 118262（2番人気）� 89093（3番人気）
枠連票数 計 277669 的中 （6－8） 24959（3番人気）
馬連票数 計1062400 的中 �� 33936（9番人気）
馬単票数 計 444451 的中 �� 6241（20番人気）
ワイド票数 計 745134 的中 �� 22795（8番人気）�� 19148（11番人気）�� 34387（4番人気）
3連複票数 計1825448 的中 ��� 27796（12番人気）
3連単票数 計2173660 的中 ��� 4879（87番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．5―12．6―12．2―12．5―12．5―12．0―11．8―11．7―12．1―12．1―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�
12．7―24．6―37．1―49．7―1：01．9―1：14．4―1：26．9―1：38．9―1：50．7―2：02．4―2：14．5―2：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．7―3F36．0
1
�
6（1，8）9（4，11）（2，12）－（5，13）7，3，10，15，14
6，8（1，11，9，13）（4，12，7，15）2（5，10）3－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 小倉6着

2015．2．5生 牡4黒鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 13戦3勝 賞金 33，786，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（31小倉1）第6日 2月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

192，620，000円
9，050，000円
18，390，000円
1，440，000円
21，280，000円
70，912，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
346，358，100円
506，688，800円
169，009，800円
730，353，000円
333，672，300円
508，893，900円
1，207，785，900円
1，504，102，400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 5，306，864，200円

総入場人員 12，106名 （有料入場人員 10，991名）
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