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02121 2月22日 曇 不良 （2小倉1） 第11日 第1競走 ��1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；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
1：41．8
1：40．9

不良
重

815 コパノラクラク 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 432－101：45．3 22．2�

12 ローヌグレイシア 牝3芦 54
53 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B478± 01：45．51� 2．2�

48 シゲルモクセイ 牝3栗 54 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 448－ 61：46．56 8．2�
611 マジックアーツ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新下河辺隆行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 444－ 61：47．24 5．2�
24 レッドチアフル 牝3鹿 54 杉原 誠人紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 420± 01：47．51� 87．6�
59 ナムラパフィン 牝3鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 418－ 2 〃 ハナ 15．0	
11 ワイルドキャット 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 426＋ 61：47．6� 22．3

816 シャムロックヒル 牝3芦 54 藤岡 康太 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 484－ 21：47．81� 13．2�
35 アイムポッシブル 牝3黒鹿 54

52 △団野 大成 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B456－ 21：48．12 9．3�
36 ヴィエリチカ 牝3鹿 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 444＋ 21：48．2� 246．3
612 ナスタチューム 牝3栗 54 荻野 極 �キャロットファーム 笹田 和秀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋181：49．26 14．9�
47 ノーブルフェアリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 472＋ 81：49．3� 64．1�
23 サンディロン 牝3青鹿54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 上山牧場 428＋ 2 〃 アタマ 136．8�
510 ウインアマルフィ 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 454－ 61：50．57 20．6�
714 ララキューン 牝3鹿 54 西田雄一郎永見 貴昭氏 新開 幸一 日高 荒井ファーム 506＋101：52．09 376．8�
713 グリーンエンプレス 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�杵臼牧場 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 430－161：53．27 174．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，553，500円 複勝： 36，137，700円 枠連： 9，293，800円
馬連： 36，204，600円 馬単： 19，130，300円 ワイド： 37，456，800円
3連複： 63，995，400円 3連単： 69，316，600円 計： 295，088，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 570円 � 120円 � 200円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 10，810円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，380円 �� 370円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 74，780円

票 数

単勝票数 計 235535 的中 � 8483（9番人気）
複勝票数 計 361377 的中 � 10493（10番人気）� 115636（1番人気）� 41295（3番人気）
枠連票数 計 92938 的中 （1－8） 6960（5番人気）
馬連票数 計 362046 的中 �� 6663（16番人気）
馬単票数 計 191303 的中 �� 1327（40番人気）
ワイド票数 計 374568 的中 �� 7169（14番人気）�� 3754（31番人気）�� 28667（2番人気）
3連複票数 計 639954 的中 ��� 6139（26番人気）
3連単票数 計 693166 的中 ��� 672（240番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―13．3―12．2―12．1―12．3―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―43．2―55．4―1：07．5―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4F49．9―3F37．8
1
3
2，6，16，15－3（11，12）（8，10）（4，5）（9，14）7，13，1
2－（15，6）16－8，11，9，3，12（4，5）（7，10）－1－13－14

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

勝馬の
紹 介

コパノラクラク �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2019．6．15 東京8着

2017．3．27生 牝3鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 9戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 シャムロックヒル号の騎手藤岡康太は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインアマルフィ号・ララキューン号・グリーンエンプレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和2年3月22日まで平地競走に出走できない。

02122 2月22日 曇 不良 （2小倉1） 第11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 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
1：41．8
1：40．9

不良
重

59 ペ オ ー ス 牡3鹿 56 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 474± 01：45．8 5．2�

713 キースローガン 牡3栗 56 �島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 464－ 81：46．65 195．0�
35 ヴェルテックス 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B524－ 21：46．7� 1．6�
815 テイエムキズナオー 牡3黒鹿56 菱田 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 斉藤スタッド 458－ 61：47．12� 11．8�
22 ガラスノヒトミ 牡3栗 56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 むかわ 市川牧場 462－ 21：47．42 13．0	
58 サンライズアルコン 牡3芦 56 柴山 雄一松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460－ 21：48．03� 23．8

46 アイルビーメジャー 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 456± 01：48．53 58．0�
610 ヒロシゲペッパー 牡3栗 56 古川 吉洋�岡 隆氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B478－ 41：48．81� 14．0
814 マテンロウヒーロー 牡3栗 56 太宰 啓介寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 61：48．9� 34．2�
47 ハローミスソフィ 牝3青 54

52 △団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－14 〃 クビ 65．3�
34 トウショウガルーダ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：50．49 459．4�
23 タイニーパワー 牡3芦 56 柴田 大知岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428－ 41：51．67 264．0�
611 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－ 21：54．1大差 140．6�
11 ミツカネショコラ 牝3黒鹿54 横山 武史小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育

成牧場 402＋ 2 （競走中止） 20．1�
712 ケイマジェスティ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新武田 敏也氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 466－ 2 （競走中止） 22．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，524，500円 複勝： 47，726，000円 枠連： 7，344，600円
馬連： 32，184，500円 馬単： 19，093，900円 ワイド： 32，597，000円
3連複： 53，110，000円 3連単： 67，178，900円 計： 283，759，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 2，160円 � 110円 枠 連（5－7） 2，940円

馬 連 �� 47，870円 馬 単 �� 76，170円

ワ イ ド �� 10，410円 �� 260円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 19，380円 3 連 単 ��� 242，310円

票 数

単勝票数 計 245245 的中 � 37326（2番人気）
複勝票数 計 477260 的中 � 44914（2番人気）� 2055（13番人気）� 269266（1番人気）
枠連票数 計 73446 的中 （5－7） 1933（10番人気）
馬連票数 計 321845 的中 �� 521（56番人気）
馬単票数 計 190939 的中 �� 188（99番人気）
ワイド票数 計 325970 的中 �� 711（58番人気）�� 38697（1番人気）�� 1947（38番人気）
3連複票数 計 531100 的中 ��� 2055（52番人気）
3連単票数 計 671789 的中 ��� 201（486番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―13．1―12．4―12．2―12．4―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―43．0―55．4―1：07．6―1：20．0―1：32．6

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

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

勝馬の
紹 介

ペ オ ー ス �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．7 阪神4着

2017．4．23生 牡3鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 ケイマジェスティ号は，競走中に疾病〔右中手骨粉砕骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。

ミツカネショコラ号は，4コーナーで，転倒した「ケイマジェスティ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔その他〕 タイニーパワー号・テイエムピカピカ号は，4コーナーで競走を中止した「ミツカネショコラ」号の影響を受けたため，

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第１回 小倉競馬 第１１日



02123 2月22日 晴 重 （2小倉1） 第11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

817 テイエムミラージュ 牝3鹿 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 466± 01：10．8 19．6�
36 � ゼ ツ エ イ 牡3鹿 54

52 △団野 大成吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers
（N Z）Pty Ltd 474－ 41：11．54 1．9�

35 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 440＋ 21：11．6	 12．5�
818 ムーンライトリバー 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也山口 正行氏 中野 栄治 浦河 田中スタッド 424＋ 21：12．02	 14．6�
715� ユ キ マ ツ リ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士ゴドルフィン 西園 正都 愛 Newlands
House Stud 464＋ 41：12．21
 5．0�

23 � サトノジヴェルニー 牡3栗 56 吉田 隼人 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 452－ 41：12．3クビ 10．5	

11 サンヘイワード 牡3栗 56 西田雄一郎 �加藤ステーブル 青木 孝文 日高 株式会社
ケイズ 462＋ 2 〃 ハナ 384．9


612 ワキノフオルテ 牡3鹿 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 468－ 61：12．4	 116．5�
510 タッシーエルモ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 442－10 〃 アタマ 18．8�
47 ブルークレール 牝3黒鹿54 勝浦 正樹島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム B446－10 〃 ハナ 226．7�
24 ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 56 秋山真一郎阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 浦河 笹島 政信 494－101：12．5	 25．8�
714 メモリアルクイーン 牝3栗 54 丹内 祐次水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋201：12．6� 284．6�
48 � スマートルシア 牝3芦 54 丸田 恭介大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 432－ 81：12．7クビ 11．5�
611 オレンジブラウニー 牝3鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 432＋ 4 〃 クビ 109．3�
713 ディープシーブルー 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 信田牧場 414± 01：13．12	 387．6�
12 サクヤコノハナ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 412－101：13．52	 123．0�
816 メイショウシュート 牡3鹿 56 荻野 極松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462＋101：13．6	 31．1�
59 ミサトアンバー 牝3鹿 54 原田 和真戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 448 ―1：15．210 244．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，860，800円 複勝： 39，996，500円 枠連： 11，374，400円
馬連： 39，044，800円 馬単： 20，330，000円 ワイド： 37，461，200円
3連複： 62，984，900円 3連単： 65，401，700円 計： 304，454，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 350円 � 120円 � 260円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，840円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 40，110円

票 数

単勝票数 計 278608 的中 � 11360（8番人気）
複勝票数 計 399965 的中 � 22223（8番人気）� 120578（1番人気）� 32149（4番人気）
枠連票数 計 113744 的中 （3－8） 16053（1番人気）
馬連票数 計 390448 的中 �� 18788（6番人気）
馬単票数 計 203300 的中 �� 2778（15番人気）
ワイド票数 計 374612 的中 �� 14819（6番人気）�� 3139（34番人気）�� 20316（3番人気）
3連複票数 計 629849 的中 ��� 9789（16番人気）
3連単票数 計 654017 的中 ��� 1182（124番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．7―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．8―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 17－（14，15）（5，18）3（2，9）16（7，11，13）（1，6，10）12（4，8） 4 17＝（14，15）（5，18）12－3（1，6，2）（7，9）（16，13）（11，10）（4，8）

勝馬の
紹 介

テイエムミラージュ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．11．30 阪神6着

2017．3．21生 牝3鹿 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔騎手変更〕 スマートルシア号の騎手横山武史は，第2競走での落馬による検査のため丸田恭介に変更。

ユキマツリ号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬による検査のため山田敬士に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトアンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22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 シアープレジャー号

02124 2月22日 晴 重 （2小倉1） 第11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

48 シ ャ チ 牡3鹿 56
53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 462＋ 21：53．4 9．1�

713 ウインジョイフル 牡3青鹿56 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 478＋ 81：53．5� 6．5�
714 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 498－121：53．6クビ 4．2�
11 ハクサンフルリール 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 446± 01：53．81� 163．7�
24 ボ マ ラ イ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 472＋ 4 〃 アタマ 4．4�
12 ステラドーロ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 41：53．9クビ 3．9	
36 チャオコーリー 牝3鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 392± 01：54．0� 19．6�
35 ムーンフェアリー 牝3栗 54 丸田 恭介村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 440± 01：54．1� 41．9�
23 アレグリアシチー 牡3栃栗 56

54 △団野 大成 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 432－101：54．31� 13．4
815 ヴァルトグリーン 牡3鹿 56 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 422＋ 21：54．4クビ 31．2�
612 キ ワ ミ 牡3栗 56 古川 吉洋寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B480＋ 21：55．35 26．2�
59 メイショウノリムネ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 480＋ 21：55．51� 160．0�
816 ミヤコシャンティ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 422－ 81：56．03 32．0�
47 ウインセブリオン 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 446＋ 81：56．21� 209．7�
611 ココリミッション 牡3黒鹿56 杉原 誠人美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 440＋ 21：56．94 197．0�
510 ブルベアガロン 牡3鹿 56 荻野 極 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 大北牧場 504－ 62：01．5大差 329．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，702，100円 複勝： 35，245，400円 枠連： 10，417，300円
馬連： 38，971，400円 馬単： 17，720，600円 ワイド： 37，004，900円
3連複： 60，289，100円 3連単： 66，856，600円 計： 291，207，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 220円 � 190円 枠 連（4－7） 980円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 840円 �� 520円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 247021 的中 � 21606（5番人気）
複勝票数 計 352454 的中 � 37841（5番人気）� 40030（4番人気）� 52457（3番人気）
枠連票数 計 104173 的中 （4－7） 8210（4番人気）
馬連票数 計 389714 的中 �� 12291（10番人気）
馬単票数 計 177206 的中 �� 2319（23番人気）
ワイド票数 計 370049 的中 �� 10828（11番人気）�� 18639（4番人気）�� 18957（3番人気）
3連複票数 計 602891 的中 ��� 17899（3番人気）
3連単票数 計 668566 的中 ��� 2437（58番人気）

ハロンタイム 12．3―12．2―13．3―12．9―12．2―12．4―12．4―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．5―37．8―50．7―1：02．9―1：15．3―1：27．7―1：40．4

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ チ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．8．3 札幌5着

2017．5．27生 牡3鹿 母 ソ ウ タ ツ 母母 ミラーズドウター 10戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ウインジョイフル号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアガロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月22日まで平地競

走に出走できない。



02125 2月22日 晴 重 （2小倉1） 第11日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時10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
1：56．9
1：56．1

良
良

610 ムーンショット 牡3鹿 56 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 22：06．1 6．5�
11 ウインサンフラワー 牡3鹿 56 柴山 雄一�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 6 〃 クビ 11．9�
35 ヤマカツパトリシア 牝3青 54

53 ☆川又 賢治山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 426－ 82：06．63 12．6�
46 メイショウヨザクラ 牡3鹿 56

54 △団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 492＋122：06．81� 48．8�
712 トロワシャルム 牡3青鹿56 杉原 誠人村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 62：07．11� 9．4�
34 スターライトジャズ 牝3鹿 54 荻野 極犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 436－ 42：07．2� 5．2	
23 スプリットロック 牡3栗 56 吉田 隼人水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 474－ 62：07．41 8．3

22 フェリシアーノ 牡3鹿 56 石川裕紀人飯塚 知一氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 62：07．82� 13．5�
713 アドマイヤリゲル 牡3栗 56 藤岡 康太近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514± 02：08．12 4．3�
815 アイオープナー 牝3青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 402－ 82：08．2クビ 47．1
47 ゴールドハーレー 牡3芦 56 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 492＋162：08．41� 68．9�
58 タ イ ガ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 B498－ 4 〃 アタマ 52．5�
814 シャープレシオ 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 472－ 22：09．25 19．4�
59 ウインダークローズ 牡3青鹿56 菱田 裕二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 490－ 22：09．73 12．2�
611 オーミボンズ 牡3黒鹿56 �島 克駿岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 高橋フアーム 386－ 82：14．7大差 197．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，008，400円 複勝： 38，029，400円 枠連： 11，866，200円
馬連： 38，095，100円 馬単： 18，730，400円 ワイド： 40，208，600円
3連複： 64，463，600円 3連単： 69，979，900円 計： 305，381，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 410円 � 460円 枠 連（1－6） 4，990円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，390円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 15，980円 3 連 単 ��� 81，960円

票 数

単勝票数 計 240084 的中 � 29496（3番人気）
複勝票数 計 380294 的中 � 48434（3番人気）� 23159（7番人気）� 20169（9番人気）
枠連票数 計 118662 的中 （1－6） 1842（20番人気）
馬連票数 計 380951 的中 �� 6714（20番人気）
馬単票数 計 187304 的中 �� 1710（36番人気）
ワイド票数 計 402086 的中 �� 9511（12番人気）�� 7352（16番人気）�� 10336（11番人気）
3連複票数 計 644636 的中 ��� 3024（66番人気）
3連単票数 計 699799 的中 ��� 619（337番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．4―13．5―13．0―12．6―12．8―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．2―49．7―1：02．7―1：15．3―1：28．1―1：40．7―1：53．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムーンショット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Footstepsinthesand デビュー 2019．8．31 札幌11着

2017．2．2生 牡3鹿 母 ベアフットレディ 母母 Lady Angharad 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔騎手変更〕 ウインサンフラワー号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。

トロワシャルム号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
〔制裁〕 トロワシャルム号の騎手杉原誠人は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・3番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミボンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22日まで平地競走

に出走できない。

02126 2月22日 晴 不良 （2小倉1） 第11日 第6競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

44 � ツーエムアロンソ 牡4鹿 56
55 ☆川又 賢治村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 528－ 22：33．6 2．8�

55 � ワンダーラジャ 牡6栗 57 �島 克駿山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 508＋ 42：33．81� 1．8�
33 オ ー マ オ 牡4栗 56

55 ☆西村 淳也吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450＋102：34．33 7．0�
66 サーチュイン 牝4芦 54

52 △団野 大成加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 466＋ 22：34．4	 15．2�
22 � トモジャプリマ 牝6黒鹿55 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 456＋ 22：35．46 7．6�
77 ボーイズオブサマー 牡4栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 516± 02：35．72 50．1	
11 � 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 540＋ 22：38．1大差 97．6


（7頭）

売 得 金
単勝： 18，637，300円 複勝： 15，516，000円 枠連： 発売なし
馬連： 20，877，800円 馬単： 16，504，900円 ワイド： 15，360，000円
3連複： 29，337，600円 3連単： 86，966，000円 計： 203，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 170円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，150円

票 数

単勝票数 計 186373 的中 � 51748（2番人気）
複勝票数 計 155160 的中 � 32036（2番人気）� 70595（1番人気）
馬連票数 計 208778 的中 �� 80015（1番人気）
馬単票数 計 165049 的中 �� 27593（2番人気）
ワイド票数 計 153600 的中 �� 38425（1番人気）�� 10452（6番人気）�� 22082（2番人気）
3連複票数 計 293376 的中 ��� 77133（1番人気）
3連単票数 計 869660 的中 ��� 54494（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―26．3―39．6―52．8―1：05．7―1：19．2―1：32．9―1：45．4―1：56．8―2：08．4―2：20．7

コーナー
通過順位

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

2
�
・（2，4）5（1，3）6－7・（4，5）－（6，2，3）－7－1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ツーエムアロンソ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アッミラーレ

2016．4．6生 牡4鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 8戦1勝 賞金 11，100，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 トモジャプリマ号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
ワンダーラジャ号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため�島克駿に変更。



02127 2月22日 晴 重 （2小倉1） 第11日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，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

510 ラ シ ェ ー ラ 牝4鹿 55 石川裕紀人 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 450＋ 21：10．7 9．1�
714 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 482－ 2 〃 クビ 16．1�
816� スーパーノーマル 牝5黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 460± 01：10．8クビ 46．3�
817 ホーリーライン 牝4青鹿 55

53 △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－ 2 〃 クビ 23．6�

36 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 B484－ 21：11．01� 8．8�

35 モズハチキン 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 448＋ 21：11．1� 2．9	

12 エイシンゾーン 牝4鹿 55 古川 吉洋�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 442＋ 21：11．2クビ 7．1

713 アスタービーナス 牝5鹿 55 	島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 402＋ 61：11．3� 15．5�
24 ミヤコローズ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 430＋ 81：11．61� 26．1�
59 ヴィルトゥース 牝5鹿 55 藤懸 貴志 サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 392－181：11．91� 17．1�
612 リ ゲ イ ン 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士 コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 438－ 2 〃 クビ 22．8�
815 プリヴェット 牝5鹿 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478－ 61：12．11� 32．5�
611� ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿 55

54 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 434＋ 8 〃 クビ 18．3�
23 ウインアイルビータ 牝4栗 55 丹内 祐次�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 21：12．2� 36．2�
47 フ ァ ロ 牝4黒鹿55 柴田 大知三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 474－ 21：12．62� 109．8�
48 アリエスムーン 牝9青鹿55 荻野 極橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452－ 81：12．81� 85．5�
11 ロ ナ 牝4黒鹿55 菱田 裕二桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B462＋ 21：13．75 11．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，283，700円 複勝： 40，576，100円 枠連： 16，387，500円
馬連： 43，525，300円 馬単： 19，001，300円 ワイド： 45，158，500円
3連複： 81，034，700円 3連単： 77，468，000円 計： 349，435，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 340円 � 350円 � 940円 枠 連（5－7） 2，040円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 7，350円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 69，770円 3 連 単 ��� 464，160円

票 数

単勝票数 計 262837 的中 � 22934（4番人気）
複勝票数 計 405761 的中 � 32781（5番人気）� 31695（6番人気）� 10240（14番人気）
枠連票数 計 163875 的中 （5－7） 6212（11番人気）
馬連票数 計 435253 的中 �� 3748（34番人気）
馬単票数 計 190013 的中 �� 1106（45番人気）
ワイド票数 計 451585 的中 �� 3961（37番人気）�� 1574（89番人気）�� 2862（53番人気）
3連複票数 計 810347 的中 ��� 871（252番人気）
3連単票数 計 774680 的中 ��� 121（1534番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ェ ー ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．11 京都5着

2016．3．10生 牝4鹿 母 レンヌルシャトー 母母 レ ン Ⅱ 13戦2勝 賞金 20，050，000円
〔騎手変更〕 ロナ号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。

ヴィルトゥース号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。

02128 2月22日 晴 不良 （2小倉1） 第11日 第8競走 ��
��1，000�4歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，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
56．9
56．9

重
重

712 メイショウソウビ �6鹿 57
55 △団野 大成松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474－ 4 58．2 2．9�

69 	 エ ル ズ リ ー 牝4栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan

d Farm 498－ 2 58．62
 13．0�
57 スリーチェイサー 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 2 58．91� 4．3�
814	 キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. B474－ 6 〃 アタマ 16．0�
11 � ラカマロネス 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 456－ 2 59．0� 3．5�
45 � リリカルドーン 牝5栗 55 荻野 極ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 8 〃 アタマ 52．9	
34 サノノショウグン �6栗 57 柴山 雄一佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B456＋ 4 59．1� 14．1

58 ウィズアウィッシュ 牝6鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 500＋ 6 59．2� 58．7�
33 � チ ャ リ ャ 牝4鹿 55 藤懸 貴志岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 462± 0 59．62
 168．6�
610 オールミラージュ 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 4 59．81
 44．6
46 ニシノゴウウン �4青鹿57 木幡 初也西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット B482－ 21：00．22
 89．5�
711 クラウンヴォルカン 牡7青 57

54 ▲山田 敬士矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B514－ 61：00．62
 45．6�
813 シ ョ ウ ブ 牡4鹿 57 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480＋ 81：01．23
 13．3�
22 コウエイバンビーノ 牡4黒鹿57 古川 吉洋伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 野坂牧場 518－ 41：01．83
 48．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，914，200円 複勝： 32，493，400円 枠連： 9，930，200円
馬連： 37，557，100円 馬単： 19，955，900円 ワイド： 30，277，000円
3連複： 53，230，300円 3連単： 75，970，700円 計： 282，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 140円 枠 連（6－7） 1，110円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 610円 �� 260円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 11，580円

票 数

単勝票数 計 229142 的中 � 61339（1番人気）
複勝票数 計 324934 的中 � 69338（1番人気）� 24492（5番人気）� 65978（3番人気）
枠連票数 計 99302 的中 （6－7） 6885（5番人気）
馬連票数 計 375571 的中 �� 16013（5番人気）
馬単票数 計 199559 的中 �� 5410（7番人気）
ワイド票数 計 302770 的中 �� 11996（5番人気）�� 33932（1番人気）�� 7274（11番人気）
3連複票数 計 532303 的中 ��� 17498（5番人気）
3連単票数 計 759707 的中 ��� 4753（20番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．2―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウソウビ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．7．2 中京1着

2014．2．4生 �6鹿 母 カクテルローズ 母母 ドラマチックローズ 26戦3勝 賞金 36，170，000円



02129 2月22日 晴 稍重 （2小倉1） 第11日 第9競走 ��2，600�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
2：37．8
2：37．1

良
良

66 ウインレーヴドール 牡5黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 466± 02：45．1 1．7�
33 クルミネイト 牝4鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444－ 42：45．42 13．7�
67 アドマイヤユラナス 牡4鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－102：45．5� 4．7�
79 ロビンズソング �5黒鹿57 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B524± 02：45．81� 30．4�
44 ファストライフ 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 452± 02：46．65 8．8	
810 マコトジュズマル 牡4栗 56 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 480－ 62：46．7	 9．0

22 シゲルシイタケ 牡5鹿 57 石川裕紀人森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456± 02：47．97 19．9�
811
 アンドレアス �5青鹿57 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 440± 02：48．0クビ 55．5�
11 ボ ン ベ ー ル 牡4鹿 56

54 △団野 大成木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 480－ 22：48．85 36．7
55 ケルンキングダム �4鹿 56

55 ☆西村 淳也谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 426－ 42：49．43	 60．3�

78 
 ピースラヴィング 牡5栗 57
54 ▲小林 凌大小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 520－ 72：50．57 76．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，434，600円 複勝： 42，674，800円 枠連： 8，960，100円
馬連： 35，842，700円 馬単： 23，173，000円 ワイド： 32，477，300円
3連複： 57，624，200円 3連単： 98，775，300円 計： 324，962，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 280円 � 140円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 540円 �� 210円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 254346 的中 � 119323（1番人気）
複勝票数 計 426748 的中 � 196391（1番人気）� 20196（6番人気）� 58631（2番人気）
枠連票数 計 89601 的中 （3－6） 8559（4番人気）
馬連票数 計 358427 的中 �� 21229（5番人気）
馬単票数 計 231730 的中 �� 10236（6番人気）
ワイド票数 計 324773 的中 �� 14094（5番人気）�� 47675（1番人気）�� 7127（13番人気）
3連複票数 計 576242 的中 ��� 25419（5番人気）
3連単票数 計 987753 的中 ��� 11356（15番人気）

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

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�
13．0―24．3―36．4―49．3―1：02．4―1：15．4―1：28．4―1：40．9―1：53．5―2：06．1―2：18．7―2：31．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインレーヴドール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．11．18 福島6着

2015．4．14生 牡5黒鹿 母 フラワーウィンド 母母 ダルーゼット 18戦2勝 賞金 31，014，000円
〔騎手変更〕 シゲルシイタケ号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。

ロビンズソング号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため西田雄一郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピースラヴィング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月22日まで平地競

走に出走できない。

02130 2月22日 晴 不良 （2小倉1） 第11日 第10競走 ��
��1，700�

は や と も

早 鞆 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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 サンライズナイト 牡5黒鹿57 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B486＋ 21：44．6 33．1�
24 ショウナンパンサー �4鹿 56 	島 克駿国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 496＋ 21：45．13 39．6�
714 ドルチェリア �7鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 514－121：45．41
 6．0�
36 サンティーニ �5栗 57 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488－ 6 〃 クビ 7．1�
713 テイエムクロムシャ 牡4青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 472± 0 〃 アタマ 15．3�
35 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 B544＋ 41：45．5クビ 15．4	
47 � ツブラナヒトミ 牡5栗 57 勝浦 正樹加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 504＋ 2 〃 クビ 11．1

59 レッドシルヴァーナ 牝4芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 ハナ 2．2�
611 ネクストムーブ 牡7栗 57 太宰 啓介林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 512－ 61：45．7
 21．0
510 カリーニョミノル 牝6鹿 55 吉田 隼人吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 41：46．02 8．6�
23 � レンブランサ 牝5栗 55 高倉 稜名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 440－ 41：46．21 46．9�
816� アイコニック 牝4鹿 54 石川裕紀人合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 446＋ 21：46．41� 63．6�
815 マイネルボルソー 牡9鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 竹中牧場 480－ 41：46．61 224．4�
12 メイショウノボサン 牡7栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋14 〃 クビ 76．1�
48 ドヒョウギワ 牝5栗 55 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 482－ 21：46．91 302．8�
612 ミ ラ ビ リ ア 牝5栗 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：50．4大差 250．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，898，900円 複勝： 54，479，100円 枠連： 18，726，000円
馬連： 68，047，400円 馬単： 32，036，400円 ワイド： 56，090，600円
3連複： 121，223，900円 3連単： 135，217，200円 計： 523，719，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，310円 複 勝 � 770円 � 1，140円 � 220円 枠 連（1－2） 9，370円

馬 連 �� 30，690円 馬 単 �� 72，370円

ワ イ ド �� 9，790円 �� 2，240円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 58，090円 3 連 単 ��� 475，880円

票 数

単勝票数 計 378989 的中 � 9156（9番人気）
複勝票数 計 544791 的中 � 16789（9番人気）� 11025（11番人気）� 78328（2番人気）
枠連票数 計 187260 的中 （1－2） 1548（24番人気）
馬連票数 計 680474 的中 �� 1718（65番人気）
馬単票数 計 320364 的中 �� 332（130番人気）
ワイド票数 計 560906 的中 �� 1455（67番人気）�� 6537（28番人気）�� 5526（34番人気）
3連複票数 計1212239 的中 ��� 1565（149番人気）
3連単票数 計1352172 的中 ��� 206（1043番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．3―13．4―12．9―12．2―11．9―11．8―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．6―44．0―56．9―1：09．1―1：21．0―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンライズナイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．9．9 阪神4着

2015．4．14生 牡5黒鹿 母 ラブリーアリュール 母母 ラブリープリンセス 19戦3勝 賞金 42，663，000円
〔騎手変更〕 テイエムクロムシャ号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。
〔その他〕 ミラビリア号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 オスカールビー号・デルマカルヴァドス号



02131 2月22日 晴 稍重 （2小倉1） 第11日 第11競走 ��
��1，200�

ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 コンパウンダー 牡5黒鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－101：10．7 5．6�

714 ノボベイビー 牡5栗 57 団野 大成�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 488＋ 2 〃 クビ 18．9�
36 ラ ミ エ ル 牝4鹿 55 西村 淳也桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 448－ 81：10．8� 8．5�
612 ケイアイサクソニー 牡4鹿 57 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 502－ 21：10．9クビ 4．3�
817 ウインスピリタス 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 482－ 2 〃 クビ 7．5�
11 スズカフェラリー 牝5鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436－ 21：11．11� 4．5	
47 ファンタジステラ 牡6鹿 57 古川 吉洋 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442＋ 61：11．2クビ 22．2

12 マリノディアナ 牝5青鹿55 勝浦 正樹和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 452－ 2 〃 クビ 60．3�
48 ジュブリーユ 牝6芦 55 木幡 初也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B490－ 4 〃 ハナ 74．2�
35 ア ド レ 牝4鹿 55 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 448－ 41：11．3クビ 49．4
23 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 丹内 祐次久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 498＋ 61：11．4	 81．0�
715 プッシュアゲン 牡7栗 57 的場 勇人浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 510＋141：11．61
 112．7�
818 マッスルマサムネ �5鹿 57 吉田 隼人塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 41：11．7� 10．8�
713 トモジャスティス 牡5黒鹿57 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 506－ 61：12．23 70．5�
510 ノボリレーヴ 牝5鹿 55 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 446＋ 4 〃 アタマ 135．2�
816 サヤカチャン 牝5鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 450－14 〃 クビ 18．5�
611 トモジャファイブ 牡4鹿 57 柴田 大知吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 502± 0 〃 ハナ 34．8�
59 イサチルケイ 牝4栗 55 柴山 雄一小坂 功氏 大根田裕之 浦河 大北牧場 448－ 71：14．8大差 213．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，933，900円 複勝： 72，525，900円 枠連： 43，021，400円
馬連： 150，384，500円 馬単： 55，827，900円 ワイド： 95，784，000円
3連複： 245，657，700円 3連単： 266，917，200円 計： 981，052，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 630円 � 270円 枠 連（2－7） 4，560円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 11，780円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 970円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 24，940円 3 連 単 ��� 138，520円

票 数

単勝票数 計 509339 的中 � 71613（3番人気）
複勝票数 計 725259 的中 � 116453（2番人気）� 24717（9番人気）� 71147（4番人気）
枠連票数 計 430214 的中 （2－7） 7297（20番人気）
馬連票数 計1503845 的中 �� 18908（23番人気）
馬単票数 計 558279 的中 �� 3554（45番人気）
ワイド票数 計 957840 的中 �� 12596（23番人気）�� 26240（7番人気）�� 6220（40番人気）
3連複票数 計2456577 的中 ��� 7387（80番人気）
3連単票数 計2669172 的中 ��� 1397（449番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンパウンダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Manduro デビュー 2017．10．21 京都2着

2015．3．1生 牡5黒鹿 母 アポセカリー 母母 Sister Maria 18戦3勝 賞金 50，827，000円
〔騎手変更〕 ファンタジステラ号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。

トモジャファイブ号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。
〔制裁〕 マッスルマサムネ号の騎手吉田隼人は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・16番・9番）
〔その他〕 イサチルケイ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

02132 2月22日 晴 稍重 （2小倉1） 第11日 第12競走 ��1，200�
や つ し ろ

八 代 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，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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

816� シルヴェーヌ 牝5鹿 55 丸田 恭介西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 452－ 61：11．2 9．2�
48 タ ン レ イ 牝4芦 55 杉原 誠人佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 444－ 21：11．3� 143．9�
714 メイショウナスカ 牝5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 482－ 4 〃 アタマ 6．2�
713� サンドスピーダー 牡5鹿 57 荻野 極�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 460＋ 21：11．4� 33．3�
817 ア レ ス 牝4鹿 55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B450＋ 2 〃 ハナ 5．6	
47 グッドレイズ 牡4栗 57 吉田 隼人杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 494＋ 6 〃 ハナ 4．6

510 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 456± 01：11．5クビ 3．9�
24 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿55 	島 克駿 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 432－ 4 〃 アタマ 22．8�
59 ス キ ッ プ 牡4黒鹿57 柴山 雄一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 462－ 41：11．6� 19．3
611� サンマルスイート 牝6黒鹿55 菱田 裕二相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 464－121：11．7� 128．6�
11 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± 01：11．8� 45．2�
23 リリカルドリーム 牝5黒鹿55 柴田 大知水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 B434＋ 21：11．9� 112．2�
35 イリスファルコン 牝6鹿 55 丹内 祐次菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 418－ 21：12．0クビ 50．4�
815 タイセイトレンディ 
5青鹿57 石川裕紀人田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 450± 0 〃 アタマ 56．1�
12 � スターライトキス 牝5栗 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 2 〃 クビ 64．6�
36 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 440－12 〃 同着 15．4�
612 アリストライン 牝5黒鹿55 西村 淳也 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B474＋ 81：12．53 21．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，665，900円 複勝： 58，779，200円 枠連： 23，855，500円
馬連： 80，889，900円 馬単： 31，082，800円 ワイド： 63，380，700円
3連複： 129，745，700円 3連単： 139，267，000円 計： 565，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 370円 � 3，700円 � 240円 枠 連（4－8） 790円

馬 連 �� 89，680円 馬 単 �� 152，360円

ワ イ ド �� 25，620円 �� 1，180円 �� 20，590円

3 連 複 ��� 207，040円 3 連 単 ��� 1，835，790円

票 数

単勝票数 計 386659 的中 � 33608（5番人気）
複勝票数 計 587792 的中 � 41736（5番人気）� 3434（17番人気）� 75607（3番人気）
枠連票数 計 238555 的中 （4－8） 23245（2番人気）
馬連票数 計 808899 的中 �� 699（109番人気）
馬単票数 計 310828 的中 �� 153（210番人気）
ワイド票数 計 633807 的中 �� 625（120番人気）�� 14438（10番人気）�� 778（110番人気）
3連複票数 計1297457 的中 ��� 470（359番人気）
3連単票数 計1392670 的中 ��� 55（2441番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．7―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．5―47．5―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．7
3 8（10，16）（4，15）7（3，2，12）（1，6，11）（13，9，17）－（5，14） 4 8（4，10，16）（3，2，1，7，15）（13，6，11，12）17（9，14）5

勝馬の
紹 介

�シルヴェーヌ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2015．4．21生 牝5鹿 母 ステルスエミオ 母母 リ ン ダ ス ト 11戦1勝 賞金 16，824，000円
地方デビュー 2018．8．12 大井

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 グリニッチヴィレジ号の騎手横山武史は，第2競走での落馬負傷のため	島克駿に変更。

サンマルスイート号の騎手斎藤新は，第2競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。



（2小倉1）第11日 2月22日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 180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

183，200，000円
20，710，000円
2，000，000円
19，870，000円
71，815，250円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
345，417，800円
514，179，500円
171，177，000円
621，625，100円
292，587，400円
523，256，600円
1，022，697，100円
1，219，315，100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 4，710，255，600円

総入場人員 7，620名 （有料入場人員 6，894名）
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