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02037 1月26日 曇 不良 （2小倉1） 第4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

12 チェインストーリー 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 81：46．9 92．7�
11 ビハインドザサン 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514± 01：47．11 5．4�

714 スマートラビリンス 牝3栗 54 横山 武史大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス
マート 446－ 4 〃 ハナ 2．5�

612 シ ュ ゼ ッ ト 牝3芦 54
51 ▲亀田 温心杉浦 和也氏 寺島 良 日高 日高大洋牧場 450＋ 41：47．2� 9．9�

510 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 420－101：47．62� 36．1�
713 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 440－ 4 〃 ハナ 7．4�
816 レ ペ ッ ト 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子合同会社雅苑興業 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 450＋141：47．91� 23．7	
48 シャムロックヒル 牝3芦 54

52 △斎藤 新 
社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 5．7�
35 ア ザ レ 牝3黒鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 428＋ 21：48．53� 23．9
59 アンティークブーケ 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 平山牧場 394－121：48．6� 31．2�
24 エピクレーシス 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大吉田 千津氏 小西 一男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 81：48．7クビ 34．9�

23 オースミプリンセス 牝3栗 54
53 ☆西村 淳也�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 454－ 6 〃 アタマ 52．9�

815 ピエナハーブ 牝3黒鹿54 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464－ 21：48．91� 39．3�
47 サンマルブリランテ 牝3鹿 54 酒井 学相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 中村 雅明 462＋ 21：49．22 36．3�
611 ニシノハナミズキ 牝3黒鹿54 杉原 誠人西山 茂行氏 古賀 慎明 日高 沖田牧場 B494－101：50．37 253．0�
36 プリティアイドル 牝3芦 54 黛 弘人丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 456＋ 61：50．72� 187．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，824，600円 複勝： 36，858，600円 枠連： 10，435，200円
馬連： 41，878，700円 馬単： 19，398，800円 ワイド： 39，850，300円
3連複： 71，337，300円 3連単： 74，597，500円 計： 316，181，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，270円 複 勝 � 1，540円 � 190円 � 140円 枠 連（1－1） 22，650円

馬 連 �� 25，840円 馬 単 �� 62，710円

ワ イ ド �� 5，580円 �� 4，740円 �� 500円

3 連 複 ��� 28，120円 3 連 単 ��� 338，010円

票 数

単勝票数 計 218246 的中 � 1883（14番人気）
複勝票数 計 368586 的中 � 3961（14番人気）� 51568（3番人気）� 95368（1番人気）
枠連票数 計 104352 的中 （1－1） 357（32番人気）
馬連票数 計 418787 的中 �� 1256（55番人気）
馬単票数 計 193988 的中 �� 232（123番人気）
ワイド票数 計 398503 的中 �� 1745（55番人気）�� 2058（51番人気）�� 22734（3番人気）
3連複票数 計 713373 的中 ��� 1902（91番人気）
3連単票数 計 745975 的中 ��� 160（841番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．1―13．1―12．7―12．5―12．7―13．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．1―30．2―43．3―56．0―1：08．5―1：21．2―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チェインストーリー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．3 福島14着

2017．2．18生 牝3栗 母 ヴェイグストーリー 母母 ウインドヴェイン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 チェインストーリー号の騎手山田敬士は，4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：13番）

02038 1月26日 曇 不良 （2小倉1） 第4日 第2競走 ��
��1，000�4歳以上1勝クラス

発走10時20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
56．9
56．9

重
重

610 シゲルスピネル 牝4栗 54
51 ▲団野 大成森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B458＋ 8 58．0 4．4�

814� アメリカンソレイユ 牡4栗 56 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米
S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

476＋16 58．21	 5．2�
58 
 クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454＋ 6 58．3� 5．8�
69 
 ケンユキノオー 牡6黒鹿 57

54 ▲小林 凌大中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 450＋ 2 58．72� 73．2�
57 ホウロクダマ 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 568＋ 2 〃 クビ 18．2�

33 
 プリンセスヨウク 牝6鹿 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B452＋ 8 〃 アタマ 9．2	
46 ミリオンゲーム 牝4栗 54

51 ▲山田 敬士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 434＋ 8 58．8クビ 58．1

45 
 アメリカズハート 牝5栗 55

52 ▲三津谷隼人栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 462－ 6 〃 クビ 15．5�
11 � エ ル ズ リ ー 牝4栗 54

52 ◇藤田菜七子 �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 500－ 4 59．01 5．5�
22 コトブキハウンド 牡5鹿 57 原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 6 〃 クビ 12．8
711
 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 490＋10 〃 ハナ 14．7�
712
 クリノワンダフル 牡4栗 56 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 メイプルファーム 414－ 6 59．53 76．3�
813 ミヤジシルフィード 牡4芦 56 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 B482＋ 4 59．6 17．5�
34 スマートサヴァラン 牡4鹿 56 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 466＋12 59．81	 83．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，215，500円 複勝： 27，959，100円 枠連： 7，773，900円
馬連： 38，999，800円 馬単： 19，445，200円 ワイド： 32，088，600円
3連複： 60，598，400円 3連単： 64，825，500円 計： 271，906，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 190円 � 180円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 520円 �� 530円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 15，480円

票 数

単勝票数 計 202155 的中 � 36043（1番人気）
複勝票数 計 279591 的中 � 51406（1番人気）� 34379（4番人気）� 40465（2番人気）
枠連票数 計 77739 的中 （6－8） 6148（2番人気）
馬連票数 計 389998 的中 �� 27459（1番人気）
馬単票数 計 194452 的中 �� 6478（2番人気）
ワイド票数 計 320886 的中 �� 15915（1番人気）�� 15708（2番人気）�� 11607（6番人気）
3連複票数 計 605984 的中 ��� 15546（3番人気）
3連単票数 計 648255 的中 ��� 3036（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―11．7―12．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．1
3 10（8，11）14（5，6，7）（1，2，9）（3，4，13）12 4 10，8，14（5，11，7）6（1，2）9（3，4）13－12

勝馬の
紹 介

シゲルスピネル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Birdstone デビュー 2018．10．13 東京6着

2016．3．30生 牝4栗 母 シゲルアンドロメダ 母母 Our Family Jewel 11戦2勝 賞金 17，650，000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 キュウドウクン号・ニシノゴウウン号

第１回 小倉競馬 第４日



02039 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4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

815 テーオーソクラテス 牡3鹿 56 古川 吉洋小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 462－ 61：11．2 22．9�
35 サンスポット 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 日高 坂 牧場 466－ 21：11．84 5．4�
59 ビ ア イ 牝3青鹿54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B480－ 41：11．9� 9．7�
714 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 416－101：12．32 148．1�
23 ユ ア ソ ー ラ 牡3鹿 56 �島 克駿ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 6．0�
36 ミキノイチゴ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗谷口 久和氏 藤沢 則雄 新ひだか 平野牧場 446－ 21：12．51� 288．8	
47 タッシーエルモ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 452－ 41：12．6クビ 11．4

12 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 458－ 21：12．7� 96．4�
510 シアープレジャー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 412－ 41：13．02 3．7�
612 ダイナナフェアリー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂戸 節子 456－ 2 〃 アタマ 20．4
24 カ ミ ー ノ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：13．1クビ 9．8�

611 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト
クラブ 426－121：13．2� 12．0�

713 テーオークイーン 牝3鹿 54
52 △斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 442＋101：13．52 78．2�

48 サンプレスコット 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心 �加藤ステーブル 天間 昭一 浦河 栄進牧場 422－ 81：13．92� 213．3�

816 アールウェルス 牡3栗 56 �島 良太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 516＋ 41：14．32 8．2�
11 ム ラ サ メ �3芦 56 黛 弘人細川智恵子氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452－ 61：15．47 152．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，246，300円 複勝： 36，150，600円 枠連： 11，984，300円
馬連： 45，218，300円 馬単： 19，988，700円 ワイド： 39，525，900円
3連複： 71，991，700円 3連単： 73，794，000円 計： 324，899，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 580円 � 180円 � 320円 枠 連（3－8） 1，740円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 2，630円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 21，470円 3 連 単 ��� 187，060円

票 数

単勝票数 計 262463 的中 � 9147（10番人気）
複勝票数 計 361506 的中 � 13627（10番人気）� 63853（1番人気）� 27698（6番人気）
枠連票数 計 119843 的中 （3－8） 5328（9番人気）
馬連票数 計 452183 的中 �� 6260（29番人気）
馬単票数 計 199887 的中 �� 959（74番人気）
ワイド票数 計 395259 的中 �� 4515（34番人気）�� 3826（37番人気）�� 8803（13番人気）
3連複票数 計 719917 的中 ��� 2514（87番人気）
3連単票数 計 737940 的中 ��� 286（662番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―11．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーソクラテス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．3．21生 牡3鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールウェルス号・ムラサメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26日

まで平地競走に出走できない。

02040 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4日 第4競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

22 スペースシップ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 492－ 42：05．9 1．7�
89 ロッソモラーレ 牡3芦 56 黛 弘人 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 450＋ 2 〃 クビ 30．9�
810 ミッキーウィン 牡3鹿 56

54 △斎藤 新野田みづき氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470＋ 22：06．0� 3．7�
11 クレドゥボヌール 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 438－ 22：06．95 27．0�
78 サトノヴィーナス 牝3鹿 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：07．54 4．2	
44 スカイインパラ 牡3鹿 56 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 B518－ 62：07．71� 142．9

66 アルソリート 牝3鹿 54 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 22：07．8クビ 22．1�
77 トーセンソワレ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 476± 02：08．33 31．8

55 ア ー ビ タ ー 牡3青鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B456＋ 22：08．62 68．0�
33 シゲルオリオンザ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 大林ファーム 488－ 42：09．55 43．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，522，300円 複勝： 41，121，500円 枠連： 6，246，200円
馬連： 33，563，800円 馬単： 25，791，500円 ワイド： 30，801，300円
3連複： 54，795，300円 3連単： 114，200，500円 計： 334，042，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 380円 � 140円 枠 連（2－8） 250円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 440円 �� 160円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 275223 的中 � 122586（1番人気）
複勝票数 計 411215 的中 � 229426（1番人気）� 10550（7番人気）� 50555（3番人気）
枠連票数 計 62462 的中 （2－8） 19125（1番人気）
馬連票数 計 335638 的中 �� 14839（6番人気）
馬単票数 計 257915 的中 �� 7340（10番人気）
ワイド票数 計 308013 的中 �� 15728（5番人気）�� 62739（1番人気）�� 6418（13番人気）
3連複票数 計 547953 的中 ��� 28291（4番人気）
3連単票数 計1142005 的中 ��� 11130（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―13．2―13．0―12．6―12．7―12．5―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．6―48．8―1：01．8―1：14．4―1：27．1―1：39．6―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3
・（9，10）（6，8）（2，4）－（1，7）3，5
9，10，8（6，2）－4，1（7，3）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペースシップ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Bahhare デビュー 2019．8．11 札幌4着

2017．3．15生 牡3芦 母 ジャズプリンセス 母母 Jazz Up 4戦1勝 賞金 10，200，000円



02041 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ヴェントヴォーチェ 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 496 ―1：11．1 7．3�

818� ゼ ツ エ イ 牡3鹿 54
51 ▲団野 大成吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers

（N Z）Pty Ltd 478 ―1：11．2� 2．7�
48 オパールシャルム 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 472 ―1：12．26 16．4�
23 サンブリテニア 牝3栗 54 太宰 啓介 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 444 ―1：12．3� 35．9�
47 エンジェルティアラ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：12．4� 17．8�

510 コマノウインクル 牡3黒鹿56 吉田 隼人長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 484 ― 〃 クビ 3．8	
817 フリークボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心吉永 清美氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：12．71	 22．9

35 ア ト レ ッ ド 牝3青鹿54 松若 風馬ニューワールドレー

シング� 杉山 晴紀 浦河 谷口牧場 400 ―1：12．8� 19．6�
24 アントルラッセ 牝3鹿 54 荻野 極�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 404 ―1：13．11� 18．0
59 イタズラウナギ 牡3栗 56 川須 栄彦内田 玄祥氏 牧田 和弥 日高 白井牧場 408 ―1：13．52� 15．0�
713 タガノルシエル 牝3黒鹿54 木幡 初也八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ― 〃 クビ 110．2�
612 アイムクリエイター 牡3鹿 56 
島 克駿�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 460 ―1：13．71� 110．4�
11 ワンダーヴィーヴル 牡3栗 56 酒井 学杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 462 ― 〃 クビ 64．2�
36 セイアフェクト 牡3黒鹿56 柴田 大知金田 成基氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 442 ―1：13．91 116．5�
816 メイショウヤマガサ 牡3青鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 村下 明博 438 ― 〃 クビ 74．9�
715 シ ャ リ ン 牝3栗 54

52 △斎藤 新吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 420 ―1：14．0クビ 18．1�
611 ウィナーズバラード 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 中野 栄治 浦河 市川フアーム 422 ―1：14．21� 185．9�
12 スズボンバー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 438 ―1：16．9大差 66．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，407，100円 複勝： 32，149，200円 枠連： 17，474，700円
馬連： 41，985，000円 馬単： 21，720，600円 ワイド： 39，328，900円
3連複： 68，648，800円 3連単： 72，253，600円 計： 322，967，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 150円 � 330円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，340円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 44，130円

票 数

単勝票数 計 294071 的中 � 31840（3番人気）
複勝票数 計 321492 的中 � 36801（3番人気）� 67391（1番人気）� 20707（4番人気）
枠連票数 計 174747 的中 （7－8） 20021（2番人気）
馬連票数 計 419850 的中 �� 28540（2番人気）
馬単票数 計 217206 的中 �� 5860（4番人気）
ワイド票数 計 393289 的中 �� 20688（2番人気）�� 4106（26番人気）�� 7674（11番人気）
3連複票数 計 686488 的中 ��� 6543（19番人気）
3連単票数 計 722536 的中 ��� 1187（112番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―11．8―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．8―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View 初出走

2017．4．20生 牡3鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズボンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26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 ガラデレオン号・ハルバード号・マーティンヒル号

02042 1月26日 晴 重 （2小倉1） 第4日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12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
1：44．1
1：43．9

良
良

22 メトロポール 牝4黒鹿 54
52 △斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 482－ 21：50．5 3．3�

11 ブライティアセルバ 牝4黒鹿54 丹内 祐次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 418－ 2 〃 ハナ 31．6�
67 ミ ア グ ア 牝5青鹿55 菱田 裕二五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 452－ 41：50．81� 10．0�
810� ア ト ミ カ 牝5鹿 55

54 ☆西村 淳也東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 428－ 21：50．9� 13．2�
78 アークロイヤル 牝4栗 54 中井 裕二原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 408± 01：51．0� 58．8�
33 ベルキューティ 牝4黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 396－ 41：51．63� 5．7�
55 マリノジュリア 牝4黒鹿 54

51 ▲亀田 温心	クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 436＋ 21：51．7� 17．3

79 ダンスロマネスク 牝4鹿 54 横山 武史 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 472＋ 41：53．18 7．3�
44 ドロウアカード 牝6栗 55 古川 吉洋	G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－101：53．2� 7．8
66 グランデストラーダ 牝4鹿 54

51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：53．62� 20．5�
811 アドマイヤアルパマ 牝6鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－ 22：00．9大差 5．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，558，000円 複勝： 30，257，500円 枠連： 7，207，700円
馬連： 38，480，900円 馬単： 18，993，700円 ワイド： 31，954，100円
3連複： 57，578，100円 3連単： 71，528，900円 計： 278，558，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 570円 � 270円 枠 連（1－2） 3，670円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 600円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 9，030円 3 連 単 ��� 36，490円

票 数

単勝票数 計 225580 的中 � 54579（1番人気）
複勝票数 計 302575 的中 � 54847（1番人気）� 11199（10番人気）� 28322（6番人気）
枠連票数 計 72077 的中 （1－2） 1521（18番人気）
馬連票数 計 384809 的中 �� 8043（18番人気）
馬単票数 計 189937 的中 �� 2493（30番人気）
ワイド票数 計 319541 的中 �� 7061（16番人気）�� 14393（5番人気）�� 2821（41番人気）
3連複票数 計 575781 的中 ��� 4778（40番人気）
3連単票数 計 715289 的中 ��� 1421（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．2―48．3―1：00．2―1：12．5―1：25．4―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メトロポール �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．18生 牝4黒鹿 母 Perivale 母母 Windsharp 7戦2勝 賞金 17，130，000円
〔その他〕 アドマイヤアルパマ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 アドマイヤアルパマ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月26日まで出走できない。



02043 1月26日 晴 不良 （2小倉1） 第4日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

11 コバルトブルー 牡4栗 56
54 △斎藤 新青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 22：32．2 4．3�

810� ツーエムアロンソ 牡4鹿 56
53 ▲亀田 温心村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 530＋ 82：32．3� 10．3�

55 ワ イ ズ ワ ン 牡5鹿 57
56 ☆西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B512－ 6 〃 クビ 14．9�

22 � トモジャプリマ 牝6黒鹿55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 458± 02：32．4� 7．4�
77 メメランタン 牡4芦 56

53 ▲団野 大成本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 538＋ 62：32．82� 2．9�
78 ショウナンサニー 牡6鹿 57 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 478－ 82：33．11� 6．0	
66 サーチュイン 牝4芦 54 木幡 初也加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 460－ 82：33．2� 179．4

33 マイティウェイ 牡4黒鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 B476± 02：33．73 22．7�
44 アイキャンテーラー 牡4栗 56 	島 良太中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B482－ 6 〃 クビ 6．5�
89 � 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 484－ 62：36．3大差 80．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，574，800円 複勝： 33，989，500円 枠連： 9，208，700円
馬連： 40，581，500円 馬単： 21，855，200円 ワイド： 32，451，600円
3連複： 55，961，600円 3連単： 84，501，300円 計： 306，124，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 340円 � 420円 枠 連（1－8） 2，580円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，020円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，820円 3 連 単 ��� 39，880円

票 数

単勝票数 計 275748 的中 � 50266（2番人気）
複勝票数 計 339895 的中 � 58545（2番人気）� 24089（6番人気）� 18398（7番人気）
枠連票数 計 92087 的中 （1－8） 2764（10番人気）
馬連票数 計 405815 的中 �� 12899（13番人気）
馬単票数 計 218552 的中 �� 3760（20番人気）
ワイド票数 計 324516 的中 �� 11795（10番人気）�� 8079（14番人気）�� 7105（16番人気）
3連複票数 計 559616 的中 ��� 4758（36番人気）
3連単票数 計 845013 的中 ��� 1536（151番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．0―13．6―12．2―13．2―13．2―12．5―11．9―12．4―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．7―37．7―51．3―1：03．5―1：16．7―1：29．9―1：42．4―1：54．3―2：06．7―2：19．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コバルトブルー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2019．7．6 中京5着

2016．2．15生 牡4栗 母 カトマンブルー 母母 Abba Gold 5戦2勝 賞金 14，350，000円

02044 1月26日 晴 重 （2小倉1） 第4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

815 ジュブリーユ 牝6芦 55 酒井 学岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B490± 01：11．2 21．0�
713� シルヴェーヌ 牝5鹿 55 黛 弘人西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 462－ 61：11．3� 26．5�
11 グランドピルエット 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 21：11．61� 23．1�
59 ニシノコデマリ 牝5鹿 55 丹内 祐次西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 424－ 41：11．81� 38．1�
816 アスタービーナス 牝5鹿 55 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 396－10 〃 ハナ 5．9�
612 レッドパラス 牝4芦 54 菱田 裕二 	東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 38．7

714 リ ゲ イ ン 牝4鹿 54

51 ▲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 440＋ 21：11．9クビ 11．3�
36 ファクトゥーラ 牝4黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：12．0� 11．3�

35 メイショウコミチ 牝4鹿 54
51 ▲亀田 温心松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 442－ 21：12．1� 13．6

24 フラウティスタ 牝6鹿 55
53 △斎藤 新 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 442－ 41：12．31� 15．0�

48 トーセンオパール 牝4芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 404＋ 41：12．4� 36．3�

12 アトラクティヴ 牝4栗 54 吉田 隼人近藤 英子氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 422＋101：12．5� 3．1�
47 レッドエステーラ 牝4鹿 54 杉原 誠人 	東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 398－ 21：12．6クビ 19．7�
510� ニ ホ ニ ウ ム 牝5青鹿55 古川 吉洋藤原征士郎氏 高橋 康之 浦河 大西ファーム 466－ 71：12．81� 95．4�
23 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 458－121：12．9� 5．9�
611� タイセイブランシュ 牝4芦 54 丸田 恭介田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 444－ 8 〃 ハナ 112．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，862，000円 複勝： 43，598，100円 枠連： 17，067，200円
馬連： 53，424，700円 馬単： 24，333，600円 ワイド： 48，076，900円
3連複： 87，375，800円 3連単： 95，191，400円 計： 401，929，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 510円 � 590円 � 820円 枠 連（7－8） 1，700円

馬 連 �� 17，390円 馬 単 �� 38，340円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 7，460円 �� 9，410円

3 連 複 ��� 153，110円 3 連 単 ��� 1，014，900円

票 数

単勝票数 計 328620 的中 � 12506（9番人気）
複勝票数 計 435981 的中 � 23026（7番人気）� 19537（9番人気）� 13520（11番人気）
枠連票数 計 170672 的中 （7－8） 7756（8番人気）
馬連票数 計 534247 的中 �� 2380（59番人気）
馬単票数 計 243336 的中 �� 476（130番人気）
ワイド票数 計 480769 的中 �� 3302（51番人気）�� 1659（79番人気）�� 1313（89番人気）
3連複票数 計 873758 的中 ��� 428（365番人気）
3連単票数 計 951914 的中 ��� 68（2168番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―11．9―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュブリーユ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．12．4 中山2着

2014．4．15生 牝6芦 母 ミ ュ ー ジ ー 母母 Foible 39戦2勝 賞金 41，347，000円



02045 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4日 第9競走 ��2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

55 レッドアウローラ 牝4鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 444－122：04．5 11．6�
11 ディーイストワール 牡4鹿 56 吉田 隼人嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464± 02：04．71� 13．0�
812 ブレーヴユニコーン 牡4青鹿56 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508± 02：04．8� 18．8�
22 レーガノミクス 牡5鹿 57

54 ▲団野 大成�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520± 02：05．01 3．1�
44 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B502－ 62：05．1� 30．5�
79 グレートベースン 牡4青鹿 56

54 △斎藤 新桑畑 	信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 504－ 82：05．2� 6．8

56 メガディスカバリー �4鹿 56 丸田 恭介有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 444－ 42：05．41	 9．0�
33 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 532＋ 42：05．5クビ 21．4�
710
 ギ ャ ツ ビ ー 牡7栗 57 柴田 大知 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 466－ 8 〃 クビ 30．7
67 カ ラ テ 牡4黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 512± 02：06．77 22．8�
811 ディープインラヴ 牡5鹿 57 中谷 雄太�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 62：08．29 3．2�
（11頭）

68 プライムシスター 牝4黒鹿 54
53 ☆西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，997，600円 複勝： 43，674，300円 枠連： 11，990，600円
馬連： 53，152，200円 馬単： 26，174，900円 ワイド： 46，023，300円
3連複： 77，312，000円 3連単： 108，086，600円 計： 398，411，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 400円 � 490円 � 490円 枠 連（1－5） 3，330円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，600円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 116，950円

票 数

単勝票数 差引計 319976（返還計 245） 的中 � 21937（5番人気）
複勝票数 差引計 436743（返還計 261） 的中 � 29650（5番人気）� 22930（7番人気）� 23292（6番人気）
枠連票数 差引計 119906（返還計 11） 的中 （1－5） 2784（11番人気）
馬連票数 差引計 531522（返還計 864） 的中 �� 7383（24番人気）
馬単票数 差引計 261749（返還計 452） 的中 �� 1820（47番人気）
ワイド票数 差引計 460233（返還計 857） 的中 �� 6941（24番人気）�� 4535（35番人気）�� 4757（34番人気）
3連複票数 差引計 773120（返還計 2859） 的中 ��� 2673（87番人気）
3連単票数 差引計1080866（返還計 3028） 的中 ��� 670（430番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．3―49．7―1：02．3―1：14．2―1：26．1―1：38．4―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアウローラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．2．3 京都9着

2016．5．11生 牝4鹿 母 レジュールダムール 母母 フェアリーバラード 7戦2勝 賞金 13，100，000円
〔出走取消〕 プライムシスター号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

02046 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

だ ん の う ら

壇 之 浦 特 別
発走14時50分 （芝・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

12 � ダブルシャープ 牡5鹿 57 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 492－ 61：50．5 4．2�
612 ミヤビパーフェクト 	4鹿 56 
島 克駿村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 466－ 21：50．6� 6．1�
713 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 57 勝浦 正樹広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 478－ 81：50．7クビ 53．2�
36 � ペ ガ ー ズ 牡6鹿 57 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 502± 01：50．91� 19．2�
59 ラクローチェ 牡4鹿 56 松若 風馬畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 460＋ 21：51．0� 7．4�
714 マイネルズイーガー 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 514－ 61：51．31� 13．5	
816 アグネスリバティ 牡7黒鹿57 中井 裕二渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488－10 〃 クビ 13．5

611 プレイヤーサムソン 牡7鹿 57 吉田 隼人嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476＋ 4 〃 ハナ 63．5�
11 ハギノアレス 牡6鹿 57 柴田 大知安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 518－ 41：51．61� 5．9�
510 マ ハ ヴ ィ ル 牡5鹿 57 菱田 裕二 社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 21：51．81 11．0�
48 ミトノマルーン 牡4黒鹿56 横山 武史ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 41：52．01 44．6�
815 ミディオーサ 牝4鹿 54 丸田 恭介 サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506＋101：52．32 11．9�
24 スズカフューラー 牡6栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 424－ 81：52．4� 60．8�
23 スズカヴァンガード 	9栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 486－ 61：52．5� 196．0�
35 ターフェルムジーク 牝5鹿 55 古川 吉洋 サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 430－ 41：53．03 33．4�
47 リュクスポケット 牡5栗 57 荻野 極田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512－ 81：57．8大差 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，638，300円 複勝： 69，263，700円 枠連： 26，837，800円
馬連： 97，944，600円 馬単： 37，962，400円 ワイド： 78，377，500円
3連複： 159，908，900円 3連単： 174，693，500円 計： 688，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 190円 � 1，040円 枠 連（1－6） 870円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，020円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 23，550円 3 連 単 ��� 82，450円

票 数

単勝票数 計 436383 的中 � 81192（1番人気）
複勝票数 計 692637 的中 � 119825（1番人気）� 105562（2番人気）� 12610（13番人気）
枠連票数 計 268378 的中 （1－6） 23664（2番人気）
馬連票数 計 979446 的中 �� 57239（1番人気）
馬単票数 計 379624 的中 �� 11411（1番人気）
ワイド票数 計 783775 的中 �� 39460（1番人気）�� 6439（44番人気）�� 4168（55番人気）
3連複票数 計1599089 的中 ��� 5091（91番人気）
3連単票数 計1746935 的中 ��� 1536（296番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―11．9―11．8―12．1―12．6―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．7―47．6―59．4―1：11．5―1：24．1―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダブルシャープ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン （3戦1勝 賞金 24，123，000円）

2015．3．26生 牡5鹿 母 メジロルーシュバー 母母 レールデユタン 14戦1勝 賞金 48，453，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュクスポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年2月26日まで平地競
走に出走できない。



02047 1月26日 曇 不良 （2小倉1） 第4日 第11競走 ��
��1，700�

も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．1．19以降2．1．19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

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 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 クリノフウジン 牡6栗 55 �島 克駿栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 506＋161：43．0 15．5�
12 グ ア ン 牝5栗 54 吉田 隼人�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 472－ 61：43．31� 7．0�
59 スマートフルーレ 牝4黒鹿52 古川 吉洋大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 506± 01：43．4� 4．7�
23 スマートセラヴィー 牡4栗 54 川須 栄彦大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 504－ 61：43．5	 11．7�
35 ダノンロイヤル 牡5鹿 54 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 536－121：43．6� 8．6�
47 エ ネ ス ク 牡7鹿 54 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新冠 須崎牧場 520＋ 61：43．8� 30．4	
714 ミスズフリオーソ 牡5栗 53 中井 裕二永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 492＋ 2 〃 ハナ 56．1

36 タガノファジョーロ 牡4鹿 54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B452－ 8 〃 クビ 18．7�
713 ショートストーリー 牡7黒鹿53 柴田 大知ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 4 〃 ハナ 210．9�
11 
 ブルーメンクローネ 牝5鹿 53 斎藤 新 キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 81：44．43	 3．0�
510 ビービーガウディ 牡6栗 54 丹内 祐次坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 484± 01：44．82	 32．7�
48 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 54 荻野 極丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490± 01：44．9	 58．4�
611
 ジ ェ ミ ニ ズ 牡6栗 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 508－201：45．11� 31．6�
612
 コパノジャッキー 牡5栗 53 藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 488＋141：45．74 67．4�
815 サザンブリーズ 牡6鹿 54 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B534＋ 2 〃 同着 25．1�
816 ライジングドラゴン 牡5芦 55 中谷 雄太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 442－ 81：46．87 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，092，100円 複勝： 96，915，300円 枠連： 52，043，600円
馬連： 209，973，200円 馬単： 86，637，400円 ワイド： 137，318，100円
3連複： 365，618，600円 3連単： 464，214，100円 計： 1，487，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 380円 � 230円 � 170円 枠 連（1－2） 800円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 9，980円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，550円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 58，770円

票 数

単勝票数 計 750921 的中 � 38648（7番人気）
複勝票数 計 969153 的中 � 55173（6番人気）� 106815（3番人気）� 173567（2番人気）
枠連票数 計 520436 的中 （1－2） 49999（2番人気）
馬連票数 計2099732 的中 �� 36070（16番人気）
馬単票数 計 866374 的中 �� 6506（38番人気）
ワイド票数 計1373181 的中 �� 23977（11番人気）�� 22391（14番人気）�� 48491（3番人気）
3連複票数 計3656186 的中 ��� 43302（13番人気）
3連単票数 計4642141 的中 ��� 5726（147番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．6―12．7―12．1―11．8―12．1―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．7―42．4―54．5―1：06．3―1：18．4―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノフウジン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．3．4生 牡6栗 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 29戦4勝 賞金 70，962，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ゼンノワスレガタミ号・タガノジーニアス号・ナンヨーイザヨイ号・ロードグラディオ号

02048 1月26日 曇 重 （2小倉1） 第4日 第12競走 ��1，200�
や は た

八 幡 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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

24 ウインスピリタス 牡4鹿 56 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 484＋ 21：11．1 5．9�
510 メイショウナスカ 牝5鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 484＋ 21：11．52� 7．2�
36 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 484－ 2 〃 クビ 12．6�
713 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 56 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B492＋ 81：11．71� 42．7�
12 � ガビーズドリーム 牡4鹿 56 吉田 隼人長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 460－291：11．8	 53．8�
817 エ ヴ ァ イ エ 牝5鹿 55 
島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 482＋121：11．9	 3．2	
35 マイネルアプラウス 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �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 496－ 21：12．11 21．3

47 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± 0 〃 ハナ 45．7�
815 シエルブラン 牝6栗 55 松若 風馬金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 466－ 21：12．31� 8．2�
611� レ ガ 牝5栗 55 山田 敬士榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 438－ 6 〃 アタマ 122．8
714 タイセイトレンディ �5青鹿57 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 81：12．4クビ 15．9�
48 メイスンハナフブキ 牝4鹿 54 木幡 初也梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 438－ 2 〃 クビ 46．1�
11 コチョウジュニア 牡4芦 56 中井 裕二鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 452－ 61：12．61� 114．0�
612� エンドゾーンダンス 牡5栗 57 黛 弘人尾上 寿夫氏 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 472－ 41：12．7	 110．9�
59 バカラクイーン 牝4栗 54 横山 武史�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 478＋101：13．44 5．1�
816 スマートスリロス 牝4鹿 54 柴田 大知大川 徹氏 粕谷 昌央 日高 本間牧場 512－ 61：13．61 115．3�
23 � スズカブレーン 牡8鹿 57 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486＋ 41：14．13 172．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 53，018，100円 複勝： 72，197，300円 枠連： 38，016，300円
馬連： 124，414，600円 馬単： 52，056，100円 ワイド： 89，664，400円
3連複： 204，104，100円 3連単： 248，725，600円 計： 882，196，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 240円 � 210円 � 270円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，150円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 34，200円

票 数

単勝票数 計 530181 的中 � 71804（3番人気）
複勝票数 計 721973 的中 � 76494（5番人気）� 95060（3番人気）� 65556（6番人気）
枠連票数 計 380163 的中 （2－5） 31218（2番人気）
馬連票数 計1244146 的中 �� 43660（9番人気）
馬単票数 計 520561 的中 �� 9302（16番人気）
ワイド票数 計 896644 的中 �� 27085（9番人気）�� 19867（14番人気）�� 20658（13番人気）
3連複票数 計2041041 的中 ��� 19840（22番人気）
3連単票数 計2487256 的中 ��� 5272（97番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインスピリタス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．6．16 函館1着

2016．3．25生 牡4鹿 母 イルドロール 母母 イルネージュ 8戦2勝 賞金 21，789，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 スズカブレーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカブレーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年2月26日まで出走できない。

３レース目



（2小倉1）第4日 1月26日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

195，620，000円
3，020，000円
21，140，000円
1，710，000円
21，700，000円
69，403，500円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
411，956，700円
564，134，700円
216，286，200円
819，617，300円
374，358，100円
645，460，900円
1，335，230，600円
1，646，612，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，013，657，000円

総入場人員 9，812名 （有料入場人員 8，943名）
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