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02085 2月7日 晴 稍重 （3小倉1） 第8日 第1競走 1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

48 サトノロイヤル 牡3鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B488－ 81：45．9 1．7�
11 ベ ル ゼ ー ル 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 442± 01：46．85 18．0�
23 カシノシンセイ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 登別 青藍牧場 478－ 41：47．54 78．3�
612 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 498－121：47．71� 6．8�
36 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 498＋ 4 〃 アタマ 27．4	
714 バライロノキセキ 牝3鹿 54 藤岡 康太岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 454－141：48．23 15．4

713 ス ニ ッ プ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464± 01：48．41� 211．4�
35 アスクチャーチル 牡3鹿 56 菱田 裕二廣崎利洋HD� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 81：48．61� 5．1�
611 トーセンユーリ 牡3鹿 56 横山 和生島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 21：48．7クビ 19．3�
510 ダディーズソフィア 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大田島 大史氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 416－ 4 〃 クビ 249．5�
815 コスモパラティーナ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：49．12 232．6�
12 トップシンデレラ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 452－ 2 〃 クビ 25．9�
59 ザイグザンプル 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 470－ 21：49．3� 136．5�
24 ジョウショーキウン 牡3黒鹿56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 410－ 41：49．93� 89．6�
816 サクラレガッタ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486＋ 21：50．11� 78．9�
47 シゲルカナロア 牡3黒鹿56 �島 克駿森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか タイヘイ牧場 B524－ 61：50．31 49．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，701，500円 複勝： 72，593，500円 枠連： 9，042，600円
馬連： 46，201，400円 馬単： 25，026，200円 ワイド： 49，210，800円
3連複： 85，926，500円 3連単： 106，482，200円 計： 423，184，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 380円 � 920円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，360円 �� 10，170円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 39，240円

票 数

単勝票数 計 287015 的中 � 135063（1番人気）
複勝票数 計 725935 的中 � 430161（1番人気）� 22950（8番人気）� 8321（10番人気）
枠連票数 計 90426 的中 （1－4） 10200（3番人気）
馬連票数 計 462014 的中 �� 30255（5番人気）
馬単票数 計 250262 的中 �� 10419（8番人気）
ワイド票数 計 492108 的中 �� 22175（6番人気）�� 9218（14番人気）�� 1176（56番人気）
3連複票数 計 859265 的中 ��� 4214（42番人気）
3連単票数 計1064822 的中 ��� 1967（115番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．4―13．1―12．9―12．4―12．8―12．6―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．6―42．7―55．6―1：08．0―1：20．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
8，2－12（3，13）（1，9，14）15－7（5，10）－6（4，16）－11
8－（3，2）12（1，13）（15，9，14）（10，7，11）（5，16）－6，4

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

勝馬の
紹 介

サトノロイヤル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．8 新潟4着

2018．2．14生 牡3鹿 母 カネトシキフジン 母母 シュペリユール 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダディーズソフィア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月7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。
（非当選馬） 1頭 テイエムダイアタリ号

02086 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：44．1
1：43．9

良
良

47 アイリッシュムーン 牝3栗 54
53 ☆富田 暁�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 476－ 41：49．0 5．4�

48 イフィゲニア 牝3栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 41：49．1クビ 4．8�

12 ドリームマローネ 牝3栗 54
53 ☆斎藤 新 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 21：49．42 11．8�
24 イッツユアタイム 牝3鹿 54 横山 和生ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 41：49．61� 6．0�
35 キフジンノドレス 牝3芦 54 西村 淳也丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 478± 01：49．7アタマ 5．9	
713 ロ ゼ ッ ト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 410± 0 〃 アタマ 9．3

815 ララアンドツイカ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 480＋ 81：49．91� 44．6�
510 ハ ク ビ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466－ 61：50．0クビ 8．1
611 レジュールウール 牝3鹿 54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B466± 01：50．32 15．2�
714 オリエンタルメラク 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹棚網 基己氏 大江原 哲 新冠 ムラカミファーム 428－ 61：50．61� 65．5�
612 レープハフト 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 466± 01：50．92 57．6�
59 パレドジュスティス 牝3芦 54

53 ☆団野 大成 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B452－ 61：51．0� 85．6�
11 ナ ー ナ ー ラ 牝3鹿 54 原田 和真落合 幸弘氏 伊藤 大士 日高 戸川牧場 476＋161：51．63� 49．6�
23 レインボーリング 牝3栗 54 藤岡 康太吉田ひとみ氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 428－121：51．81� 28．6�
36 ブールアネージュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋121：54．7大差 43．9�

816 ボラーレヴィーア 牝3黒鹿54 国分 恭介中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 336－ 41：55．76 508．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，174，200円 複勝： 51，393，100円 枠連： 9，200，700円
馬連： 46，736，200円 馬単： 19，036，600円 ワイド： 50，996，000円
3連複： 80，394，600円 3連単： 66，187，900円 計： 352，119，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 170円 � 290円 枠 連（4－4） 1，600円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，100円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 30，620円

票 数

単勝票数 計 281742 的中 � 41029（2番人気）
複勝票数 計 513931 的中 � 82269（2番人気）� 85932（1番人気）� 38455（7番人気）
枠連票数 計 92007 的中 （4－4） 4436（6番人気）
馬連票数 計 467362 的中 �� 23009（1番人気）
馬単票数 計 190366 的中 �� 4011（11番人気）
ワイド票数 計 509960 的中 �� 21694（1番人気）�� 11624（16番人気）�� 12389（14番人気）
3連複票数 計 803946 的中 ��� 12036（10番人気）
3連単票数 計 661879 的中 ��� 1567（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．4―48．8―1：01．0―1：13．0―1：24．8―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイリッシュムーン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．7．12 福島5着

2018．5．12生 牝3栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 8戦1勝 賞金 13，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブールアネージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月7日まで平地競

走に出走できない。
ボラーレヴィーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競
走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第８日



02087 2月7日 晴 稍重 （3小倉1） 第8日 第3競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50分 （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

57 ゴーゴーチアフル 牝4栗 55
54 ☆亀田 温心上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 502＋ 8 57．7 38．9�

610� ララクリュサオル 牡5鹿 57 藤岡 康太フジイ興産� 今野 貞一 米 Ranjan
Racing Inc. 514＋ 2 58．12� 2．1�

（法942）

33 � エ ル ズ リ ー 牝5栗 55 西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan

d Farm B516－ 4 58．52� 26．0�
712� プリンセスヨウク 牝7鹿 55

52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 462＋14 58．61 8．8�
58 サイヤダンサー 牡4鹿 57 丹内 祐次西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 466＋ 4 58．91	 19．0�
711� フ ロ イ デ 
6栗 57

55 △山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B496± 0 59．11� 45．6	

814 ワルツフォーデビー 牡4栗 57 吉田 隼人風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 448－ 2 〃 アタマ 17．0

46 � ジューンマウス 牡4栗 57 原田 和真吉川 潤氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 462－ 4 〃 アタマ 11．5�
22 トリプルシックス 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 474＋ 2 59．2クビ 5．9�
69 サウンドヒーロー 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 450± 0 〃 クビ 117．9
45 メイショウゼッケイ 牝5栗 55

54 ☆団野 大成松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 414－ 6 59．3クビ 39．8�
813 カズオルヴァル 
4鹿 57 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 470＋14 59．4� 20．4�
34 フルールドネージュ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 430－ 6 59．93� 7．7�
（13頭）

11 � アメリカンニーニャ 牝4鹿 55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米
Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

B510－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，650，800円 複勝： 49，972，500円 枠連： 7，899，400円
馬連： 48，315，500円 馬単： 21，881，200円 ワイド： 49，339，200円
3連複： 72，873，800円 3連単： 75，095，400円 計： 362，027，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 710円 � 150円 � 690円 枠 連（5－6） 1，980円

馬 連 �� 5，590円 馬 単 �� 19，770円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 7，390円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 27，940円 3 連 単 ��� 209，400円

票 数

単勝票数 差引計 366508（返還計 3026） 的中 � 7520（10番人気）
複勝票数 差引計 499725（返還計 5500） 的中 � 14825（10番人気）� 117577（1番人気）� 15237（9番人気）
枠連票数 差引計 78994（返還計 3143） 的中 （5－6） 3077（11番人気）
馬連票数 差引計 483155（返還計 13985） 的中 �� 6694（22番人気）
馬単票数 差引計 218812（返還計 6190） 的中 �� 830（70番人気）
ワイド票数 差引計 493392（返還計 15776） 的中 �� 5988（29番人気）�� 1685（65番人気）�� 8348（20番人気）
3連複票数 差引計 728738（返還計 39403） 的中 ��� 1956（111番人気）
3連単票数 差引計 750954（返還計 37009） 的中 ��� 260（684番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．3―45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．9
3 7（2，6，8，11）（3，4，10，13）（5，14）9，12 4 7－（2，6，8，11）（3，4，10，13）14，5，12，9

勝馬の
紹 介

ゴーゴーチアフル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．9．22 阪神8着

2017．3．8生 牝4栗 母 マスターチアフル 母母 ホッコービューティ 9戦2勝 賞金 15，440，000円
〔競走除外〕 アメリカンニーニャ号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。
※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 レッドヴェイパー号

02088 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

812� セデックカズマ 牡5黒鹿60 植野 貴也合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 508＋ 43：11．9 1．9�
79 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 伴 啓太 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 488－123：12．32� 14．7�
33 ホウオウアクセル 牡5栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 23：13．47 3．5�
710 メメニシコリ 牡8鹿 60 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B478－ 43：14．04 19．6�
811 ワ ー ウ ル フ 牡4黒鹿59 西谷 誠窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 470＋ 43：14．42� 45．9�
56 アポロアベリア 牡4栗 59 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 548＋ 23：14．82� 11．9	
67 � オノーレペスカ 牝5青 58 高野 和馬三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 416－123：14．9� 63．2

44 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 472－ 43：15．0� 20．0�
55 トキノハヤテ 牡4鹿 59 蓑島 靖典田畑 富子氏 星野 忍 浦河 秋場牧場 514＋ 2 〃 アタマ 27．7�
11 ワンダーサーイター 牡4青鹿59 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 448－103：18．8大差 33．7
22 リンシャンカイホウ �6鹿 60 上野 翔�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 43：19．22 11．8�
68 � ドリームアロー 牡7鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 日高 出口牧場 420－123：20．05 142．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，994，500円 複勝： 46，741，200円 枠連： 7，302，300円
馬連： 28，231，400円 馬単： 18，748，600円 ワイド： 26，017，100円
3連複： 57，288，000円 3連単： 89，468，400円 計： 290，791，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 310円 �� 150円 �� 420円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 169945 的中 � 70896（1番人気）
複勝票数 計 467412 的中 � 320486（1番人気）� 15395（4番人気）� 50812（2番人気）
枠連票数 計 73023 的中 （7－8） 8030（2番人気）
馬連票数 計 282314 的中 �� 15118（3番人気）
馬単票数 計 187486 的中 �� 5973（6番人気）
ワイド票数 計 260171 的中 �� 18439（2番人気）�� 58681（1番人気）�� 12646（5番人気）
3連複票数 計 572880 的中 ��� 47395（1番人気）
3連単票数 計 894684 的中 ��� 12499（14番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 52．8－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
5－（10，2）（12，4）－9＝8，11，3，7－1－6・（5，12）－（9，10）－4（11，2）3－7，6－1－8

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

勝馬の
紹 介

�セデックカズマ �
�
父 Midnight Lute �

�
母父 Vindication

2016．1．30生 牡5黒鹿 母 クライシスオブスピリット 母母 Silverbulletway 障害：5戦1勝 賞金 17，090，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
※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 ビッグスコール号



02089 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8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

33 ビッグリボン 牝3鹿 54 西村 淳也石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 494 ―2：04．3 1．9�
11 � ピエドラアギーラ 牡3鹿 56 藤井勘一郎ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

464 ―2：05．04 22．3�
22 クールブリエ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �ゴールドアップ・
カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 466 ―2：05．42� 18．9�

77 シュアーウィナー 牡3鹿 56 横山 和生久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 472 ―2：05．61� 13．4�
88 モズカンリョウ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 谷川牧場 436 ―2：05．7クビ 54．4�
66 アイリスアゲート 牝3鹿 54 藤岡 康太 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444 ―2：06．87 4．2

55 サウンドブラック 牡3黒鹿56 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 新冠 小泉牧場 502 ―2：08．28 84．5�
44 ロンズデーライト 牡3鹿 56 吉田 隼人 	シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 502 ―2：08．3� 3．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，118，700円 複勝： 21，941，200円 枠連： 発売なし
馬連： 31，458，700円 馬単： 20，470，800円 ワイド： 23，120，800円
3連複： 41，475，100円 3連単： 99，415，500円 計： 266，000，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 630円 �� 650円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計 281187 的中 � 113211（1番人気）
複勝票数 計 219412 的中 � 95672（1番人気）� 12444（5番人気）� 12355（6番人気）
馬連票数 計 314587 的中 �� 13498（5番人気）
馬単票数 計 204708 的中 �� 5880（8番人気）
ワイド票数 計 231208 的中 �� 9671（7番人気）�� 9357（8番人気）�� 3252（16番人気）
3連複票数 計 414751 的中 ��� 6168（14番人気）
3連単票数 計 994155 的中 ��� 3754（61番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―12．8―13．4―13．3―12．6―11．8―11．5―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．9―37．7―51．1―1：04．4―1：17．0―1：28．8―1：40．3―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグリボン 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．3．5生 牝3鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 1戦1勝 賞金 6，000，000円

02090 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走12時40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

818 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿 54
53 ☆富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：09．7 10．3�
510 バーニングパワー 牝3栗 54 藤岡 康太長谷川光司氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 462－101：09．8� 6．0�
36 エコロキング 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心原村 正紀氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 416－161：09．9� 5．7�
611 デンプシーロール 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト
クラブ 422－ 21：10．43 5．7�

12 エミーブリッツ 牝3栗 54 原田 和真今井 優氏 小桧山 悟 日高 クリアファーム 414－ 21：10．61� 238．8�
714 アースフレア 牝3鹿 54 高倉 稜 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482－ 6 〃 クビ 15．3	
715 フィルムスコア 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 456＋ 41：10．7クビ 11．9

612 ツイスタンシャウツ 牡3鹿 56 藤井勘一郎薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 高橋 修 492＋ 81：10．91� 159．4�
59 アンカシャムローグ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 438－12 〃 アタマ 109．5

816 フレンドロマン 牝3芦 54
52 △山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 394－ 41：11．0� 100．8�
11 カシノマイスター 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 490 ―1：11．1クビ 200．3�
35 ダノンフェリペ 牝3青鹿54 吉田 隼人�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか 千代田牧場 476－10 〃 クビ 39．8�
713 プライドマイセルフ 牝3栗 54 菱田 裕二�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 466± 0 〃 クビ 125．8�
24 レッドフランカー 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：11．2� 2．7�
47 ライングローリー 牡3鹿 56 井上 敏樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 海馬沢 明 476－121：11．3クビ 240．4�
817 ア ヴ ォ カ ド 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 B478＋ 41：11．62 17．8�
48 ビ ス バ ル ト 牡3栗 56 和田 翼 �YGGホースクラブ 石橋 守 新冠 川上牧場 484± 01：12．02� 178．8�
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23 ホウオウツインクル 牝3栗 54 西村 淳也小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，383，600円 複勝： 45，976，600円 枠連： 9，706，000円
馬連： 50，275，900円 馬単： 21，548，700円 ワイド： 46，234，300円
3連複： 84，304，900円 3連単： 81，948，500円 計： 371，378，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 200円 � 200円 � 190円 枠 連（5－8） 1，310円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 880円 �� 820円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 30，090円

票 数

単勝票数 差引計 313836（返還計 354） 的中 � 24185（5番人気）
複勝票数 差引計 459766（返還計 1254） 的中 � 59959（4番人気）� 59598（5番人気）� 64946（3番人気）
枠連票数 差引計 97060（返還計 48） 的中 （5－8） 5731（8番人気）
馬連票数 差引計 502759（返還計 1400） 的中 �� 13440（13番人気）
馬単票数 差引計 215487（返還計 769） 的中 �� 2727（25番人気）
ワイド票数 差引計 462343（返還計 2480） 的中 �� 13386（12番人気）�� 14468（9番人気）�� 15610（7番人気）
3連複票数 差引計 843049（返還計 5827） 的中 ��� 12463（16番人気）
3連単票数 差引計 819485（返還計 5786） 的中 ��� 1974（100番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．4―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．0―45．8―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 ・（9，12）11，17，10，15（1，14）－（8，16）18（4，6）（2，13）－（5，7） 4 ・（9，12）11，10（1，14，17）（15，18）（16，6）－（8，4，13）（2，7）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴットゴーゴー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．8．8 札幌3着

2018．5．11生 牝3黒鹿 母 デ コ レ イ ト 母母 デゴッドドーター 6戦1勝 賞金 9，480，000円
〔出走取消〕 ホウオウツインクル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 キューツィーパイ号・キーパイレーツ号・クイントン号・サイタオフェーリア号・トーホウレッド号・

ナムラスパロー号・ベルウッドアリイ号・ベルウッドサンキュ号・マイネルニゲラ号



02091 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13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

11 モズマンジロウ 牡3鹿 56 西村 淳也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 460－ 62：02．4 4．6�
610 ジオフロント 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：02．61� 2．1�
813� ドンナセレーノ 牝3鹿 54 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B408－ 22：02．81� 5．5�
34 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 浜中 俊�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 62：02．9クビ 6．5�
57 スマイルパワー 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 436＋16 〃 クビ 141．6	
45 テーオーターナー 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 496－ 82：03．21	 29．2

69 ロードドレイク 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 440－ 62：03．41� 86．9�
22 ウインマイソウル 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 82：03．5� 55．2�
712 レッドレジェーラ 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B488＋ 8 〃 アタマ 13．5
46 マイネルリリーフ 牡3芦 56 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 458－ 22：03．6クビ 54．2�
814 マテンロウスタイル 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 514－ 22：03．7� 80．0�
58 セブンデイズ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 476－ 2 〃 アタマ 22．0�
33 レイワミノル 牡3黒鹿56 
島 克駿松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 B476－ 22：03．8	 97．4�
711 メイショウセッサイ 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 468± 02：04．33 88．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，286，000円 複勝： 50，211，600円 枠連： 7，226，500円
馬連： 48，337，900円 馬単： 22，584，300円 ワイド： 45，864，300円
3連複： 74，716，900円 3連単： 88，998，900円 計： 377，226，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 300円 �� 540円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 392860 的中 � 67582（2番人気）
複勝票数 計 502116 的中 � 72650（3番人気）� 148292（1番人気）� 77587（2番人気）
枠連票数 計 72265 的中 （1－6） 11255（1番人気）
馬連票数 計 483379 的中 �� 73129（1番人気）
馬単票数 計 225843 的中 �� 14579（3番人気）
ワイド票数 計 458643 的中 �� 39508（3番人気）�� 19190（6番人気）�� 49803（1番人気）
3連複票数 計 747169 的中 ��� 44337（2番人気）
3連単票数 計 889989 的中 ��� 10124（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―12．6―12．5―12．4―12．1―12．0―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．4―48．0―1：00．5―1：12．9―1：25．0―1：37．0―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズマンジロウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．10．24 東京2着

2018．2．4生 牡3鹿 母 アンシェルブルー 母母 バードキャット 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※マイネルリリーフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02092 2月7日 晴 稍重 （3小倉1） 第8日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

55 ハンメルフェスト 牡4黒鹿56 浜中 俊�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 558± 02：32．1 2．2�
66 � ニシノトランザム �6鹿 57

56 ☆団野 大成西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

488－ 62：32．84 14．5�
77 グッドリドゥンス 牡4栗 56 横山 和生林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490＋ 82：33．33 15．1�
88 オ ー マ オ 牡5栗 57 藤岡 康太吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450－ 62：33．4� 8．1�
33 タニノシェクハンド 牡5栗 57 西村 淳也谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 488－ 62：33．6� 5．4�
11 	 ワンダーラジャ 牡7栗 57 吉田 隼人山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 518－ 22：33．7
 3．0	
44 キモンボーイ 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 514－ 2 〃 クビ 38．6

22 サンライズヴュー 牡5青鹿57 �島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 B466－102：34．44 88．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，632，400円 複勝： 26，065，700円 枠連： 発売なし
馬連： 38，251，400円 馬単： 20，732，900円 ワイド： 26，690，200円
3連複： 47，405，000円 3連単： 105，779，800円 計： 292，557，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 160円 � 420円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 700円 �� 640円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 21，170円

票 数

単勝票数 計 276324 的中 � 97623（1番人気）
複勝票数 計 260657 的中 � 57137（2番人気）� 13426（6番人気）� 18113（5番人気）
馬連票数 計 382514 的中 �� 14964（7番人気）
馬単票数 計 207329 的中 �� 4750（13番人気）
ワイド票数 計 266902 的中 �� 10057（10番人気）�� 11017（8番人気）�� 3437（17番人気）
3連複票数 計 474050 的中 ��� 5602（22番人気）
3連単票数 計1057798 的中 ��� 3621（73番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．3―12．7―13．1―13．0―13．4―12．6―12．4―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．6―37．9―50．6―1：03．7―1：16．7―1：30．1―1：42．7―1：55．1―2：07．5―2：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．4―3F37．0
1
�
6＝8，5，3，2，1－4－7
6（8，5）－（3，7）（1，2）－4

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

勝馬の
紹 介

ハンメルフェスト �

父 キ ズ ナ �


母父 Red Ransom デビュー 2019．10．27 京都5着

2017．2．24生 牡4黒鹿 母 ラッシュカッター 母母 Elizabeth Bay 11戦2勝 賞金 22，460，000円



02093 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第9競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）

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

714 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 藤岡 康太五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：08．9 7．4�
715 ユールファーナ 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：09．22 42．9�
818 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋121：09．3クビ 10．3�
36 アーモロート 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504＋101：09．41 4．9�
12 ストラトスフィア 牝5鹿 55

52 ▲秋山 稔樹�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム 476－ 4 〃 アタマ 91．7	

817 レオハイセンス 牝4鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 442＋ 61：09．5クビ 13．7

35 ミ ズ リ ー ナ 牝4鹿 55 横山 和生北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 21：09．6� 15．8�
23 オメガハートクィン 牝5黒鹿55 浜中 俊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 7．7
11 リ ャ ス ナ 牝5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 452± 01：09．7クビ 3．5�
611 ロ ナ 牝5黒鹿55 �島 克駿桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B460＋ 4 〃 アタマ 22．0�
48 シシリエンヌ 牝5青鹿 55

54 ☆団野 大成手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B490－ 4 〃 クビ 25．9�
612 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 55

53 △山田 敬士�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 410＋ 21：09．8アタマ 62．5�
59 クーファイザナミ 牝4鹿 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 414＋ 2 〃 � 22．7�
816 ミヤコローズ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 育也吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 430－ 81：09．9クビ 57．9�
713	 ホウオウグラス 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 428－ 5 〃 アタマ 196．9�
510 ノーブルプルート 牝7鹿 55

53 ◇藤田菜七子吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 486＋ 61：10．22 48．6�
24 サクセスハーモニー 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 444＋ 61：10．51� 56．1�
47 アセンダント 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 B446－121：11．88 32．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，207，400円 複勝： 64，209，800円 枠連： 16，678，700円
馬連： 73，023，000円 馬単： 27，772，100円 ワイド： 74，104，900円
3連複： 144，450，200円 3連単： 126，051，300円 計： 567，497，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 1，000円 � 400円 枠 連（7－7） 9，790円

馬 連 �� 17，450円 馬 単 �� 35，300円

ワ イ ド �� 5，800円 �� 1，510円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 50，880円 3 連 単 ��� 344，850円

票 数

単勝票数 計 412074 的中 � 44527（3番人気）
複勝票数 計 642098 的中 � 84120（3番人気）� 14393（12番人気）� 41676（6番人気）
枠連票数 計 166787 的中 （7－7） 1319（31番人気）
馬連票数 計 730230 的中 �� 3243（61番人気）
馬単票数 計 277721 的中 �� 590（119番人気）
ワイド票数 計 741049 的中 �� 3256（67番人気）�� 12967（14番人気）�� 2682（77番人気）
3連複票数 計1444502 的中 ��� 2129（172番人気）
3連単票数 計1260513 的中 ��� 265（1138番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―45．2―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（2，4，11）（1，5）（3，6，7，17）（8，10）18（12，13，14，16）9，15 4 ・（2，4，11）（1，3，5）（6，17）（8，7，18）（12，10）（13，14）（9，15，16）

勝馬の
紹 介

ミ ア グ ア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．12．17 阪神2着

2015．5．6生 牝6青鹿 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 20戦2勝 賞金 30，527，000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。
（非当選馬） 1頭 バトルカグヤ号
（非抽選馬） 1頭 シャルロワ号

02094 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第10競走 ��1，800�
は さ み

波 佐 見 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

712 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 56 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B472± 01：48．1 2．6�
58 ニホンピロスクーロ �4青鹿56 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 490＋ 41：48．41� 5．0�
45 パ イ ネ 牝4黒鹿54 団野 大成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：48．61� 8．5�
814	 アイロンワークス 牡4鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 484－ 4 〃 ハナ 9．9�
57 タツオウカケンラン 牝4青鹿54 菱田 裕二鈴木 髙幸氏 
島 一歩 新ひだか 畠山牧場 442＋101：48．7� 59．0	
22 ヴェルザスカ 牝4鹿 54 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 442＋ 21：49．01� 7．2

46 ディザイアソング 牝5鹿 55 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 448－ 41：49．1� 229．0�
711 サンライズヘルメス 牡4鹿 56 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 482＋12 〃 ハナ 42．7�
11 コスモミローディア 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 470－ 21：49．31 87．2
813 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 富田 暁近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 13．2�
34 ジャストマリッジ 牝5栗 55 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 426－101：49．61� 71．2�
33 アキノコマチ 牝5鹿 55 横山 和生穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 6．5�
610 ベリンダアン 牝4青鹿54 藤田菜七子 TURFレーシング 小野 次郎 むかわ 平岡牧場 432＋ 21：49．91� 130．8�
69 � セイウンクロクモ 牡4青鹿56 黛 弘人西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 484－ 21：50．43 161．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，886，500円 複勝： 56，066，700円 枠連： 14，314，800円
馬連： 76，530，900円 馬単： 32，880，900円 ワイド： 63，205，100円
3連複： 115，778，700円 3連単： 142，094，200円 計： 543，757，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 190円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 8，640円

票 数

単勝票数 計 428865 的中 � 131030（1番人気）
複勝票数 計 560667 的中 � 149654（1番人気）� 69049（3番人気）� 63683（4番人気）
枠連票数 計 143148 的中 （5－7） 14549（3番人気）
馬連票数 計 765309 的中 �� 74605（2番人気）
馬単票数 計 328809 的中 �� 16265（2番人気）
ワイド票数 計 632051 的中 �� 48348（2番人気）�� 38870（3番人気）�� 23266（9番人気）
3連複票数 計1157787 的中 ��� 36660（6番人気）
3連単票数 計1420942 的中 ��� 11919（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．7―47．4―59．1―1：11．1―1：23．1―1：35．3

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

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

勝馬の
紹 介

ル ヴ ァ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Monsun デビュー 2019．7．27 新潟7着

2017．2．5生 牡4鹿 母 ピュアブリーゼ 母母 ピューリティー 13戦2勝 賞金 25，198，000円



02095 2月7日 晴 良 （3小倉1） 第8日 第11競走 ��
��2，000�

かんもんきょう

関門橋ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

66 ワールドウインズ 	4鹿 55 藤岡 康太川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458± 02：00．4 3．9�
78 パンサラッサ 牡4鹿 55 菱田 裕二広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 468－ 22：00．5クビ 4．0�
44 コスモカレンドゥラ 牡5栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 62：00．92
 7．8�
22 メイショウエイコウ 牡7鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 458＋ 62：01．0クビ 20．9�
811 アメリカズカップ 牡7黒鹿56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 62：01．1
 21．4	
55 マンオブスピリット 牡4鹿 55 団野 大成ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B496＋ 8 〃 クビ 3．4

33 � ツーエムアロンソ 牡5鹿 56 高倉 稜村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 544－ 62：01．2クビ 9．0�
810 ジ ェ シ ー 牡6鹿 56 斎藤 新 �キャロットファーム 石坂 公一 平取 坂東牧場 498－ 62：01．62
 75．0�
79 ナ ル ハ ヤ 牝7黒鹿54 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 504－122：01．7クビ 14．4
11 � スズカディープ 	9青鹿56 和田 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B430－ 8 〃 クビ 51．5�
67 ミスディレクション 	7黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－122：02．44 39．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，652，600円 複勝： 75，157，800円 枠連： 23，051，300円
馬連： 170，824，400円 馬単： 64，157，700円 ワイド： 103，694，000円
3連複： 260，126，600円 3連単： 350，528，900円 計： 1，109，193，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 150円 � 180円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 370円 �� 520円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 616526 的中 � 126162（2番人気）
複勝票数 計 751578 的中 � 154099（1番人気）� 132717（3番人気）� 90896（4番人気）
枠連票数 計 230513 的中 （6－7） 33297（1番人気）
馬連票数 計1708244 的中 �� 157912（2番人気）
馬単票数 計 641577 的中 �� 30660（3番人気）
ワイド票数 計1036940 的中 �� 74510（2番人気）�� 49764（7番人気）�� 50532（6番人気）
3連複票数 計2601266 的中 ��� 108530（5番人気）
3連単票数 計3505289 的中 ��� 40143（9番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．7―12．5―12．1―11．9―12．1―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―23．1―34．8―47．3―59．4―1：11．3―1：23．4―1：35．6―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドウインズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．11．9 京都2着

2017．3．10生 	4鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 10戦4勝 賞金 66，729，000円
〔発走状況〕 マンオブスピリット号は，発進不良〔出遅れ〕。

02096 2月7日 晴 稍重 （3小倉1） 第8日 第12競走 1，700�
ひ ら お だ い

平 尾 台 特 別
発走16時00分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上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 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

35 ニーズヘッグ 牝4鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 480－ 81：44．0 4．2�
11 ローズベリル 牝6黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B488－ 41：44．31� 10．5�
48 ペイシャノリッジ 牝4鹿 54 森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 416－ 21：44．41� 4．1�
36 ティボリドライヴ 牝5栗 55 �島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－ 21：44．93 25．9�
24 アーデルワイゼ 牝6青鹿55 斎藤 新 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 クビ 118．0	
47 モリノカワセミ 牝5鹿 55 木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 454－ 61：45．1� 89．1

12 ミモザゴール 牝4鹿 54 秋山 稔樹 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 486＋ 41：45．41� 6．6�
815 ジョウショーリード 牝4黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 478－ 21：45．5� 21．1�
714 ノ ー チ ラ ス 牝5栗 55 西村 淳也�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 460－ 6 〃 クビ 29．2
612 メリッサーニ 牝6鹿 55 団野 大成�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496－121：45．6� 22．4�
611 カリーニョミノル 牝7鹿 55 亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500－ 21：45．7� 11．6�
510 クラサーヴィツァ 牝5栗 55 富田 暁椎名 節氏 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 21：45．8クビ 62．6�
59 	 リーピングリーズン 牝5青鹿55 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 494－ 2 〃 ハナ 7．5�

23 ストリートピアノ 牝4芦 54 丹内 祐次高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 460＋ 21：46．01� 33．6�
816 ク レ デ ン ザ 牝4芦 54 藤岡 康太�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 458＋101：46．74 13．2�
713 ザ イ ラ 牝4鹿 54 川又 賢治吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 476± 01：48．410 194．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，594，300円 複勝： 104，853，100円 枠連： 29，241，800円
馬連： 123，390，900円 馬単： 44，933，000円 ワイド： 107，677，100円
3連複： 226，529，400円 3連単： 219，971，900円 計： 917，191，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 270円 � 160円 枠 連（1－3） 1，230円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 450円 �� 790円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 26，290円

票 数

単勝票数 計 605943 的中 � 114142（2番人気）
複勝票数 計1048531 的中 � 186128（2番人気）� 81142（6番人気）� 186896（1番人気）
枠連票数 計 292418 的中 （1－3） 18318（5番人気）
馬連票数 計1233909 的中 �� 28011（12番人気）
馬単票数 計 449330 的中 �� 5817（17番人気）
ワイド票数 計1076771 的中 �� 23402（12番人気）�� 65188（1番人気）�� 34269（5番人気）
3連複票数 計2265294 的中 ��� 39819（6番人気）
3連単票数 計2199719 的中 ��� 6066（44番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．8―12．6―12．5―12．4―12．2―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．0―42．6―55．1―1：07．5―1：19．7―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニーズヘッグ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．11．2 東京8着

2017．3．29生 牝4鹿 母 リ ュ ウ メ イ 母母 ダイコーフリーマン 13戦3勝 賞金 45，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 デュアルウィールド号

３レース目



（3小倉1）第8日 2月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

202，650，000円
7，350，000円
21，930，000円
1，370，000円
23，650，000円
66，231，000円
5，190，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
443，282，500円
665，182，800円
133，664，100円
781，577，600円
339，773，000円
666，153，800円
1，291，269，700円
1，552，022，900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 5，872，926，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回小倉競馬第8日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。



令和3年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，347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

1，579，210，000円
33，690，000円
159，190，000円
12，340，000円
177，370，000円
555，525，500円
45，774，500円
12，931，200円

勝馬投票券売得金
3，432，674，400円
5，058，868，600円
1，144，668，000円
5，964，001，200円
2，561，112，100円
5，146，263，800円
9，742，659，300円
11，270，028，500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 44，320，275，900円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回小倉競馬は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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