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05085 3月3日 雨 不良 （31小倉1）第8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

816 フェードアウト 牡3鹿 56 幸 英明�KTレーシング 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 472＋ 61：45．1 4．2�
47 サピアウォーフ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 466－101：45．41� 5．0�
612 テイエムクロムシャ 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 472－ 2 〃 ハナ 8．0�
11 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 B492－ 21：46．46 50．0�
12 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 458－ 2 〃 クビ 67．3�
815 ア ワ ジ 牡3鹿 56 吉田 隼人金山 政信氏 森田 直行 日高 道見牧場 478－101：46．5クビ 122．6	
713 キモンボーイ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 498± 01：46．6� 3．8

48 カシノブレンド �3芦 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 448± 01：46．91� 101．1�
35 モンサンファスト 牡3黒鹿56 秋山真一郎山下 新一氏 飯田 祐史 様似 猿倉牧場 454＋ 4 〃 ハナ 36．8�
611 カフジマーキュリー 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478 ― 〃 クビ 50．4
36 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 500＋ 2 〃 ハナ 18．2�
510 ユイノムサシ 牡3芦 56 丸山 元気由井健太郎氏 萩原 清 新ひだか 山口 忠彦 470＋ 61：47．32� 14．4�
59 ビップサタン 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B458－ 61：47．4クビ 19．3�
24 アービルビエント 牡3青鹿56 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 504－121：47．71� 138．8�
23 ウインアライバル 牡3栗 56 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 2 〃 アタマ 6．8�
714 エルラティオ 牡3青鹿56 藤懸 貴志�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－141：48．02 157．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，567，400円 複勝： 40，020，200円 枠連： 10，325，700円
馬連： 45，847，500円 馬単： 22，402，300円 ワイド： 39，918，600円
3連複： 78，449，100円 3連単： 85，471，400円 計： 348，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 210円 � 250円 枠 連（4－8） 1，290円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 580円 �� 690円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 255674 的中 � 47877（2番人気）
複勝票数 計 400202 的中 � 79568（2番人気）� 47636（3番人気）� 35618（5番人気）
枠連票数 計 103257 的中 （4－8） 6185（3番人気）
馬連票数 計 458475 的中 �� 24847（4番人気）
馬単票数 計 224023 的中 �� 5884（9番人気）
ワイド票数 計 399186 的中 �� 17964（5番人気）�� 14874（7番人気）�� 11232（11番人気）
3連複票数 計 784491 的中 ��� 15543（10番人気）
3連単票数 計 854714 的中 ��� 3728（37番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．8―12．6―12．0―12．2―12．6―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．6―42．2―54．2―1：06．4―1：19．0―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェードアウト �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Pivotal デビュー 2019．1．19 京都6着

2016．4．19生 牡3鹿 母 ポールポジションⅡ 母母 Danehurst 3戦1勝 賞金 6，300，000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 オクラ号・シンライ号

05086 3月3日 雨 不良 （31小倉1）第8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）

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

814 ガ ウ ル 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490＋ 4 58．4 3．2�
46 バルコラベーロ 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 11．4�
69 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 436－ 8 58．71� 5．4�
712 スリーランディア 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 420± 0 〃 クビ 8．9�

57 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± 0 〃 アタマ 5．2	

813 サンマルリトリート 牝4黒鹿55 藤岡 康太相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 514＋10 58．8� 44．7


22 スリーチェイサー 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472－ 6 58．9クビ 19．2�
610 スナークライデン 牡5芦 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486－ 4 〃 クビ 9．3�
711� プリンシアブラスカ 牝4栗 55 丸田 恭介芳川 貴行氏 高橋 文雅 浦河 北俣 牧夫 432－ 2 59．0� 28．5
45 ウェーブガイア 牝4栗 55 柴山 雄一万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 446－ 4 59．42� 10．7�
34 ホッコータピタン 牝4栗 55 義 英真北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458＋18 59．5� 36．9�
58 スズカオーショウ 牡8栗 57 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 530＋ 8 59．6クビ 52．9�
11 � フロースヒルデ 牝4鹿 55 西田雄一郎宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 438－ 2 59．7� 152．4�
33 グ リ ト ニ ル 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 明治牧場 B442＋ 41：00．23 242．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，807，900円 複勝： 32，745，600円 枠連： 11，153，600円
馬連： 41，805，100円 馬単： 21，406，400円 ワイド： 34，043，500円
3連複： 66，891，800円 3連単： 74，586，700円 計： 305，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 300円 � 160円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 690円 �� 320円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 17，040円

票 数

単勝票数 計 228079 的中 � 56933（1番人気）
複勝票数 計 327456 的中 � 71892（1番人気）� 20921（7番人気）� 56646（2番人気）
枠連票数 計 111536 的中 （4－8） 7580（6番人気）
馬連票数 計 418051 的中 �� 15651（7番人気）
馬単票数 計 214064 的中 �� 4661（11番人気）
ワイド票数 計 340435 的中 �� 12121（6番人気）�� 30749（1番人気）�� 7876（16番人気）
3連複票数 計 668918 的中 ��� 15549（8番人気）
3連単票数 計 745867 的中 ��� 3173（42番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．6―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．9―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．1
3 ・（2，5，14）7－（6，9）（4，11）10（8，13）12＝3，1 4 14，2，5（6，7）（4，10，9）11（8，13）12＝（3，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガ ウ ル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dansili デビュー 2017．10．7 京都8着

2015．5．12生 牡4鹿 母 カ ブ リ オ レ 母母 Arabesque 11戦2勝 賞金 21，500，000円
〔制裁〕 スリーチェイサー号の騎手黛弘人は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・7番）

第１回 小倉競馬 第８日



05087 3月3日 雨 重 （31小倉1）第8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

36 ニシノドレッシー 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 430± 01：10．2 4．4�
510� トップソリスト 牝3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 452＋ 41：10．41� 4．7�
59 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 486＋ 2 〃 クビ 4．9�
612 メイショウウチデ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 464－ 61：10．93 6．1�
11 クールリアル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 472＋10 〃 アタマ 13．8�
714 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± 01：11．11	 17．0	
24 キコクイーン 牝3青 54

51 ▲斎藤 新若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 432－ 81：11．3
 7．8

23 ショウサンワンラヤ 牝3黒鹿54 中谷 雄太鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 416± 01：11．62 39．8�
47 レーヴプランセス 牝3黒鹿54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 今 牧場 406－ 4 〃 クビ 97．3�
715� ラコンコルド 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗山 学氏 �島 一歩 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 448＋ 2 〃 ハナ 294．0

816� マ ノ ラ ム 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 池上 昌和 米

Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

402－ 21：11．81� 11．3�
817 ラ ン バ ー ト 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成山本又一郎氏 千田 輝彦 浦河 松栄牧場 456－ 8 〃 ハナ 255．0�
713 ホットスタンプ 牝3栗 54 木幡 初也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B452＋ 21：12．01� 147．0�
12 サニーサインズ 牝3栗 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 384－ 61：12．1	 197．3�
818 マハロモアナ 牝3鹿 54 菱田 裕二古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 440－ 61：12．2	 166．2�
48 グ ラ ン ベ ガ 牝3青鹿54 柴山 雄一間宮 秀直氏 佐々木晶三 浦河 大西ファーム 432 ―1：12．3	 36．4�
35 オーロセレステ 牝3鹿 54 荻野 極柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 402－141：12．61
 100．7�
611 フレンドリボン 牝3鹿 54 西田雄一郎横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 430－141：13．13 160．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，005，800円 複勝： 34，453，400円 枠連： 13，074，200円
馬連： 43，245，400円 馬単： 19，668，300円 ワイド： 35，667，000円
3連複： 69，989，100円 3連単： 76，667，000円 計： 316，770，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（3－5） 510円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 390円 �� 420円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 240058 的中 � 42834（1番人気）
複勝票数 計 344534 的中 � 55519（2番人気）� 57437（1番人気）� 50094（3番人気）
枠連票数 計 130742 的中 （3－5） 19607（1番人気）
馬連票数 計 432454 的中 �� 34604（2番人気）
馬単票数 計 196683 的中 �� 8401（2番人気）
ワイド票数 計 356670 的中 �� 23056（2番人気）�� 21231（3番人気）�� 27443（1番人気）
3連複票数 計 699891 的中 ��� 42880（1番人気）
3連単票数 計 766670 的中 ��� 10199（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．2―11．8―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．0―45．8―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．2
3 10（16，9）（6，13）（1，18）（12，17）－14，4（11，15）（2，3，8）7－5 4 10（16，9）6，1，12，13，18（4，17，14）15（2，11，3，8）（7，5）

勝馬の
紹 介

ニシノドレッシー �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2018．8．5 新潟3着

2016．4．14生 牝3鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 7戦1勝 賞金 12，050，000円
〔発走状況〕 オーロセレステ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ウインアイルビータ号・ハクユウセンター号

05088 3月3日 雨 重 （31小倉1）第8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

611 アルファライズ 牝3青鹿 54
51 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 61：51．7 16．3�

23 クリノオウジャ 牡3鹿 56 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B446－ 6 〃 ハナ 4．8�
11 ヴィクトワールメイ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 斉藤スタッド 426± 01：51．8� 9．0�
816 ルッチョーラ 牡3青 56 �島 良太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 474± 01：51．9� 2．7�
713 ドリームウィング 牝3黒鹿54 柴山 雄一松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 420－ 21：52．11 30．6�
48 マイネルセリオン 牡3栗 56 丹内 祐次 �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 B436－101：52．63 14．2	
510 カフジローズ 牝3鹿 54 吉田 隼人加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 504－ 61：52．92 5．9

12 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± 01：53．11	 286．9�
612 ハクサンカイザー 牡3栗 56 幸 英明河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 468－ 21：53．31	 6．4�
815 ワラウウマザンマイ 牡3鹿 56 西田雄一郎鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B438＋ 81：53．61� 299．7
24 カツコノユメ 牝3芦 54 的場 勇人大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 406－ 41：53．81	 181．8�
714 クーファサンピラー 牝3青 54 城戸 義政大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 444＋ 4 〃 クビ 243．6�
47 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治�Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 458＋141：54．01	 126．6�
59 コスモブッカー 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 平取 二風谷ファーム 436＋ 6 〃 クビ 40．0�
36 ガビーズドリーム 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 466－ 41：54．21	 36．1�
35 ブルベアテラコッタ 牡3黒鹿56 義 英真 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 池田牧場 562＋141：56．8大差 247．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，685，900円 複勝： 37，555，800円 枠連： 11，454，000円
馬連： 43，339，800円 馬単： 20，990，300円 ワイド： 34，560，600円
3連複： 65，518，900円 3連単： 78，393，600円 計： 319，498，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 410円 � 210円 � 270円 枠 連（2－6） 1，300円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，580円 �� 810円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 80，160円

票 数

単勝票数 計 276859 的中 � 13586（7番人気）
複勝票数 計 375558 的中 � 21366（7番人気）� 53553（3番人気）� 35802（5番人気）
枠連票数 計 114540 的中 （2－6） 6823（4番人気）
馬連票数 計 433398 的中 �� 8119（16番人気）
馬単票数 計 209903 的中 �� 1697（35番人気）
ワイド票数 計 345606 的中 �� 7760（15番人気）�� 3335（26番人気）�� 11359（8番人気）
3連複票数 計 655189 的中 ��� 4391（38番人気）
3連単票数 計 783936 的中 ��� 709（260番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．4―12．2―12．3―12．4―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―49．0―1：01．2―1：13．5―1：25．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルファライズ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．9 中京6着

2016．2．10生 牝3青鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアテラコッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月3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〕 コスモブッカー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アルジェンタータ号・カラスミヤビ号・サンデーレイジ号



05089 3月3日 雨 重 （31小倉1）第8日 第5競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

47 ダディーズトリップ 牡3青 56 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 432－ 82：04．6 2．6�
59 モンドヌーヴォー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 4．5�
611 レッドエンヴィー 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史 �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± 02：05．23� 5．5�
715 カルダングリル 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 千津氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 386－ 42：05．94 91．9�
713 ジョイクローネ 牡3鹿 56 黛 弘人西村 亮二氏 武井 亮 日高 いとう牧場 520＋ 6 〃 ハナ 24．0	
818 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± 02：06．11� 9．1

48 カウムディー 牝3黒鹿54 荻野 極加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 466± 0 〃 クビ 16．9�
714 プライムシスター 牝3黒鹿54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 472＋ 22：06．2� 7．5�
35 レパルスベイ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁谷口 悦一氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 434＋ 22：06．51� 332．3
510 アルデエンブレム 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 486＋102：06．71� 105．7�
816 イエローナイフ 牡3青 56 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 日高 シンボリ牧場 456－ 42：07．23 320．1�
23 オーキッドテソーロ 牝3鹿 54 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 矢野牧場 408－ 22：07．3クビ 37．1�
817 デュエットソング 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 404＋ 42：07．51� 237．7�
12 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 42：07．6クビ 153．1�
11 ド ナ カ ル モ 牝3鹿 54 西田雄一郎山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 440－ 82：08．23� 134．8�
36 ト マ ト ー マ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 62：08．94 35．5�
612 ルンルンクオリティ 牝3黒鹿54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480＋ 42：10．07 53．8�
24 ラブミーサアヤ 牝3黒鹿54 松田 大作小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 486＋ 22：10．53 145．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，890，900円 複勝： 36，634，800円 枠連： 13，275，200円
馬連： 42，477，600円 馬単： 20，595，800円 ワイド： 34，913，000円
3連複： 73，545，200円 3連単： 84，824，800円 計： 330，157，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 320円 �� 430円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 238909 的中 � 73428（1番人気）
複勝票数 計 366348 的中 � 90681（1番人気）� 61227（2番人気）� 53094（3番人気）
枠連票数 計 132752 的中 （4－5） 21133（1番人気）
馬連票数 計 424776 的中 �� 63576（1番人気）
馬単票数 計 205958 的中 �� 17479（1番人気）
ワイド票数 計 349130 的中 �� 35056（1番人気）�� 27987（2番人気）�� 19286（4番人気）
3連複票数 計 735452 的中 ��� 62233（1番人気）
3連単票数 計 848248 的中 ��� 19745（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．9―48．9―1：01．1―1：13．2―1：25．7―1：38．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3

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

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

ダディーズトリップ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Danehill デビュー 2018．8．5 札幌4着

2016．4．7生 牡3青 母 ヴードゥーレディ 母母 Saramah 7戦1勝 賞金 10，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルンルンクオリティ号・ラブミーサアヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

4月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イクスパイアーズ号・マヤノハルモニア号・モードフランス号

05090 3月3日 雨 不良 （31小倉1）第8日 第6競走 ��2，400�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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

33 デアリングアイデア 牡5鹿 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 456－ 62：31．6 18．5�
66 アルゴセイコウ 牡4黒鹿 56

53 ▲西村 淳也エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B464－ 42：31．7� 5．7�
22 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 藤懸 貴志山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 508＋ 2 〃 クビ 2．9�
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 542－ 82：31．91� 1．9�
11 エクスパートラン 牡4青鹿56 小崎 綾也�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 458± 0 〃 ハナ 18．9	
88 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 456－ 22：33．07 22．5

89 ディスピュート 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B436－ 82：33．21� 66．2�
77 カイトチャン 牡4黒鹿56 嶋田 純次本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B474－ 62：33．73 134．2�
55 ウインネプチューン 牡4青鹿56 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 490± 02：35．8大差 28．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，398，600円 複勝： 42，376，500円 枠連： 6，043，300円
馬連： 33，328，400円 馬単： 21，288，700円 ワイド： 20，442，600円
3連複： 47，390，600円 3連単： 103，751，400円 計： 297，020，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 540円 � 330円 � 180円 枠 連（3－6） 4，260円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 900円 �� 510円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 30，950円

票 数

単勝票数 計 223986 的中 � 9668（4番人気）
複勝票数 計 423765 的中 � 17134（4番人気）� 31232（3番人気）� 77084（2番人気）
枠連票数 計 60433 的中 （3－6） 1097（13番人気）
馬連票数 計 333284 的中 �� 6924（12番人気）
馬単票数 計 212887 的中 �� 1785（25番人気）
ワイド票数 計 204426 的中 �� 5349（12番人気）�� 10023（4番人気）�� 18002（3番人気）
3連複票数 計 473906 的中 ��� 11795（9番人気）
3連単票数 計1037514 的中 ��� 2430（84番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．1―12．7―12．8―12．8―13．1―12．5―11．8―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．2―38．3―51．0―1：03．8―1：16．6―1：29．7―1：42．2―1：54．0―2：06．1―2：18．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デアリングアイデア �
�
父 トランセンド �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2017．2．4 京都5着

2014．4．26生 牡5鹿 母 フェスティブシャン 母母 マジックオナー 14戦2勝 賞金 17，550，000円
［他本会外：1戦1勝］



05091 3月3日 小雨 重 （31小倉1）第8日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：56．9
1：56．1

良
良

11 ル ー モ ス 牝4黒鹿 55
54 ☆横山 武史山本 武司氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 464－ 82：04．2 33．2�

45 エレクトロニカ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 1．7�
57 フラッグサルート 牝4鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 436－ 42：04．62� 26．3�
33 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 450＋ 42：04．7� 11．7�
69 ウ ォ ー ブ ル 牝5黒鹿55 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 476－ 42：04．91� 11．5	
813 ラヴファンシフル 牝4鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 ハナ 15．6

710 ベラソヴラーノ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 458－ 4 〃 クビ 133．6�
22 デルマオギン 牝6鹿 55

52 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 42：05．11� 7．6�
68 フ ィ ッ プ ル 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 22：05．84 16．4

711 アドマイヤカラット 牝4青鹿 55
54 ☆川又 賢治近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 416＋ 22：06．54 21．8�

44 � プリンセスアール 牝4栗 55 柴田 未崎岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 454± 02：06．92� 134．2�
812 レッドアルジーヌ 牝4芦 55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 446＋ 22：08．7大差 9．4�
56 クロスアミュレット 牝5鹿 55 荻野 極 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464－ 22：09．12� 74．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，045，000円 複勝： 43，517，800円 枠連： 9，155，500円
馬連： 37，327，400円 馬単： 22，104，700円 ワイド： 32，810，500円
3連複： 57，767，500円 3連単： 86，444，900円 計： 317，173，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 600円 � 110円 � 540円 枠 連（1－4） 2，460円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 980円 �� 4，530円 �� 930円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 75，230円

票 数

単勝票数 計 280450 的中 � 6749（10番人気）
複勝票数 計 435178 的中 � 11754（10番人気）� 180666（1番人気）� 13280（9番人気）
枠連票数 計 91555 的中 （1－4） 2877（8番人気）
馬連票数 計 373274 的中 �� 12378（8番人気）
馬単票数 計 221047 的中 �� 2685（17番人気）
ワイド票数 計 328105 的中 �� 8770（10番人気）�� 1787（45番人気）�� 9292（9番人気）
3連複票数 計 577675 的中 ��� 4016（38番人気）
3連単票数 計 864449 的中 ��� 833（228番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―12．8―12．6―12．2―12．1―12．4―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．4―49．2―1：01．8―1：14．0―1：26．1―1：38．5―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ー モ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．2．24 中山1着

2015．3．4生 牝4黒鹿 母 マジックポーションⅡ 母母 Russian Ballet 4戦2勝 賞金 13，500，000円

05092 3月3日 小雨 重 （31小倉1）第8日 第8競走 ��1，200�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，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

816 アラスカノオーロラ 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 454＋ 21：10．3 2．8�

48 レジーナファースト 牝4鹿 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 460－ 21：10．51� 4．7�
611 シエルブラン 牝5栗 55 藤岡 康太金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 454－ 21：10．71� 37．1�
713 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 菱田 裕二 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 ハナ 43．3�
23 ギンコイエレジー 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 448－ 2 〃 アタマ 5．9	

817 ハートイズハート 牡6栗 57 松田 大作北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464± 01：10．8� 62．7

715 ブレイズガール 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B494± 01：10．9� 19．7�
612 ラッシュハート 牝5鹿 55 柴山 雄一小林 哲之氏 牧浦 充徳 日高 オリオンファーム 422＋ 4 〃 クビ 23．7�
714 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 B454－ 2 〃 ハナ 20．2
11 トモジャクアルト 牡4芦 57 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 B498± 01：11．0クビ 40．5�
59 ウインクレド 牡6鹿 57 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 平野牧場 B484－ 61：11．1� 60．5�
510 プラトリーナ 牝6鹿 55 荻野 極 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：11．52� 32．7�
12 イッツマイターン 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 508－ 6 〃 ハナ 27．6�

47 サレンティーナ 牡5栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 12．0�

36 	 ダイシンフォルテ 牡5栗 57
56 ☆川又 賢治大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 558＋ 21：11．81� 156．4�

818 タケデンサンダー 牡5栗 57
54 ▲斎藤 新武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 482－ 6 〃 ハナ 35．8�

24 	 キャンディソング 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 440± 01：12．22� 76．2�

35 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 吉田 隼人�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 476－ 4 〃 クビ 13．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，313，800円 複勝： 42，868，400円 枠連： 16，623，100円
馬連： 53，758，500円 馬単： 24，814，900円 ワイド： 44，715，700円
3連複： 98，362，500円 3連単： 103，938，200円 計： 418，395，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 170円 � 780円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，410円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 38，620円

票 数

単勝票数 計 333138 的中 � 93556（1番人気）
複勝票数 計 428684 的中 � 92678（1番人気）� 71856（2番人気）� 9622（13番人気）
枠連票数 計 166231 的中 （4－8） 25731（1番人気）
馬連票数 計 537585 的中 �� 48816（1番人気）
馬単票数 計 248149 的中 �� 15993（1番人気）
ワイド票数 計 447157 的中 �� 37441（1番人気）�� 4423（24番人気）�� 4325（25番人気）
3連複票数 計 983625 的中 ��� 6155（24番人気）
3連単票数 計1039382 的中 ��� 1951（65番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―12．0―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．9
3 ・（14，18）－（4，5）（2，11）（1，9，10，16）（6，12，17）（7，8，13）（3，15） 4 ・（14，18）（4，2，5，11）（1，9，16）（10，17）（7，12，13）6（3，8）15

勝馬の
紹 介

アラスカノオーロラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．2．17 東京1着

2015．3．14生 牡4鹿 母 ポジショントーク 母母 シングライクトーク 7戦2勝 賞金 19，500，000円



05093 3月3日 小雨 不良 （31小倉1）第8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）
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

713 オーケストラ 牡4鹿 57
54 ▲斎藤 新原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B496＋ 81：45．0 3．6�

714 ペプチドバンブー 牡4黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B506＋ 21：45．1	 2．7�
816 アドバンスマルス 牡4鹿 57 柴山 雄一広尾レース� 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 15．3�
36 サンライズナイト 牡4黒鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B496＋ 81：45．2クビ 32．2�
48 ブロンズケイ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 514－141：45．3	 14．8�
35 ガッツィーソート 牡4栗 57 吉田 隼人小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 494＋ 4 〃 クビ 57．5	
11 
 インペリオアスール �5鹿 57

56 ☆川又 賢治 
シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 502－12 〃 アタマ 9．8�
612 アシャカリブラ 牡5黒鹿 57

54 ▲団野 大成吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B528＋ 21：45．4クビ 9．6�
24 レッドアマポーラ 牝4青鹿55 黛 弘人紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 462＋ 41：46．03	 311．5
611 メンターモード 牡5鹿 57 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B490－ 2 〃 ハナ 7．4�
815
 ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 木幡 初也髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 514＋ 21：46．1� 44．1�
23 コスモグラトナス 牡4青 57 丹内 祐次 
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＋ 21：46．41� 28．3�
12 
 メイショウトコシエ 牡5栗 57 中井 裕二松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 464＋ 61：46．61	 102．1�
510 タ ニ ガ ワ 牡6鹿 57

56 ☆横山 武史江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488－ 81：47．23	 278．8�
59 
 ミンナノシャチョウ 牡4鹿 57 城戸 義政 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 492－ 4 〃 クビ 91．7�
47 スズカミラージュ 牡6鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 480－101：49．7大差 249．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，953，900円 複勝： 46，814，600円 枠連： 19，328，100円
馬連： 66，135，400円 馬単： 31，738，300円 ワイド： 50，765，900円
3連複： 107，708，600円 3連単： 133，981，100円 計： 493，425，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 140円 � 300円 枠 連（7－7） 630円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，150円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 369539 的中 � 80462（2番人気）
複勝票数 計 468146 的中 � 73301（2番人気）� 111532（1番人気）� 29862（7番人気）
枠連票数 計 193281 的中 （7－7） 23730（2番人気）
馬連票数 計 661354 的中 �� 78314（1番人気）
馬単票数 計 317383 的中 �� 17478（3番人気）
ワイド票数 計 507659 的中 �� 49053（1番人気）�� 10299（14番人気）�� 20591（4番人気）
3連複票数 計1077086 的中 ��� 35066（5番人気）
3連単票数 計1339811 的中 ��� 10736（12番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．5―12．4―12．0―12．3―13．1―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．6―42．0―54．0―1：06．3―1：19．4―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オーケストラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．12．16 中山4着

2015．4．9生 牡4鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 7戦2勝 賞金 20，350，000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 マッタナシ号

05094 3月3日 小雨 重 （31小倉1）第8日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

33 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 56 吉田 隼人金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 460－ 61：10．5 2．5�
67 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿56 小崎 綾也熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：10．92� 31．7�
710 ブルベアオーロ 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 446＋ 81：11．11� 6．9�
11 ファストアズエバー 牝3芦 54 丸山 元気 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452± 01：11．2	 5．7�
811 ファンシャン 牝3栃栗54 丸田 恭介�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 426－ 4 〃 クビ 32．6	
56 タガノジェロディ 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 466－ 21：11．41 5．3

812
 スターオブジーン 牡3鹿 56 吉田 順治光安 了氏 真島 元徳 日高 広富牧場 374－ 21：12．25 64．8�

（佐賀） （佐賀）

44 ミリオンゲーム 牝3栗 54 藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428± 01：12．62� 15．5�
22 
 ローズカラー 牝3青 54 竹吉 徹竹原 孝昭氏 古賀 光範 浦河 大柳ファーム 440－ 51：12．81� 217．9

（佐賀） （佐賀）

79 グ ッ ト ラ ン 牝3鹿 54 嶋田 純次江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 428＋ 41：13．22� 332．7�
68 キスオブライフ 牝3黒鹿54 菱田 裕二グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 442＋ 21：13．73 165．2�
55 ルチアーナミノル 牝3鹿 54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 474－ 21：14．23 4．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，774，300円 複勝： 39，593，800円 枠連： 16，047，500円
馬連： 68，099，900円 馬単： 35，771，100円 ワイド： 42，662，600円
3連複： 98，172，000円 3連単： 161，738，000円 計： 498，859，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 540円 � 190円 枠 連（3－6） 4，440円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 450円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 45，100円

票 数

単勝票数 計 367743 的中 � 113553（1番人気）
複勝票数 計 395938 的中 � 94310（1番人気）� 13366（8番人気）� 53346（5番人気）
枠連票数 計 160475 的中 （3－6） 2796（14番人気）
馬連票数 計 680999 的中 �� 10560（16番人気）
馬単票数 計 357711 的中 �� 3426（26番人気）
ワイド票数 計 426626 的中 �� 7626（15番人気）�� 26669（5番人気）�� 4400（25番人気）
3連複票数 計 981720 的中 ��� 8461（31番人気）
3連単票数 計1617380 的中 ��� 2600（147番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイトフォーラヴ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．11．24 京都5着

2016．4．1生 牡3鹿 母 リトルラブソング 母母 ダブルシンホニー 4戦2勝 賞金 17，266，000円
〔その他〕 ルチアーナミノル号は，競走後に疾病〔急性心不全〕を発症し死亡。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キスオブライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



05095 3月3日 小雨 重 （31小倉1）第8日 第11競走 ��1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走15時25分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 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

611 カレンシリエージョ 牝4栗 55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480－ 41：50．8 8．1�
610 ブライトムーン 牝5黒鹿55 横山 武史�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 4 〃 ハナ 7．2�
59 リリックドラマ 牝5鹿 55 柴山 雄一ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 21：51．01� 14．2�
35 リュヌルージュ 牝4鹿 55 幸 英明窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 458± 01：51．1クビ 3．1�
22 アンネリース 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：51．63 5．1�
712 ブラックオニキス 牝5青鹿55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 434＋ 8 〃 ハナ 31．7	
11 マルーンエンブレム 牝4栗 55 藤田菜七子 
シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 384＋ 2 〃 ハナ 7．3�
46 サヤカチャン 牝4鹿 55 西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 466＋ 81：51．81� 21．5
58 エルビッシュ 牝6黒鹿55 藤岡 康太吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 81：51．9� 12．2�
814 メイショウナゴミ 牝7青鹿55 国分 優作松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 452－ 81：52．0� 201．2�
34 トウカイシェーン 牝6栗 55 松田 大作内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 468－ 4 〃 クビ 59．1�
23 ウインミレーユ 牝6黒鹿55 吉田 隼人�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 41：52．21 84．1�
815 プリンセスアスク 牝8青鹿55 荻野 極廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 462－ 6 〃 クビ 116．0�
47 バケットリスト 牝4鹿 55 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 468－ 81：52．41� 16．3�
713 ハ イ ド ラ ン 牝4黒鹿55 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：52．5クビ 83．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，704，300円 複勝： 90，554，700円 枠連： 44，984，300円
馬連： 197，864，000円 馬単： 78，180，300円 ワイド： 109，849，900円
3連複： 334，168，800円 3連単： 437，292，500円 計： 1，355，598，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 270円 � 470円 枠 連（6－6） 3，260円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，740円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 11，960円 3 連 単 ��� 56，040円

票 数

単勝票数 計 627043 的中 � 61623（5番人気）
複勝票数 計 905547 的中 � 82910（5番人気）� 94401（3番人気）� 46080（8番人気）
枠連票数 計 449843 的中 （6－6） 10670（15番人気）
馬連票数 計1978640 的中 �� 56647（11番人気）
馬単票数 計 781803 的中 �� 11654（18番人気）
ワイド票数 計1098499 的中 �� 30612（9番人気）�� 16081（21番人気）�� 15263（23番人気）
3連複票数 計3341688 的中 ��� 20954（42番人気）
3連単票数 計4372925 的中 ��� 5657（186番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．5―12．4―12．8―12．2―12．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．2―48．6―1：01．4―1：13．6―1：25．7―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンシリエージョ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Numerous デビュー 2017．7．9 函館2着

2015．2．15生 牝4栗 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 12戦3勝 賞金 34，646，000円
〔制裁〕 ブライトムーン号の騎手横山武史は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

05096 3月3日 小雨 重 （31小倉1）第8日 第12競走 ��2，000�
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

66 ジ ャ コ マ ル 牡5鹿 57 横山 武史晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 462－ 42：02．9 2．1�
78 � クリデュクール 牡5栗 57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500± 02：03．32� 2．7�
33 コスモレリア 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：03．51� 7．3�
22 ヘッドストリーム 	4栗 57 黛 弘人犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：04．13� 39．1�
44 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 吉田 隼人小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468＋ 22：04．52� 9．7�
89 ウェディングベール 牝4芦 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 62：05．13� 12．5	
810 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 木幡 初也 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 524＋ 42：05．42 26．3�
55 ビレッジソング 牝8鹿 55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 440－ 22：05．71
 125．9�
77 � シンボリブーケ 牝5鹿 55 西田雄一郎岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B482＋ 42：05．91� 36．1
11 オートヴィル 牡4鹿 57 柴山 雄一 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 516＋26 （競走中止） 66．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，273，200円 複勝： 38，637，500円 枠連： 16，203，000円
馬連： 79，557，300円 馬単： 41，667，100円 ワイド： 46，417，900円
3連複： 105，625，900円 3連単： 210，450，300円 計： 584，832，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，150円

票 数

単勝票数 計 462732 的中 � 169540（1番人気）
複勝票数 計 386375 的中 � 129127（1番人気）� 86357（2番人気）� 45014（3番人気）
枠連票数 計 162030 的中 （6－7） 51531（1番人気）
馬連票数 計 795573 的中 �� 264812（1番人気）
馬単票数 計 416671 的中 �� 75371（1番人気）
ワイド票数 計 464179 的中 �� 98832（1番人気）�� 44881（2番人気）�� 39101（3番人気）
3連複票数 計1056259 的中 ��� 195864（1番人気）
3連単票数 計2104503 的中 ��� 132446（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．5―12．2―12．1―12．2―12．4―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．7―48．2―1：00．4―1：12．5―1：24．7―1：37．1―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ コ マ ル �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．3 中京11着

2014．4．4生 牡5鹿 母 ピュアウィンク 母母 ミスティックアイズ 26戦3勝 賞金 56，109，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 オートヴィル号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

３レース目



（31小倉1）第8日 3月3日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 175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

177，000，000円
5，160，000円
17，780，000円
1，400，000円
19，560，000円
70，283，500円
4，550，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
390，421，000円
525，773，100円
187，667，500円
752，786，300円
360，628，200円
526，767，800円
1，203，590，000円
1，637，539，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，585，173，800円

総入場人員 11，359名 （有料入場人員 10，324名）



平成31年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，430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

1，491，390，000円
31，050，000円
144，990，000円
13，760，000円
166，240，000円
574，232，000円
37，418，000円
13，728，000円

勝馬投票券売得金
2，989，264，200円
4，278，615，400円
1，589，155，100円
6，224，749，200円
2，840，041，700円
4，464，602，000円
10，080，577，800円
12，620，077，600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 45，087，083，000円

総入場延人員 90，810名 （有料入場延人員 80，892名）
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