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05013 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2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

611 ギブミーラブ 牝3鹿 54 浜中 俊 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 488－ 21：48．2 16．6�
59 スズカマクフィ 牝3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－ 41：48．62� 13．6�
11 マテンロウルビー 牝3鹿 54 藤岡 康太寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．81� 15．7�
612 スマートパルフェ 牝3黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 石坂 正 新ひだか グランド牧場 428± 01：48．9クビ 66．8�
12 グレイシャーパーク 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 27．5	
48 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 456－ 4 〃 クビ 66．4


36 イマジンヨウコ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 462－ 41：49．0� 13．2�

35 エンタイトルド 牝3栗 54
53 ☆菅原 明良 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 416± 0 〃 ハナ 7．8�

713 サトミノヒカリ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456＋ 41：49．31� 32．6
24 プリンニシテヤルノ 牝3鹿 54 国分 優作ニューマレコード� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋101：49．4� 25．1�
815 キオネヴェリテ 牝3芦 54 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－141：49．61� 118．9�
23 シゲルジョウム 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 444－ 81：50．23� 141．2�
816 スクウェアセイル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：50．62� 1．5�
714 キチロクレディス 牝3鹿 54 黛 弘人山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 430± 01：50．7クビ 183．0�
47 カンジンカナメ 牝3青鹿54 丹内 祐次由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 442－ 21：52．5大差 24．6�
510 ラグランジア 牝3鹿 54

52 △山田 敬士岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：53．03 183．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，000，800円 複勝： 89，754，500円 枠連： 9，067，300円
馬連： 42，504，300円 馬単： 25，097，100円 ワイド： 47，295，400円
3連複： 76，987，300円 3連単： 91，440，500円 計： 410，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 740円 � 940円 � 1，120円 枠 連（5－6） 8，250円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 21，050円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 2，150円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 29，160円 3 連 単 ��� 161，690円

票 数

単勝票数 計 280008 的中 � 13466（6番人気）
複勝票数 計 897545 的中 � 32682（3番人気）� 25157（5番人気）� 20924（7番人気）
枠連票数 計 90673 的中 （5－6） 851（21番人気）
馬連票数 計 425043 的中 �� 3740（23番人気）
馬単票数 計 250971 的中 �� 894（47番人気）
ワイド票数 計 472954 的中 �� 5676（20番人気）�� 5682（19番人気）�� 4429（26番人気）
3連複票数 計 769873 的中 ��� 1980（74番人気）
3連単票数 計 914405 的中 ��� 410（395番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―12．3―13．0―12．1―12．6―12．9―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．3―18．5―30．8―43．8―55．9―1：08．5―1：21．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．7
1
3
1（2，11）3（6，7，14，16）－12（4，5）8，10－13，9－15・（1，11）（2，16）－6（3，12）8（4，5，7，9）（13，14）－10－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギブミーラブ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Bernstein デビュー 2020．7．11 阪神9着

2018．1．27生 牝3鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラグランジア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月14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 ビーナスオーキッド号

05014 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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
1：06．5
1：06．5

良
良

12 タガノスペルノヴァ 牡3青鹿56 �島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430－ 21：08．2 12．2�

715 スカーレットジンク 牡3芦 56 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：08．41� 3．9�
818 クレマチステソーロ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 466＋12 〃 アタマ 15．6�

713 ミエノベルル 牡3鹿 56 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 2．7�
612 ランスオブミューズ 牝3鹿 54 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：08．5� 9．5	
23 カシノフォワード �3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 440± 0 〃 ハナ 34．7

24 タッシーベリンダ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心吉岡 輝美氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：08．6	 22．5�
611 スカイカンナ 牝3鹿 54 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 442± 01：08．81� 21．2�
35 メイショウヒゾッコ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 396＋ 21：08．9アタマ 42．4
510 ゲツメンチャクリク 牝3鹿 54

52 △山田 敬士小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 422＋ 2 〃 クビ 49．5�
714 ゴルトメーネ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新犬塚悠治郎氏 小手川 準 新冠 ハクツ牧場 424＋ 81：09．0	 31．6�
47 リッターヴォルト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 日高 三輪 幸子 466＋ 41：09．21 12．3�

817 マイネルニゲラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 502＋10 〃 クビ 42．2�

59 ジョージバローズ 牡3黒鹿56 西村 淳也猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 474－ 41：09．41� 17．0�
816 ノボインパクト 牝3鹿 54 勝浦 正樹�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 434－ 61：10．03� 153．2�
48 ク イ ン ト ン 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 むかわ 真壁 信一 428－ 81：10．32 162．6�
36 ジンジャーミント 牝3栗 54 川又 賢治水上 行雄氏 羽月 友彦 新冠 富本 茂喜 422－121：13．0大差 343．7�
11 イッツアメモリー 牝3黒鹿54 荻野 極�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 424＋ 21：15．3大差 255．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，178，800円 複勝： 46，267，900円 枠連： 11，050，700円
馬連： 45，466，300円 馬単： 17，113，200円 ワイド： 47，044，400円
3連複： 85，429，600円 3連単： 69，243，300円 計： 350，794，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 380円 � 150円 � 390円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 830円 �� 3，020円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 10，700円 3 連 単 ��� 72，330円

票 数

単勝票数 計 291788 的中 � 18995（4番人気）
複勝票数 計 462679 的中 � 26460（6番人気）� 103022（2番人気）� 25788（8番人気）
枠連票数 計 110507 的中 （1－7） 8962（4番人気）
馬連票数 計 454663 的中 �� 15946（4番人気）
馬単票数 計 171132 的中 �� 2530（14番人気）
ワイド票数 計 470444 的中 �� 15021（3番人気）�� 3847（37番人気）�� 12155（9番人気）
3連複票数 計 854296 的中 ��� 5984（26番人気）
3連単票数 計 692433 的中 ��� 694（214番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―10．6―11．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―32．4―43．8―55．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノスペルノヴァ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．10 京都3着

2018．3．30生 牡3青鹿 母 タガノエトワール 母母 シーサイドブリーズ 6戦1勝 賞金 7，670，000円
〔発走状況〕 リッターヴォルト号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジンジャーミント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月14日まで平地競

走に出走できない。
イッツアメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 クラウディベイ号・スノークリスマス号・ナムラスパロー号・ハクサンハーバー号・ベルウッドサンキュ号

第２回 小倉競馬 第２日



05015 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10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

22 スナークショウエン 牝3栗 54
53 ☆菅原 明良杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 466－ 2 59．1 3．6�

44 ユスティニアン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：00．16 4．6�
11 ビービーダルク 牝3鹿 54 藤岡 康太�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 462＋ 41：00．2クビ 5．6�
33 セイブロッケン 牡3黒鹿56 �島 克駿金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 456＋ 21：00．3� 6．0�
69 ラグラスドシエル 牝3黒鹿54 高倉 稜梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 444＋ 6 〃 アタマ 38．1�
68 ラスティネイル 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 442－ 21：00．51� 26．6	
711 スプリングローズ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 432－ 21：00．6クビ 18．2

45 トーアテンニョ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 420＋ 21：00．81� 125．6�
56 パワーインユニティ 牡3鹿 56 国分 優作飯田 正剛氏 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：01．11� 147．9
710 メイショウホガラカ 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 426－ 21：01．2� 40．6�
812 クリムゾンハート 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446± 01：01．41� 5．6�
813 イデアエスクロー 牡3鹿 56 原田 和真益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 470± 01：01．93 14．2�
57 シビックモエ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心國枝久美子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 384 ―1：04．6大差 64．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，685，700円 複勝： 37，669，900円 枠連： 6，831，600円
馬連： 38，992，100円 馬単： 18，182，000円 ワイド： 35，708，100円
3連複： 61，679，400円 3連単： 68，635，300円 計： 292，384，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 180円 枠 連（2－4） 940円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 246857 的中 � 53689（1番人気）
複勝票数 計 376699 的中 � 71528（1番人気）� 61191（2番人気）� 49486（4番人気）
枠連票数 計 68316 的中 （2－4） 5609（3番人気）
馬連票数 計 389921 的中 �� 36286（1番人気）
馬単票数 計 181820 的中 �� 8366（2番人気）
ワイド票数 計 357081 的中 �� 26666（1番人気）�� 18373（5番人気）�� 26499（2番人気）
3連複票数 計 616794 的中 ��� 39084（1番人気）
3連単票数 計 686353 的中 ��� 7785（3番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークショウエン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．6．27 阪神8着

2018．3．1生 牝3栗 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 7戦1勝 賞金 8，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シビックモエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月14日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 キンバ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 アジェナ号

05016 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2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� ブルベアカーキ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 560－ 23：14．4 5．7�
44 ダイワスキャンプ �9鹿 60 五十嵐雄祐大城 正一氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 440－ 83：14．72 15．4�
67 メイショウウチデ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 462－ 63：14．8� 3．3�
79 クリノテルチャン 牝4栗 57 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 490－ 2 〃 クビ 30．0�
56 レオビヨンド 牡5鹿 60 植野 貴也�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 476－123：15．0� 6．3�
710 モリトシュン 牡5青鹿60 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 482＋ 23：15．1� 134．7	
33 キ ー パ ン チ 牡4鹿 59 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468± 03：16．05 7．3

811 ミスズフリオーソ 牡6栗 60 平沢 健治永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 488＋ 43：16．21� 53．0�
55 ショウナンタイガ 牡5鹿 60 白浜 雄造国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 486－ 63：17．47 45．9�
11 アドマイヤミランダ 牝4芦 57 難波 剛健近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476± 03：17．71� 3．8
22 スズカワークシップ 牡6鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 484＋ 43：20．1大差 68．9�
68 ダイシンカローリ 牡6栗 60 西谷 誠大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 512－12 （競走中止） 17．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，581，300円 複勝： 21，307，400円 枠連： 6，303，500円
馬連： 30，521，000円 馬単： 15，437，700円 ワイド： 25，484，800円
3連複： 53，569，300円 3連単： 64，969，400円 計： 236，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 250円 � 160円 枠 連（4－8） 3，510円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 600円 �� 460円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 26，370円

票 数

単勝票数 計 185813 的中 � 25952（3番人気）
複勝票数 計 213074 的中 � 34919（3番人気）� 18923（6番人気）� 37473（1番人気）
枠連票数 計 63035 的中 （4－8） 1391（15番人気）
馬連票数 計 305210 的中 �� 7865（13番人気）
馬単票数 計 154377 的中 �� 2153（23番人気）
ワイド票数 計 254848 的中 �� 10922（5番人気）�� 14753（4番人気）�� 7813（12番人気）
3連複票数 計 535693 的中 ��� 11328（12番人気）
3連単票数 計 649694 的中 ��� 1786（94番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．0－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ブルベアカーキ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ク ロ フ ネ

2016．3．23生 牡5鹿 母 メデタイメデタイ 母母 タイトルロウル 障害：4戦1勝 賞金 11，100，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ダイシンカローリ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目2号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 メイショウウチデ号の騎手小坂忠士は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ダイシンカローリ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目2号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再審

査〔平地調教を含む〕。



05017 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第5競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

57 モンテディオ 牡3鹿 56 �島 良太毛利 元昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．2 2．6�
812 アレレブルー 牡3黒鹿56 �島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社

吉田ファーム 444＋ 21：49．41� 7．1�
711 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 菱田 裕二加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 クビ 82．2�
710 レ ヴ ォ リ オ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 470－ 2 〃 アタマ 69．8�

11 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 41：49．5クビ 2．9�
22 キ ネ シ ク ス 牡3栗 56 吉田 隼人 	シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 450－ 81：49．6� 4．9

45 ボーランズテソーロ 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか 前田ファーム 432＋ 21：49．7� 106．8�

813 デルマアミダ 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 474＋ 21：49．8クビ 42．2�

69 ハービンクレア 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 418± 01：50．01� 38．5
33 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 518＋ 21：50．1� 24．9�
44 フィリウスデイ 牡3黒鹿56 西村 淳也杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 420－ 61：50．2クビ 18．4�
56 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 388－ 61：50．51� 187．0�

68 ハクサンキュート 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 �川 啓一 440± 01：50．61 273．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，849，900円 複勝： 31，950，000円 枠連： 6，976，800円
馬連： 34，419，800円 馬単： 19，644，000円 ワイド： 31，934，500円
3連複： 56，599，900円 3連単： 79，330，900円 計： 284，705，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，110円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，020円 �� 5，760円

3 連 複 ��� 12，720円 3 連 単 ��� 35，390円

票 数

単勝票数 計 238499 的中 � 73046（1番人気）
複勝票数 計 319500 的中 � 84632（1番人気）� 42029（4番人気）� 4841（9番人気）
枠連票数 計 69768 的中 （5－8） 7784（3番人気）
馬連票数 計 344198 的中 �� 26646（4番人気）
馬単票数 計 196440 的中 �� 8981（6番人気）
ワイド票数 計 319345 的中 �� 25636（4番人気）�� 3821（19番人気）�� 1311（38番人気）
3連複票数 計 565999 的中 ��� 3335（33番人気）
3連単票数 計 793309 的中 ��� 1625（99番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．5―12．3―12．1―11．7―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．5―49．8―1：01．9―1：13．6―1：25．2―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンテディオ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2020．9．13 中京3着

2018．3．1生 牡3鹿 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid 5戦1勝 賞金 12，900，000円

05018 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （芝・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
1：06．5
1：06．5

良
良

24 エーティーメジャー 牡4鹿 57 小崎 綾也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 494＋ 41：08．2 31．9�
47 アサケエース 牡4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 438＋ 4 〃 ハナ 4．7�
48 メメントモリ 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 474＋14 〃 ハナ 4．1�
817 リーゼントアイリス 牝6黒鹿 55

54 ☆斎藤 新三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 442＋ 41：08．41� 55．1�
815 クリノサンシャイン 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 430＋ 61：08．5� 21．0�
510 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 518± 0 〃 クビ 20．9�
611 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 吉田 隼人森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 464± 0 〃 ハナ 4．5	
35 エピックガール 牝5鹿 55 菱田 裕二合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 442－ 2 〃 アタマ 6．8

713� ホウオウグラス 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心小笹 芳央氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 422－ 6 〃 ハナ 151．6�
11 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：08．6クビ 24．8
23 ヴィクトリアポデル 牡5鹿 57

55 △山田 敬士西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B508＋ 6 〃 アタマ 141．8�
36 ショウナンバービー 牝4鹿 55

54 ☆菅原 明良�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 496－ 2 〃 クビ 19．4�
816� スーパーノーマル 牝6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 470－ 2 〃 ハナ 54．2�
612 レッドヴェイパー 牝4鹿 55 黛 弘人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 424－ 21：08．7クビ 204．4�
714 ノーブルプルート 牝7鹿 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 488＋ 2 〃 ハナ 45．4�
59 スウィートメリナ 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 438＋ 6 〃 ハナ 32．4�
12 レリスタット 牝4青鹿55 丹内 祐次�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 452＋ 41：08．91 9．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，839，300円 複勝： 41，231，500円 枠連： 10，570，100円
馬連： 43，532，500円 馬単： 17，231，600円 ワイド： 43，852，300円
3連複： 76，103，400円 3連単： 71，249，000円 計： 334，609，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 380円 � 170円 � 200円 枠 連（2－4） 2，320円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 12，080円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，930円 �� 520円

3 連 複 ��� 9，880円 3 連 単 ��� 83，580円

票 数

単勝票数 計 308393 的中 � 7710（10番人気）
複勝票数 計 412315 的中 � 23122（7番人気）� 73228（1番人気）� 54145（3番人気）
枠連票数 計 105701 的中 （2－4） 3519（10番人気）
馬連票数 計 435325 的中 �� 6726（16番人気）
馬単票数 計 172316 的中 �� 1069（44番人気）
ワイド票数 計 438523 的中 �� 7019（14番人気）�� 5613（21番人気）�� 23041（1番人気）
3連複票数 計 761034 的中 ��� 5777（22番人気）
3連単票数 計 712490 的中 ��� 618（249番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．0―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．1―44．4―55．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーティーメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．11．3 京都2着

2017．3．28生 牡4鹿 母 メルセンヌナンバー 母母 タ イ ト ル ド 12戦2勝 賞金 19，930，000円
※レッドヴェイパー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05019 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）

若手騎手；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

78 オーヴァーネクサス 牡4鹿 56 �島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 500＋ 41：45．6 1．6�

67 トゥルブレンシア 牡4栗 56
55 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 466＋101：46．23� 4．9�

66 � コスモクウェンチ 牡7鹿 57
55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 21：46．41� 19．0�

44 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 56
53 ▲秋山 稔樹武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 444± 01：47．14 12．7�

810 マテラサンオウ 牡5黒鹿 57
54 ▲泉谷 楓真大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 442－ 61：47．41� 11．5�

22 シャーベットフィズ 牡4黒鹿56 小崎 綾也橋元 勇氣氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 490＋ 2 〃 ハナ 77．4	
55 アンブローニュ 牡4鹿 56

55 ☆菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 494＋10 〃 クビ 11．1


811 デ フ ィ 牡7鹿 57
56 ☆富田 暁佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 516＋ 4 〃 アタマ 11．6�

79 � マコトネネキリマル 牡5鹿 57
56 ☆菊沢 一樹�ディアマント 伊坂 重信 様似 出口 繁夫 452－ 61：47．6� 38．6�

11 ユキノヴェルデ 牡5鹿 57 井上 敏樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 504－ 81：47．81� 160．0
33 ユノディエール 牡7鹿 57 西村 淳也ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B470± 01：47．9� 93．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，970，400円 複勝： 69，202，400円 枠連： 6，738，900円
馬連： 33，408，600円 馬単： 23，058，400円 ワイド： 30，757，700円
3連複： 52，032，200円 3連単： 96，116，700円 計： 334，285，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 220円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 229704 的中 � 110299（1番人気）
複勝票数 計 692024 的中 � 464644（1番人気）� 47162（2番人気）� 32119（5番人気）
枠連票数 計 67389 的中 （6－7） 15698（1番人気）
馬連票数 計 334086 的中 �� 71427（1番人気）
馬単票数 計 230584 的中 �� 34193（1番人気）
ワイド票数 計 307577 的中 �� 42247（1番人気）�� 18906（6番人気）�� 8095（9番人気）
3連複票数 計 520322 的中 ��� 28045（5番人気）
3連単票数 計 961167 的中 ��� 19551（5番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．8―13．0―12．6―12．1―12．2―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．6―30．4―43．4―56．0―1：08．1―1：20．3―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オーヴァーネクサス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2020．5．16 京都11着

2017．3．7生 牡4鹿 母 オーヴァーアンダー 母母 Princess Mitterand 8戦2勝 賞金 24，700，000円

05020 2月14日 晴 良 （3小倉2） 第2日 第8競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

22 ジェットモーション �5黒鹿57 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B530＋182：00．3 15．2�
56 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496± 02：00．51 5．1�
11 カインドリー 牝4黒鹿 54

53 ☆斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 446－ 22：00．6� 9．7�

57 ケルンキングダム �5鹿 57 �島 良太谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 436－ 42：00．81� 5．0�

45 タイミングハート 牡4黒鹿56 吉田 隼人�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 5．2�
68 ワタシヲマッテル 牝6栗 55

52 ▲秋山 稔樹小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466± 0 〃 アタマ 77．6	
44 リ ノ 牝4鹿 54 小崎 綾也�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 22：01．12 57．6

33 メイショウカクウン 牡6青鹿57 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 462＋ 82：01．2� 14．3�
812 ダイワミラクル 牡4鹿 56

55 ☆菅原 明良大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504－ 22：01．3� 5．7�
710 ディープハーモニー 牡4黒鹿56 高倉 稜深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 502＋322：01．51� 31．3
711 ユークレース 牝4鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466－ 42：01．92� 7．4�
69 	 オールステリーナ 牝6黒鹿55 丹内 祐次宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 B470－ 22：02．43 189．9�
813 サングレデクリスト 牡4栗 56 荻野 極吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B520－162：02．5クビ 19．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，682，100円 複勝： 42，814，800円 枠連： 8，113，600円
馬連： 43，628，500円 馬単： 17，999，700円 ワイド： 38，964，000円
3連複： 67，224，000円 3連単： 76，822，700円 計： 323，249，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 420円 � 190円 � 320円 枠 連（2－5） 2，700円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，440円 �� 940円

3 連 複 ��� 15，370円 3 連 単 ��� 107，520円

票 数

単勝票数 計 276821 的中 � 14488（8番人気）
複勝票数 計 428148 的中 � 23548（8番人気）� 68123（1番人気）� 32718（6番人気）
枠連票数 計 81136 的中 （2－5） 2323（12番人気）
馬連票数 計 436285 的中 �� 6420（23番人気）
馬単票数 計 179997 的中 �� 1299（49番人気）
ワイド票数 計 389640 的中 �� 5004（27番人気）�� 4039（32番人気）�� 11037（13番人気）
3連複票数 計 672240 的中 ��� 3280（58番人気）
3連単票数 計 768227 的中 ��� 518（382番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．5―12．9―12．3―11．5―11．5―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―36．2―49．1―1：01．4―1：12．9―1：24．4―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェットモーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．1．13 京都4着

2016．5．22生 �5黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 6戦2勝 賞金 15，000，000円



05021 2月14日 曇 良 （3小倉2） 第2日 第9競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走14時15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
1：41．8
1：40．9

不良
重

47 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 472－ 61：46．0 7．1�
610 モズピンポン 牡4栗 56 菱田 裕二 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 510－ 21：46．1� 10．7�
712 スズカパンサー 牡4栗 56

54 △山田 敬士永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B468＋ 21：47．48 3．1�
59 グリッサード 牡5鹿 57 川又 賢治 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490－ 41：47．82� 10．7�
34 グレアミラージュ 牡4鹿 56 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 462－ 21：47．9� 40．7	
58 � トレーンベアラー 牝4鹿 54 吉田 隼人吉田 和子氏 石坂 正 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

452＋ 4 〃 ハナ 4．3

815 マイネルエンカント 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：48．0� 14．0�
611 コスモケルビン 牡4鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B508－ 41：48．1� 343．0�
814	 テンナイトパール 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 488± 01：48．31
 114．7
46 エスポワールミノル 牡4鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム B528＋ 21：48．4� 9．3�
22 オールミラージュ 牡5栗 57

56 ☆菅原 明良田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 61：48．5クビ 25．8�
713� エヴァキュアン 牡5黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 504－ 21：48．6� 13．2�
35 ワセダウォリアー �4黒鹿56 原田 和真大冨 智弘氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：49．45 60．6�
23 アスターコルネット 牡4黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹加藤 久枝氏 南井 克巳 様似 髙村 伸一 B488＋101：49．61
 86．8�
11 ショウナンダイキチ 牡4栗 56

55 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 490 ―1：51．19 44．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，720，200円 複勝： 44，868，400円 枠連： 11，136，800円
馬連： 59，681，200円 馬単： 24，843，200円 ワイド： 51，342，900円
3連複： 94，153，800円 3連単： 106，110，700円 計： 424，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 340円 � 160円 枠 連（4－6） 2，000円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 540円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 32，350円

票 数

単勝票数 計 327202 的中 � 36783（3番人気）
複勝票数 計 448684 的中 � 54998（3番人気）� 27712（7番人気）� 89877（1番人気）
枠連票数 計 111368 的中 （4－6） 4296（7番人気）
馬連票数 計 596812 的中 �� 10651（16番人気）
馬単票数 計 248432 的中 �� 2118（33番人気）
ワイド票数 計 513429 的中 �� 8675（19番人気）�� 25661（3番人気）�� 16087（7番人気）
3連複票数 計 941538 的中 ��� 16970（9番人気）
3連単票数 計1061107 的中 ��� 2378（102番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．4―43．1―55．0―1：06．8―1：19．2―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラッグアドミラル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．9．17 中山14着

2014．4．12生 牡7黒鹿 母 ケイアイブーケ 母母 ケイアイポリス 39戦2勝 賞金 49，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンダイキチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月14日まで平地

競走に出走できない。

05022 2月14日 曇 良 （3小倉2） 第2日 第10競走 ��
��2，000�あ す な ろ 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

79 ワールドリバイバル 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 508＋102：00．5 27．9�
56 グラティトゥー 牡3黒鹿56 �島 克駿ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 42：00．6� 3．2�
22 ウィンドリッパー 牡3鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．13 6．6�
44 ギャラントウォリア 牡3青鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 494－ 8 〃 クビ 26．4�
55 ロックオンエイム 牝3黒鹿54 横山 和生 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 452＋ 22：01．2	 23．2	
68 ソウルラッシュ 牡3黒鹿56 荻野 極石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 492－ 42：01．3クビ 6．8

710 コートダルジャン 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 62：01．4� 8．4�
67 ニホンピロマリブ 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 452－ 42：01．5クビ 4．5�
33 リキサントライ 牡3栗 56 斎藤 新 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 498－ 8 〃 アタマ 144．8
811 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 菅原 明良吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 42：01．82 13．7�
812 キュンストラー 牝3芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 390＋102：02．33 58．3�

11 テーオーラファエロ 牡3芦 56 浜中 俊小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 460± 0 （競走中止） 9．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，388，000円 複勝： 60，986，300円 枠連： 12，318，500円
馬連： 71，054，400円 馬単： 29，619，200円 ワイド： 56，597，500円
3連複： 110，414，400円 3連単： 129，918，300円 計： 515，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 670円 � 170円 � 210円 枠 連（5－7） 1，170円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，270円 �� 460円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 76，510円

票 数

単勝票数 計 443880 的中 � 12724（10番人気）
複勝票数 計 609863 的中 � 17700（10番人気）� 117389（1番人気）� 77571（3番人気）
枠連票数 計 123185 的中 （5－7） 8124（5番人気）
馬連票数 計 710544 的中 �� 10116（22番人気）
馬単票数 計 296192 的中 �� 1547（57番人気）
ワイド票数 計 565975 的中 �� 9185（21番人気）�� 6063（30番人気）�� 34223（3番人気）
3連複票数 計1104144 的中 ��� 9094（33番人気）
3連単票数 計1299183 的中 ��� 1231（275番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．6―49．4―1：01．9―1：14．2―1：26．0―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5
1
3
9，3，6，7，4（2，8）5，12，11，10＝1
9，3，6（4，7，10）2（5，11，8）12

2
4
9，3－6（4，7）（5，2，8）12，11，10
9，3，6（4，10）（2，7）5（11，12，8）

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ワールドリバイバル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．29 小倉3着

2018．4．3生 牡3鹿 母 セ シ リ ア 母母 マ シ ュ ー ル 5戦2勝 賞金 18，262，000円
〔競走中止〕 テーオーラファエロ号は，競走中に異常歩様となったため2コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 テーオーラファエロ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



05023 2月14日 小雨 良 （3小倉2） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
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：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，�：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）

北九州市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

714 ラヴィングアンサー 牡7鹿 58 勝浦 正樹江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 506－ 61：07．0 9．7�
24 グルーヴィット 牡5鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B502－121：07．1クビ 4．0�
715	 メイショウキョウジ 牡6鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B482－ 41：07．2
 14．4�
818� サンノゼテソーロ 牡5芦 56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B464± 0 〃 アタマ 50．4�
47 ア ン ヴ ァ ル 牝6鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：07．41� 5．1	
48 	 ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 486－141：07．5 16．8

817 イエローマリンバ 牝6青鹿54 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 442－ 2 〃 クビ 44．4�
59 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 56 西村 淳也杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494－ 61：07．6クビ 5．1�
12 レ ジ ェ ー ロ 牝4黒鹿55 丸田 恭介山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 408－ 6 〃 アタマ 30．4
11 コンパウンダー 牡6黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 2 〃 アタマ 19．4�
612 マイネルグリット 牡4栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 21：07．7クビ 32．0�
35 メジェールスー 牝6鹿 54 �島 克駿太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 466－12 〃 クビ 66．6�
611 メイショウカリン 牝7鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 508＋ 41：07．8クビ 18．4�
36 アスタールビー 牝5鹿 54 丹内 祐次加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 436－ 2 〃 クビ 22．8�
816 ヤマカツマーメイド 牝4鹿 54 横山 和生山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 494－ 2 〃 ハナ 17．3�
510 エレナアヴァンティ 牝4鹿 54 亀田 温心加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466－ 2 〃 アタマ 71．0�
23 クライムメジャー 牡7栗 56 富田 暁 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞�湖 レイクヴィラファーム 530－101：08．01 34．3�
713 ボーンスキルフル 牝6青鹿54 高倉 稜吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 448－ 41：08．1 102．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 71，569，500円 複勝： 103，367，200円 枠連： 50，385，900円
馬連： 240，561，700円 馬単： 77，049，100円 ワイド： 175，919，700円
3連複： 473，344，100円 3連単： 447，489，000円 計： 1，639，686，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 190円 � 380円 枠 連（2－7） 1，270円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，190円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 11，820円 3 連 単 ��� 71，770円

票 数

単勝票数 計 715695 的中 � 58558（4番人気）
複勝票数 計1033672 的中 � 81928（4番人気）� 165692（1番人気）� 63216（6番人気）
枠連票数 計 503859 的中 （2－7） 30684（4番人気）
馬連票数 計2405617 的中 �� 80049（5番人気）
馬単票数 計 770491 的中 �� 11093（11番人気）
ワイド票数 計1759197 的中 �� 51634（4番人気）�� 20145（24番人気）�� 38864（7番人気）
3連複票数 計4733441 的中 ��� 30024（29番人気）
3連単票数 計4474890 的中 ��� 4520（177番人気）

ハロンタイム 11．4―10．4―11．0―11．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．4―21．8―32．8―43．8―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．2
3 10，6（2，17）（9，18）8（4，16）（3，13，15）（7，12）14（5，1）11 4 10（6，17）2（3，9，18）4（8，16）（7，15）13（5，12，14）1，11

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡7鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 30戦8勝 賞金 172，953，000円
〔制裁〕 アンヴァル号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・16番）
※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 メイショウケイメイ号

05024 2月14日 小雨 良 （3小倉2） 第2日 第12競走 1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走16時00分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

44 イズジョーノキセキ 牝4鹿 54 吉田 隼人泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 450－ 41：47．9 2．0�
33 レッドルーヴル 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 464± 01：48．0� 10．5�
68 エヴァーガーデン 牝4黒鹿54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480－ 21：48．21� 6．2�
812 ルビーカサブランカ 牝4栗 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 ハナ 4．1�
69 ベストクィーン 牝5栗 55 亀田 温心田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 420－101：48．51� 39．8	
56 ドナキアーロ 牝4鹿 54 �島 良太山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：48．71� 28．3

813 キングスタイル 牝4黒鹿54 黛 弘人廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 402－ 2 〃 クビ 61．5�
711 ゲンティアナ 牝5鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 アタマ 10．9�
45 シーオブザムーン 牝5青鹿55 菅原 明良 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466－ 41：48．91� 48．2
11 ハギノカエラ 牝8栗 55 斎藤 新安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428－ 2 〃 アタマ 82．8�
22 マリノソフィア 牝4黒鹿54 菱田 裕二矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 468＋ 21：49．0� 20．5�
57 ウルクラフト 牝5黒鹿55 川又 賢治 �サンデーレーシング 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－121：49．42� 65．4�
710 ウインルチル 牝6栗 55 国分 優作�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 424－ 61：49．93 82．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，119，100円 複勝： 71，983，600円 枠連： 16，922，300円
馬連： 97，067，000円 馬単： 41，801，200円 ワイド： 76，239，700円
3連複： 158，086，600円 3連単： 210，442，100円 計： 725，661，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 170円 枠 連（3－4） 1，030円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 410円 �� 310円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 計 531191 的中 � 203265（1番人気）
複勝票数 計 719836 的中 � 193227（1番人気）� 78010（4番人気）� 95979（3番人気）
枠連票数 計 169223 的中 （3－4） 12677（4番人気）
馬連票数 計 970670 的中 �� 67129（3番人気）
馬単票数 計 418012 的中 �� 20539（4番人気）
ワイド票数 計 762397 的中 �� 47901（3番人気）�� 68158（2番人気）�� 25367（8番人気）
3連複票数 計1580866 的中 ��� 58817（4番人気）
3連単票数 計2104421 的中 ��� 20973（13番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―12．6―12．4―11．8―11．6―11．0―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．2―50．6―1：02．4―1：14．0―1：25．0―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．9
1
3
8，4（9，10）11（3，6）12（1，7）5（13，2）
8，4，10（3，9，11）（1，6，12）（13，5，7）2

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

勝馬の
紹 介

イズジョーノキセキ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．30 中京6着

2017．2．16生 牝4鹿 母 キングダンサー 母母 メインタイトル 11戦3勝 賞金 53，037，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（3小倉2）第2日 2月14日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
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

202，760，000円
3，020，000円
21，630，000円
1，340，000円
23，630，000円
69，181，000円
5，410，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
407，585，100円
661，403，900円
156，416，000円
780，837，400円
327，076，400円
661，141，000円
1，365，624，000円
1，511，767，900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 5，871，851，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回小倉競馬第2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。
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