
枠
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齢性
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馬
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02001 1月18日 曇 稍重 （2小倉1） 第1日 第1競走 ��1，000�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

57 ディーズローリエ 牝3黒鹿54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 430－12 59．6 3．8�
813 テーオープライム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 424－ 41：00．02� 8．4�
56 キルシェンロート 牝3鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 嶋田牧場 460－12 〃 アタマ 4．1�
812 ダンツクォーレ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 488－ 4 〃 アタマ 11．4�
11 レインボーメイプル 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也大島 豊彦氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 ハナ 17．6�
711 キョウエイリヴァル 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 474＋ 21：00．32 6．1	
710 カツノセヴンス 牡3鹿 56 横山 武史勝野産業
 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 464－ 21：00．4� 20．0�
45 トーセンシーバス 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 436－ 2 〃 ハナ 18．0

22 キタノシャンティ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 486± 0 〃 アタマ 190．6�

33 テイエムピカピカ 牝3青 54 杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 460± 01：00．93 68．2�
44 ヨドノエール 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 438＋ 61：02．17 5．6�
68 ヒ ノ カ ミ 牝3鹿 54 丸田 恭介杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 432＋181：02．31� 49．8�
69 カシノギルガメシュ 牡3黒鹿56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 谷川 博勝 486＋141：02．93� 199．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，206，100円 複勝： 34，446，300円 枠連： 9，339，000円
馬連： 39，270，900円 馬単： 18，943，800円 ワイド： 34，463，000円
3連複： 64，407，500円 3連単： 68，583，300円 計： 289，659，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 220円 � 140円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 580円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 202061 的中 � 41745（1番人気）
複勝票数 計 344463 的中 � 57709（2番人気）� 33514（5番人気）� 73520（1番人気）
枠連票数 計 93390 的中 （5－8） 12239（3番人気）
馬連票数 計 392709 的中 �� 18778（6番人気）
馬単票数 計 189438 的中 �� 4626（14番人気）
ワイド票数 計 344630 的中 �� 14957（8番人気）�� 21510（1番人気）�� 13108（9番人気）
3連複票数 計 644075 的中 ��� 18942（7番人気）
3連単票数 計 685833 的中 ��� 3201（45番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーズローリエ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2019．11．3 京都11着

2017．3．29生 牝3黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 4戦1勝 賞金 6，400，000円

02002 1月18日 曇 稍重 （2小倉1） 第1日 第2競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走10時20分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 1，650，000
1，650，000

円
円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

58 カ ヴ ァ ス 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：47．9 5．8�
59 タッシーアキヒート 牡3栗 56 酒井 学吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 472－121：48．11� 7．0�
611 メイショウオイワキ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 480＋ 4 〃 同着 27．2�
11 エ ス パ ー 牡3鹿 56 荻野 極石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 444－ 81：48．52� 81．8�
47 ノーブルライラック 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460－ 61：48．71� 18．0�

815 オメガドラゴン 牡3鹿 56 武 豊原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 482± 01：48．8クビ 3．7	
814 エムテイフラッシュ 牡3青鹿56 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 480＋ 41：49．11	 32．6

46 デンコウユジーヌ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 536－ 41：49．31
 2．2�
23 グランレミー 牡3芦 56

55 ☆西村 淳也間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 490－ 41：49．51� 26．4�
610 ムーンパステイオー 牡3鹿 56 藤岡 康太木稲 安則氏 牧田 和弥 新冠 芳住 鉄兵 B458－ 81：49．6� 116．2
35 ヴィクトリーナイト 牡3芦 56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 中本牧場 450＋ 21：49．7� 48．5�
22 ミ ラ ベ ル 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士 �ビクトリーホースランチ 五十嵐忠男 浦河 大樹ファーム 456－ 61：50．44 212．1�
34 マテラハピネス 牝3鹿 54 中谷 雄太大野 照旺氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－101：51．14 66．4�
713 ナンゴクエアーギル 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人渡 義光氏 田所 秀孝 日高 春木ファーム 450＋ 61：51．84 425．7�
712 スターズウィッシュ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 21：52．33 463．7�
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売 得 金
単勝： 22，780，000円 複勝： 31，838，400円 枠連： 8，559，800円
馬連： 36，626，500円 馬単： 17，356，000円 ワイド： 31，860，500円
3連複： 54，205，500円 3連単： 59，642，400円 計： 262，869，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 �
�

220円
670円 枠 連（5－5）（5－6）

870円
1，460円

馬 連 ��
��

780円
3，920円 馬 単 ��

��
1，860円
6，720円

ワ イ ド ��
��

660円
2，050円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 10，990円 3 連 単 ���
���

24，470円
38，930円

票 数

単勝票数 計 227800 的中 � 31135（3番人気）
複勝票数 計 318384 的中 � 47050（3番人気）� 40583（4番人気）� 9881（8番人気）
枠連票数 計 85598 的中 （5－5） 3861（4番人気）（5－6） 2220（11番人気）
馬連票数 計 366265 的中 �� 18784（6番人気）�� 3463（22番人気）
馬単票数 計 173560 的中 �� 3543（14番人気）�� 953（42番人気）
ワイド票数 計 318605 的中 �� 13015（6番人気）�� 3894（21番人気）�� 4320（17番人気）
3連複票数 計 542055 的中 ��� 3697（32番人気）
3連単票数 計 596424 的中 ��� 884（146番人気） ��� 555（216番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．4―43．9―56．8―1：08．8―1：21．3―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ヴ ァ ス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．16 阪神10着

2017．3．17生 牡3黒鹿 母 ラ テ ア ー ト 母母 ラ テ ル ネ 5戦1勝 賞金 7，400，000円

第１回 小倉競馬 第１日



02003 1月18日 曇 稍重 （2小倉1） 第1日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 リレーションシップ 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506－121：08．3 3．8�
47 サ ノ マ ナ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 464＋ 81：09．79 35．6�
36 ネージュダムール 牝3芦 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 416－ 8 〃 クビ 6．0�
59 ケイティディライト 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 452± 01：10．01� 152．2�
713 レイチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 434＋ 21：10．1� 371．6�
48 テンジュイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 426± 01：10．2� 11．7

818 ゲンパチアイアン 牡3鹿 56 和田 竜二平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 476± 01：10．3クビ 10．3�
23 ス イ ヨ ウ ビ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士副島 義久氏 高市 圭二 新ひだか 元道牧場 464＋181：10．51� 140．5�
715 フレンドピース 牝3鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 428－ 6 〃 ハナ 87．0
35 アイティナリー 牡3黒鹿56 武 豊�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋101：10．6クビ 5．3�
816 ブンキンタカシマダ 牝3鹿 54 菱田 裕二内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 446＋ 4 〃 クビ 150．1�
714 ユ ア ソ ー ラ 牡3鹿 56 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460－ 61：10．7� 2．9�
24 キョウワセイヴァー 牡3鹿 56 田辺 裕信	協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 502＋ 41：10．91 38．8�
510 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 杉原 誠人藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 436＋16 〃 クビ 281．9�
611 タナノフローラ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也田中 俊彰氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 446± 01：11．43 74．2�
12 フェニーチェスタ 牝3栗 54 中谷 雄太 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 424± 0 〃 クビ 228．8�
817 ニシノパッシオ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 松本牧場 412－ 61：11．5クビ 188．2�
612 オレオレサララ 牝3鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 506＋ 61：11．92� 303．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，125，300円 複勝： 46，861，200円 枠連： 10，252，700円
馬連： 44，650，700円 馬単： 20，860，700円 ワイド： 38，466，900円
3連複： 68，331，900円 3連単： 76，612，500円 計： 337，161，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 1，110円 � 240円 枠 連（1－4） 1，530円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 500円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 11，670円 3 連 単 ��� 68，910円

票 数

単勝票数 計 311253 的中 � 64925（2番人気）
複勝票数 計 468612 的中 � 77900（3番人気）� 8481（9番人気）� 54327（5番人気）
枠連票数 計 102527 的中 （1－4） 5177（8番人気）
馬連票数 計 446507 的中 �� 4289（16番人気）
馬単票数 計 208607 的中 �� 1350（32番人気）
ワイド票数 計 384669 的中 �� 3869（20番人気）�� 21424（3番人気）�� 3109（27番人気）
3連複票数 計 683319 的中 ��� 4389（25番人気）
3連単票数 計 766125 的中 ��� 806（182番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―11．3―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―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―3F35．0
3 9，13（1，7，15，18）（8，14）（2，6，17）（11，16）（3，12）10（5，4） 4 9，1－（7，13）（15，18）（2，8，14）6，16（3，17）11，10（12，4）5

勝馬の
紹 介

リレーションシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．9．15 阪神13着

2017．3．20生 牡3鹿 母 カラフルブラッサム 母母 トロピカルブラッサム 4戦1勝 賞金 5，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タナノフローラ号・フェニーチェスタ号・ニシノパッシオ号・オレオレサララ号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地競走に出走できない。

02004 1月18日 雨 稍重 （2小倉1） 第1日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

22 ウインアステロイド 牡3青鹿56 横山 武史�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 81：48．5 6．1�
55 ダノンセレスタ 牡3青鹿56 C．ルメール�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 41：48．71� 1．7�
67 アステロイドベルト 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：49．33� 2．6�
33 サクセスバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 444± 01：50．04 118．0�
56 ブラックトマホーク 牡3黒鹿56 和田 竜二吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 クビ 38．3	
44 アドマイヤルミナス 牝3黒鹿54 吉田 隼人近藤 旬子氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 412－121：50．1クビ 31．4

710 ジ レ ー ネ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 410－ 61：50．2� 40．7�

68 ガ マ ン 牡3黒鹿56 酒井 学杉澤 光雄氏 本田 優 新ひだか 前谷 武志 452－ 61：50．3� 221．9�
79 ナ ゲ キ ッ ス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 416－ 81：50．51� 26．1
11 ルーティンベル 牡3鹿 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 松田牧場 488＋181：50．82 361．1�
811 バーゲニングパワー 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 434± 01：50．9クビ 210．0�
（11頭）

812 パ ラ パ ラ 牝3青鹿54 菱田 裕二門野 重雄氏 作田 誠二 日高 奥山 博 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，995，300円 複勝： 87，140，900円 枠連： 6，338，500円
馬連： 34，895，300円 馬単： 22，900，200円 ワイド： 28，911，500円
3連複： 54，947，900円 3連単： 105，721，400円 計： 367，851，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 120円 � 100円 � 100円 枠 連（2－5） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 190円 �� 210円 �� 110円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 差引計 269953（返還計 197） 的中 � 35234（3番人気）
複勝票数 差引計 871409（返還計 347） 的中 � 50036（3番人気）� 606443（1番人気）� 133434（2番人気）
枠連票数 差引計 63385（返還計 4 ） 的中 （2－5） 7941（2番人気）
馬連票数 差引計 348953（返還計 815） 的中 �� 37019（2番人気）
馬単票数 差引計 229002（返還計 315） 的中 �� 8919（5番人気）
ワイド票数 差引計 289115（返還計 970） 的中 �� 31033（2番人気）�� 26025（3番人気）�� 89327（1番人気）
3連複票数 差引計 549479（返還計 3226） 的中 ��� 154571（1番人気）
3連単票数 差引計1057214（返還計 5506） 的中 ��� 19271（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．8―47．9―1：00．2―1：12．5―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
・（2，6，9）（1，7）（5，8）（3，4，11）－10
2（6，9）（1，7）（5，8）4，3，11，10

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

勝馬の
紹 介

ウインアステロイド �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．7．27 新潟15着

2017．5．18生 牡3青鹿 母 マリアヴェロニカ 母母 マリアヴァレリア 6戦1勝 賞金 9，900，000円
〔出走取消〕 パラパラ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。



02005 1月18日 曇 稍重 （2小倉1） 第1日 第5競走 ��
��2，000�3歳新馬

発走12時10分 （芝・右）
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

22 スペードエース 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446 ―2：03．8 3．4�
11 スズカキング 牡3鹿 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 3．5�
58 サトノレガシー 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 アタマ 2．1�
23 グラスエルファロ 牡3鹿 56 丹内 祐次半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 446 ―2：04．54 131．7�
46 サトノスライヴ 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518 ―2：04．6� 24．5	
610 リングオブオナー 牡3鹿 56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 増本 良孝 442 ―2：04．7� 124．9

59 ヴィブラント 牡3鹿 56 中谷 雄太 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 506 ―2：05．01� 40．0�
47 カーヴィーレーザー 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 むかわ 市川牧場 452 ―2：05．21 69．1�
34 ピクトグラム 牝3青鹿54 荻野 琢真須野牧場 今野 貞一 日高 新井 昭二 422 ―2：05．41� 74．2�
814 ナ タ ン ド ラ 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 183．4�
35 サバイバルローズ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 小泉 学 466 ―2：05．5クビ 31．6�
712 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 菱田 裕二相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 484 ―2：06．88 288．8�
611 サンライズエポック 牡3鹿 56 田辺 裕信松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 540 ―2：07．54 47．0�
713 ゴールドクレスト 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496 ―2：07．82 38．1�

815 マサノヴィクトワル 牝3栗 54 藤岡 康太猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 482 ―2：08．43� 47．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，221，700円 複勝： 33，758，400円 枠連： 8，895，500円
馬連： 36，381，600円 馬単： 22，183，600円 ワイド： 34，273，800円
3連複： 63，129，800円 3連単： 84，354，700円 計： 313，199，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 230円 �� 150円 �� 200円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 302217 的中 � 70985（2番人気）
複勝票数 計 337584 的中 � 64717（2番人気）� 63914（3番人気）� 110124（1番人気）
枠連票数 計 88955 的中 （1－2） 11494（3番人気）
馬連票数 計 363816 的中 �� 49690（3番人気）
馬単票数 計 221836 的中 �� 15694（5番人気）
ワイド票数 計 342738 的中 �� 32285（3番人気）�� 66182（1番人気）�� 41399（2番人気）
3連複票数 計 631298 的中 ��� 162157（1番人気）
3連単票数 計 843547 的中 ��� 30023（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―13．4―12．8―12．5―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� 1，800�
12．6―24．0―36．1―49．5―1：02．3―1：14．8―1：27．0―1：39．2―1：51．6

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

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

勝馬の
紹 介

スペードエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Nureyev 初出走

2017．6．8生 牡3鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 1戦1勝 賞金 6，000，000円

02006 1月18日 曇 稍重 （2小倉1） 第1日 第6競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

812 バラーディスト 牝4黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 01：45．9 3．7�
57 ティボリドライヴ 牝4栗 54 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－12 〃 クビ 13．9�
56 アドアステラ 牝4栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448－ 4 〃 ハナ 20．4�
45 � トゥインクルリーフ 牝4鹿 54 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 81：46．32� 7．8�
22 ノ ー チ ラ ス 牝4栗 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 452－101：46．83 2．0	
11 メイショウカスガ 牝4栗 54 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 458－ 2 〃 ハナ 10．7

69 テイエムメロディー 牝4鹿 54

51 ▲亀田 温心竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 454＋ 41：47．43� 192．7�
33 プロスペリティ 牝4黒鹿54 嶋田 純次 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460＋101：47．5� 34．7�
711 アンジュミニョン 牝4鹿 54

51 ▲団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 448－ 21：48．77 12．9

68 � ヒロブラッサム 牝5鹿 55
53 ◇藤田菜七子西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 61：49．12� 87．5�
710 クロフネプリンセス 牝5栗 55 北村 友一サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 422－ 81：49．31 128．2�
813� オ ル ト シ ア 牝5鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 424－161：49．51 27．8�
44 アイファーリリー 牝4鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 364－101：54．3大差 661．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，907，200円 複勝： 40，946，400円 枠連： 7，627，400円
馬連： 37，035，800円 馬単： 21，870，300円 ワイド： 35，929，100円
3連複： 55，997，800円 3連単： 77，122，600円 計： 308，436，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 290円 � 360円 枠 連（5－8） 1，940円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，130円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 15，230円 3 連 単 ��� 74，350円

票 数

単勝票数 計 319072 的中 � 67327（2番人気）
複勝票数 計 409464 的中 � 67172（2番人気）� 34616（5番人気）� 26053（6番人気）
枠連票数 計 76274 的中 （5－8） 3047（7番人気）
馬連票数 計 370358 的中 �� 5980（17番人気）
馬単票数 計 218703 的中 �� 1870（28番人気）
ワイド票数 計 359291 的中 �� 6744（17番人気）�� 8215（12番人気）�� 7280（16番人気）
3連複票数 計 559978 的中 ��� 2757（49番人気）
3連単票数 計 771226 的中 ��� 752（232番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．7―12．5―12．4―12．3―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．2―42．9―55．4―1：07．8―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バラーディスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．12．16 阪神6着

2016．3．13生 牝4黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 8戦2勝 賞金 16，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月18日まで平地競

走に出走できない。



02007 1月18日 小雨 稍重 （2小倉1） 第1日 第7競走 ��
��1，700�4歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

612 グランドビクトリー 牡4栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B494＋101：46．4 15．4�
47 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 杉原 誠人吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B538± 01：46．61� 14．1�
48 マイサンシャイン 牡4栗 56

54 ◇藤田菜七子三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 468－ 21：46．7クビ 5．6�
11 エイカイキング 牡5栗 57

54 ▲団野 大成二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 21：47．02 52．3�
24 	 エヴァキュアン 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 490＋ 21：47．1� 86．4�
611 スペースクラフト 
4芦 56 C．ルメール �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム B490± 0 〃 ハナ 1．9	
23 ウォータービルド 牡6鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492＋161：47．31 26．1

815� ゼットセントラル 
4黒鹿 56

55 ☆西村 淳也高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 482＋101：47．4� 72．2�
816� ラ イ ズ 牡4鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 508－ 61：47．61 34．1�
714� ロードオヒア 牡4鹿 56 武 豊 ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム B490－121：47．7� 8．4�
59 ハーベストゴールド 牡4栗 56

53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 456＋ 21：47．8� 109．8�
12 ビービーシャルト 
4鹿 56

53 ▲亀田 温心坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 B498＋ 81：48．01 26．4�
510 クリエイトザライフ 
4栗 56 横山 武史飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 474－101：48．1� 27．3�
713� ネルソンタッチ 牡4芦 56 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 484－ 61：48．31 45．5�
35 フィリアーノ 牡4芦 56 嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458－ 41：48．61� 12．3�
36 � スフィーダグリーン 牡6鹿 57 的場 勇人寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 538± 01：48．91� 446．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，572，100円 複勝： 43，337，300円 枠連： 11，577，300円
馬連： 44，213，000円 馬単： 20，677，100円 ワイド： 41，910，300円
3連複： 70，048，400円 3連単： 79，598，100円 計： 342，933，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 350円 � 260円 � 200円 枠 連（4－6） 350円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 10，360円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，180円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，740円 3 連 単 ��� 61，260円

票 数

単勝票数 計 315721 的中 � 16358（6番人気）
複勝票数 計 433373 的中 � 28623（6番人気）� 41917（5番人気）� 65321（2番人気）
枠連票数 計 115773 的中 （4－6） 25364（1番人気）
馬連票数 計 442130 的中 �� 6330（18番人気）
馬単票数 計 206771 的中 �� 1496（34番人気）
ワイド票数 計 419103 的中 �� 7331（15番人気）�� 9040（12番人気）�� 16318（6番人気）
3連複票数 計 700484 的中 ��� 6782（20番人気）
3連単票数 計 795981 的中 ��� 942（182番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―12．8―12．5―12．4―12．9―12．9―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―42．5―55．0―1：07．4―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドビクトリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．19 小倉4着

2016．2．27生 牡4栗 母 プリンセスネージュ 母母 クールネージュ 9戦2勝 賞金 19，500，000円
〔発走状況〕 ビービーシャルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ゼットセントラル号の調教師平田修は，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。

グランドビクトリー号の騎手和田竜二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・9
番）

02008 1月18日 小雨 稍重 （2小倉1） 第1日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

23 エンジェルカナ 牝4栗 54 横山 武史 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 41：09．8 8．7�
59 グッドワード 牝5芦 55 荻野 極下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 492＋ 2 〃 クビ 11．4�
713 ヴィーナスフローラ 牝6栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：10．12 4．8�
47 ロ ナ 牝4黒鹿54 C．ルメール 桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B466＋ 81：10．2クビ 2．9�
816 ジュブリーユ 牝6芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B490＋ 21：10．41 108．4	
510 ノーブルプルート 牝6鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 486＋ 8 〃 クビ 44．2

11 � エアハンコック 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 17．4�
817 ホーリーライン 牝4青鹿 54

51 ▲団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 426＋ 61：10．5クビ 15．4�

24 フィルムフェスト 牝4青鹿54 川田 将雅 キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 81：10．71� 6．4�

36 メイショウラバンド 牝9鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 470＋ 2 〃 クビ 15．8�
12 � シーアフェアリー 牝5栗 55 中谷 雄太�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 446－ 81：10．8� 141．8�
48 クロンヌデトワール 牝5栗 55 藤岡 康太 �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 452＋ 2 〃 アタマ 20．8�
715� レ ガ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：10．9	 407．8�
611� タイセイブランシュ 牝4芦 54 勝浦 正樹田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 452－261：11．0	 126．4�
818 レッドパラス 牝4芦 54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474＋101：11．1� 58．8�
35 � トーセンダイヤ 牝4栗 54

51 ▲小林 凌大島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 442＋ 41：11．31� 397．9�

714 ダンツクレイオー 牝5鹿 55
52 ▲亀田 温心山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 482± 01：12．15 120．6�

612 ブリスフルデイズ 牝5鹿 55
54 ☆西村 淳也 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458－161：14．4大差 29．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，933，100円 複勝： 45，449，000円 枠連： 12，343，200円
馬連： 47，565，300円 馬単： 20，768，700円 ワイド： 45，096，900円
3連複： 78，870，200円 3連単： 80，467，800円 計： 363，494，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 260円 � 190円 枠 連（2－5） 1，430円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 860円 �� 980円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 46，000円

票 数

単勝票数 計 329331 的中 � 30035（4番人気）
複勝票数 計 454490 的中 � 51886（4番人気）� 41819（5番人気）� 67312（2番人気）
枠連票数 計 123432 的中 （2－5） 6680（5番人気）
馬連票数 計 475653 的中 �� 7976（17番人気）
馬単票数 計 207687 的中 �� 1788（31番人気）
ワイド票数 計 450969 的中 �� 7737（17番人気）�� 13771（7番人気）�� 11888（9番人気）
3連複票数 計 788702 的中 ��� 8804（14番人気）
3連単票数 計 804678 的中 ��� 1268（122番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェルカナ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Rahy デビュー 2018．9．1 新潟9着

2016．4．13生 牝4栗 母 ゲイリーピクシー 母母 フアイブフランス 11戦2勝 賞金 20，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリスフルデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月18日まで平地競

走に出走できない。
※エアハンコック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02009 1月18日 小雨 稍重 （2小倉1） 第1日 第9競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

714 フ ラ ル 牝4鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 21：50．0 29．5�

12 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 6．0�

36 ソルドラード 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B502－ 2 〃 アタマ 1．5�
510 タガノスカイハイ 牡5鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋20 〃 アタマ 14．5�
815 カヌメラビーチ 牡4芦 56

55 ☆西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B484－ 21：50．1クビ 27．8	

35 マイネルユニブラン 牡6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 528＋ 41：50．31� 90．5


48 ラルムドール 牡5鹿 57 武 豊 �社台レースホース武 英智 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496－ 6 〃 クビ 5．3�

24 ミーティアトレイル 牡5芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：50．4� 106．9�
611 ポベーダテソーロ 牡4鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 482＋101：50．61� 49．6
23 プライムシスター 牝4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 474－26 〃 アタマ 108．3�
612 コスモレリア 牡5栗 57 柴田 大知 �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 476＋ 41：50．91	 98．3�
11 
 キタノテイオウ 牡5黒鹿57 横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 444＋ 6 〃 クビ 186．3�
59 ワタシヲマッテル 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472＋101：51．0クビ 28．9�
47 サウンドカナロア 牡4鹿 56

53 ▲亀田 温心増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B472＋161：51．32 337．4�
816
 クリノライジン 牡4栗 56 木幡 初也栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 502＋261：51．4	 286．7�
713 コチョウジュニア 牡4芦 56

53 ▲団野 大成鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 458± 01：52．78 336．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，254，700円 複勝： 76，018，500円 枠連： 10，798，500円
馬連： 49，702，200円 馬単： 30，072，400円 ワイド： 44，019，800円
3連複： 75，379，700円 3連単： 123，280，000円 計： 450，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，950円 複 勝 � 290円 � 160円 � 110円 枠 連（1－7） 4，020円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 15，200円

ワ イ ド �� 920円 �� 640円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 37，330円

票 数

単勝票数 計 412547 的中 � 11185（7番人気）
複勝票数 計 760185 的中 � 26475（6番人気）� 69853（3番人気）� 448483（1番人気）
枠連票数 計 107985 的中 （1－7） 2077（11番人気）
馬連票数 計 497022 的中 �� 8434（13番人気）
馬単票数 計 300724 的中 �� 1483（34番人気）
ワイド票数 計 440198 的中 �� 11053（11番人気）�� 16609（6番人気）�� 48676（1番人気）
3連複票数 計 753797 的中 ��� 24164（7番人気）
3連単票数 計1232800 的中 ��� 2394（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．0―48．3―1：00．5―1：12．7―1：25．1―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ル �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．25 小倉6着

2016．3．29生 牝4鹿 母 アワーグラス 母母 ファレノプシス 11戦2勝 賞金 24，902，000円
〔発走状況〕 プライムシスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

02010 1月18日 小雨 重 （2小倉1） 第1日 第10競走 ��
��1，700�

こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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

24 ゲンパチルシファー 牡4鹿 56 川田 将雅平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 498－ 21：44．4 1．9�
713 トップウイナー 牡4栗 56 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B476＋ 41：44．5� 10．7�
815 キタサンタイドー 牡5黒鹿57 武 豊�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 510± 01：44．6	 12．2�
11 ケイアイパープル 牡4鹿 56 吉田 隼人亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 498＋ 2 〃 クビ 10．6�
510 テイエムソレイユ 牝5鹿 55 C．ルメール 竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B490＋ 2 〃 ハナ 4．7�
35 レシプロケイト 牡4栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－101：44．7クビ 10．9	
714 メイショウテンダン 牡4青鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 484＋241：45．02 38．0

59 � ツブラナヒトミ 牡5栗 57 菱田 裕二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 504＋ 81：45．1� 36．0�
611 フクノグリュック 牡8鹿 57 木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B520－ 41：45．2� 99．3�
48 デルマカルヴァドス 牡5鹿 57 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 504± 01：45．3クビ 158．4
36 � スズカマサル 牡7鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448＋ 61：45．51 96．1�
12 ヴ ァ イ ザ ー 牡5黒鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 58．0�
23 メイショウバイタル 牡5青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 518＋ 81：46．03 39．0�
612 クリノキング �6栗 57 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B466－121：46．53 319．5�
47 メジャーレート 牡5栗 57 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 B452＋10 〃 クビ 46．1�
816� ワシントンテソーロ 牡4黒鹿56 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 488± 01：47．77 67．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，102，600円 複勝： 63，142，100円 枠連： 14，903，000円
馬連： 73，733，400円 馬単： 36，248，700円 ワイド： 59，803，900円
3連複： 113，111，200円 3連単： 146，620，700円 計： 552，665，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 230円 枠 連（2－7） 760円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 420円 �� 420円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 451026 的中 � 186731（1番人気）
複勝票数 計 631421 的中 � 235015（1番人気）� 47195（5番人気）� 51996（4番人気）
枠連票数 計 149030 的中 （2－7） 15136（3番人気）
馬連票数 計 737334 的中 �� 53493（5番人気）
馬単票数 計 362487 的中 �� 17226（6番人気）
ワイド票数 計 598039 的中 �� 37699（3番人気）�� 37601（4番人気）�� 12460（12番人気）
3連複票数 計1131112 的中 ��� 32647（7番人気）
3連単票数 計1466207 的中 ��� 13298（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―41．7―53．8―1：06．3―1：19．0―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチルシファー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉7着

2016．3．30生 牡4鹿 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 11戦3勝 賞金 52，815，000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 マイネルボルソー号



02011 1月18日 小雨 重 （2小倉1） 第1日 第11競走
第57回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，4歳以上，31．1．12以降2．1．13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

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

35 デンコウアンジュ 牝7黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 466－ 22：01．1 24．6�
36 アルメリアブルーム 牝6鹿 53 武 豊 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 438－ 4 〃 クビ 11．9�
23 � レイホーロマンス 牝7鹿 52 酒井 学永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424－ 42：01．2クビ 40．4�
714 フェアリーポルカ 牝4鹿 53 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：01．3� 16．3�
12 センテリュオ 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464± 02：02．04 2．9�
611 ウインシャトレーヌ 牝6栗 53 横山 武史	ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 42：02．21	 154．7

48 パッシングスルー 牝4鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 484＋142：02．3クビ 4．4�
59 リリックドラマ 牝6鹿 53 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464± 02：02．4� 51．7�
816 サ ラ キ ア 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 5．6
11 サヴォワールエメ 牝4栗 51 荻野 琢真平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 452－ 22：02．5� 20．8�
47 アロハリリー 牝5青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－ 42：02．81� 11．5�
815 ポンデザール 牝5黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋162：03．01	 26．4�
612 カレンシリエージョ 牝5栗 49 藤田菜七子鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 488－ 42：03．74 73．4�
24 モルフェオルフェ 牝5鹿 53 丹内 祐次並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 446－ 42：04．12 54．6�
713 レッドランディーニ 牝5青 52 西村 淳也 	東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 ハナ 23．8�
510
 ラ ン ド ネ 牝5鹿 53 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 518＋ 42：04．84 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 153，057，500円 複勝： 235，849，900円 枠連： 81，302，300円
馬連： 451，823，500円 馬単： 156，497，800円 ワイド： 332，061，200円
3連複： 892，937，400円 3連単： 1，017，698，500円 計： 3，321，228，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 680円 � 360円 � 920円 枠 連（3－3） 12，440円

馬 連 �� 12，500円 馬 単 �� 26，880円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 6，090円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 91，350円 3 連 単 ��� 598，880円

票 数

単勝票数 計1530575 的中 � 49590（9番人気）
複勝票数 計2358499 的中 � 88644（9番人気）� 190087（4番人気）� 63545（11番人気）
枠連票数 計 813023 的中 （3－3） 5065（31番人気）
馬連票数 計4518235 的中 �� 27993（40番人気）
馬単票数 計1564978 的中 �� 4366（77番人気）
ワイド票数 計3320612 的中 �� 24648（41番人気）�� 14015（62番人気）�� 17482（51番人気）
3連複票数 計8929374 的中 ��� 7331（224番人気）
3連単票数 計10176985 的中 ��� 1232（1291番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．6―12．2―12．0―12．0―12．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．3―47．9―1：00．1―1：12．1―1：24．1―1：36．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
4，9，10（1，7）16（3，8）（6，14）（5，11，15，13）（2，12）・（4，9）（1，7，10）（6，3，16）（14，8）5（2，11，13）15，12

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

勝馬の
紹 介

デンコウアンジュ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マリエンバード デビュー 2015．10．3 阪神5着

2013．4．8生 牝7黒鹿 母 デンコウラッキー 母母 メイショウユリヒメ 32戦4勝 賞金 209，390，000円

02012 1月18日 小雨 重 （2小倉1） 第1日 第12競走 ��
��1，200�

と す

鳥 栖 特 別
発走16時00分 （芝・右）
4歳以上，1勝クラス（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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

813 スマイルスター 牝4栗 54 武 豊 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 516＋ 61：09．8 3．2�
11 グッドレイズ 牡4栗 56 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490－101：10．01� 10．1�
610 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 454＋141：10．42� 34．2�
22 	 クーファディーヴァ 牝6栗 55 C．ルメール 大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 482＋10 〃 ハナ 4．9�
814 トモジャクアルト 牡5芦 57 古川 吉洋吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 502－ 8 〃 クビ 36．5�
33 マイネルアプラウス 牡4黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 41：10．5
 87．6	
45 ユウチェンジ �7黒鹿57 団野 大成�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B504＋ 41：10．6クビ 71．8

69 ジョニーズララバイ 牡4鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 81：10．7� 3．0�
57 トミケンルーア �4鹿 56 丹内 祐次冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 462－ 61：10．8
 21．5�
34 タケデンサンダー 牡6栗 57 嶋田 純次武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 486＋ 61：10．9クビ 56．7
712 ロードラナキラ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 460－ 2 〃 ハナ 8．3�
58 	 スワーヴラーシド 牡7黒鹿57 丸田 恭介�NICKS 田中 博康 仏 Az.Ag. Valdirone

Lualdi Lucia 522＋101：11．21
 36．6�
711 トウケイココノエ 牝4芦 54 西村 淳也木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 516－ 4 〃 アタマ 109．4�
46 ベ ル ガ ド 牡5栗 57 酒井 学�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか サンコウ牧場 472－ 81：11．73 93．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，544，900円 複勝： 71，796，900円 枠連： 18，780，500円
馬連： 93，361，600円 馬単： 42，421，900円 ワイド： 71，639，800円
3連複： 138，564，000円 3連単： 186，728，800円 計： 677，838，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 260円 � 640円 枠 連（1－8） 1，670円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，860円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 13，270円 3 連 単 ��� 47，120円

票 数

単勝票数 計 545449 的中 � 134091（2番人気）
複勝票数 計 717969 的中 � 136726（2番人気）� 71081（5番人気）� 22953（7番人気）
枠連票数 計 187805 的中 （1－8） 8696（7番人気）
馬連票数 計 933616 的中 �� 41656（7番人気）
馬単票数 計 424219 的中 �� 12054（10番人気）
ワイド票数 計 716398 的中 �� 26886（8番人気）�� 9714（17番人気）�� 6142（28番人気）
3連複票数 計1385640 的中 ��� 7827（40番人気）
3連単票数 計1867288 的中 ��� 2873（127番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―11．7―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2018．8．5 新潟2着

2016．2．21生 牝4栗 母 スマイルプライズ 母母 スマイルコンテスト 11戦2勝 賞金 31，372，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2小倉1）第1日 1月18日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

224，320，000円
25，970，000円
2，040，000円
26，720，000円
75，019，500円
5，249，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
521，700，500円
810，585，300円
200，717，700円
989，259，800円
430，801，200円
798，436，700円
1，729，931，300円
2，106，430，800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 7，587，863，300円

総入場人員 9，721名 （有料入場人員 9，048名）
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