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05049 2月27日 曇 不良 （3小倉2） 第5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

510 イッツユアタイム 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 442－ 61：45．0 6．8�

48 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿54 藤岡 康太幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442± 01：45．21� 8．0�
12 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± 01：45．73 9．4�

611 アウラヴィータ 牝3鹿 54 浜中 俊ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 藤春 修二 510－ 21：45．91� 20．9�
24 エルフバローズ 牝3鹿 54 小崎 綾也猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 富田牧場 458－ 6 〃 クビ 66．7�
36 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 440－ 21：46．21� 3．9

35 ジーノカロリーナ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 402－ 21：46．41� 220．8�
23 ス ニ ッ プ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462－ 21：46．82� 91．2�
815 グルナピーク 牝3黒鹿54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 434－ 41：46．9� 9．0
612 マンヌポルト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 日高 シンボリ牧場 456＋ 2 〃 クビ 9．6�
713 ノーティーガール 牝3栗 54 吉田 隼人藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 466＋ 2 〃 ハナ 4．4�
11 テーオーラトゥール 牝3黒鹿54 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 404－ 21：48．07 107．7�
47 エクメディフラワー 牝3鹿 54

52 △山田 敬士橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 450＋ 41：48．42� 142．0�
816 ザイグザンプル 牝3青鹿54 勝浦 正樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 468－ 21：49．03� 206．0�
714 トムティット 牝3青鹿54 �島 良太	髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 436－ 41：49．42� 78．8�
59 サムワンスペシャル 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 432－ 61：49．61� 14．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，166，200円 複勝： 47，659，000円 枠連： 8，243，100円
馬連： 46，366，100円 馬単： 19，486，700円 ワイド： 46，580，200円
3連複： 72，938，100円 3連単： 71，288，900円 計： 338，728，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 290円 � 320円 枠 連（4－5） 2，230円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，670円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 54，630円

票 数

単勝票数 計 261662 的中 � 30675（3番人気）
複勝票数 計 476590 的中 � 58097（3番人気）� 42680（4番人気）� 37168（6番人気）
枠連票数 計 82431 的中 （4－5） 2853（12番人気）
馬連票数 計 463661 的中 �� 10655（14番人気）
馬単票数 計 194867 的中 �� 2581（22番人気）
ワイド票数 計 465802 的中 �� 9665（17番人気）�� 7065（23番人気）�� 11010（13番人気）
3連複票数 計 729381 的中 ��� 4519（45番人気）
3連単票数 計 712889 的中 ��� 946（202番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．2―12．4―12．2―12．5―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．2―54．6―1：06．8―1：19．3―1：32．2

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

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

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

イッツユアタイム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．25 京都4着

2018．2．10生 牝3鹿 母 エイコーンウィル 母母 サンデーエイコーン 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔制裁〕 サンバデジャネイロ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・7番）
〔3走成績による出走制限〕 ザイグザンプル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地競走に出走でき

ない。

05050 2月27日 曇 重 （3小倉2） 第5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

612 メイショウツツジ 牝3黒鹿 54
51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 416－141：09．3 6．1�

715 プラチナムレイアー 牡3芦 56
55 ☆富田 暁岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：09．62 7．6�

11 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 458－ 21：09．7クビ 1．9�
818 ジョイフルラブ 牝3鹿 54 菱田 裕二堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454－ 61：09．8� 64．0�
510 エスタンピージャ 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 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：09．9� 18．1	

714 エレフセリア 牝3黒鹿54 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 430＋ 41：10．22 7．7


36 アクチュアリー 牝3芦 54
51 ▲秋山 稔樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 458＋ 41：10．31 12．1�

59 ベルウッドサンキュ 牡3栗 56 原田 和真鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B456－ 2 〃 クビ 79．9�

611 キューツィーパイ 牝3鹿 54 川又 賢治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 三輪牧場 430－ 21：10．61� 291．2
24 セキノアトラス 牡3栗 56 勝浦 正樹小関 昭次氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 424－ 21：10．81� 77．0�
817 サフランルーラー 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 400＋ 41：10．9� 62．3�
713 サンマルファニー 牝3鹿 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 404－ 81：11．01 359．0�
35 キングプロテア 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 416－ 81：11．21 54．7�
12 ニホンピロセレーネ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 380－10 〃 ハナ 235．9�
23 ヒカリノミチ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新安部 純史氏 谷 潔 新ひだか 原田 久司 428－ 41：11．41� 93．2�
816 サクラトップメジャ 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 B450＋101：11．5� 33．2�
47 メ モ リ ー ズ 牝3鹿 54 �島 克駿�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 402－12 〃 ハナ 21．3�
48 オオモリクン �3黒鹿56 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 424－141：12．35 370．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，964，000円 複勝： 39，557，200円 枠連： 8，712，200円
馬連： 40，905，200円 馬単： 20，171，500円 ワイド： 41，905，400円
3連複： 69，447，300円 3連単： 71，319，000円 計： 319，981，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 210円 � 120円 枠 連（6－7） 1，020円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 640円 �� 320円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 11，210円

票 数

単勝票数 計 279640 的中 � 36364（2番人気）
複勝票数 計 395572 的中 � 51634（3番人気）� 36661（4番人気）� 118153（1番人気）
枠連票数 計 87122 的中 （6－7） 6611（4番人気）
馬連票数 計 409052 的中 �� 16475（5番人気）
馬単票数 計 201715 的中 �� 4021（12番人気）
ワイド票数 計 419054 的中 �� 15385（6番人気）�� 35407（1番人気）�� 31475（3番人気）
3連複票数 計 694473 的中 ��� 40650（1番人気）
3連単票数 計 713190 的中 ��� 4610（20番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツツジ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．17 新潟2着

2018．4．2生 牝3黒鹿 母 メイショウアキシノ 母母 アンティックタイル 4戦1勝 賞金 7，900，000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） 2頭 ギョベクリテペ号・ジョージバローズ号

第２回 小倉競馬 第５日



05051 2月27日 曇 不良 （3小倉2） 第5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

11 キャンユーキッス 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 436± 0 58．1 3．3�

46 スパークリングアイ 牡3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 494－ 4 58．2� 4．8�

45 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± 0 58．3クビ 17．3�
814 ゴイゴイスー 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 474－18 58．4� 7．8�
33 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 448± 0 58．61� 7．7�
57 パ イ ン ヒ ル 牝3芦 54

53 ☆亀田 温心松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 446－ 4 58．7� 119．1�
711 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 458－ 4 58．9� 7．7

813 ヴェルメリオ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 424－ 4 〃 アタマ 142．1�
34 マイネルレスペト 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B488± 0 〃 クビ 44．3
69 キ ン バ 牡3栃栗 56

55 ☆富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 434－ 6 〃 アタマ 5．4�
58 マリノアマービレ 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 432－ 2 59．64 85．1�
22 ラグラスドシエル 牝3黒鹿54 吉田 隼人 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 442－ 2 59．7� 22．4�
610 ウインメイキット 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 466 ―1：00．65 172．6�
712 ニシノブライダル 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹西山 茂行氏 尾形 和幸 新ひだか 松本牧場 502－ 4 （競走中止） 54．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，041，100円 複勝： 43，133，000円 枠連： 6，365，600円
馬連： 36，173，700円 馬単： 17，067，400円 ワイド： 34，570，100円
3連複： 53，673，600円 3連単： 61，034，100円 計： 279，058，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 190円 � 420円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，010円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 16，140円

票 数

単勝票数 計 270411 的中 � 64823（1番人気）
複勝票数 計 431330 的中 � 86810（1番人気）� 59162（3番人気）� 20733（7番人気）
枠連票数 計 63656 的中 （1－4） 6156（2番人気）
馬連票数 計 361737 的中 �� 29830（1番人気）
馬単票数 計 170674 的中 �� 7698（1番人気）
ワイド票数 計 345701 的中 �� 25448（1番人気）�� 8420（16番人気）�� 5967（19番人気）
3連複票数 計 536736 的中 ��� 8715（18番人気）
3連単票数 計 610341 的中 ��� 2741（40番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．7―45．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンユーキッス �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．9．13 中京3着

2018．3．21生 牝3鹿 母 セトノミッシー 母母 フレンチミステリー 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔競走中止〕 ニシノブライダル号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症し，4コーナーで転倒したため競走中止。
※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 パンプイットアップ号・ヒドゥンジェム号

05052 2月27日 曇 重 （3小倉2） 第5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

44 クイックファイア 牡6鹿 60 西谷 誠下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 476－ 43：14．7 1．9�
22 チ ェ ー ロ 牡4黒鹿59 小坂 忠士�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 484－ 63：15．01� 17．2�
710� モズエロイコ 牡5鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 484－ 83：15．63� 16．0�
811� ジ ゲ ン 牡4鹿 59 難波 剛健林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 454＋ 23：15．92 4．2�
812� タニノフランケル 牡6青鹿60 植野 貴也谷水 雄三氏 村山 明 愛 Yuzo Tani-

mizu 534＋ 23：16．0� 8．1�
56 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 B480＋ 23：16．21	 15．2	
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 418＋ 23：17．05 110．8

79 ラブオナヴィータ 牝4鹿 57 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 470＋ 43：17．95 183．4�
11 プレイヤーサムソン 牡8鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 482＋ 23：18．21� 7．9�
55 トーセンポエム 牡4青 59 草野 太郎島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 500－ 23：18．84 20．5�
33 
 クリノハプスブルク 牡7鹿 60 金子 光希栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 458－ 43：18．9� 195．7�
68 
 トーセンシュバリエ 牡4黒鹿59 上野 翔島川 哉氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 478± 03：22．5大差 120．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，032，300円 複勝： 23，257，700円 枠連： 6，716，700円
馬連： 25，710，700円 馬単： 16，197，900円 ワイド： 23，650，300円
3連複： 44，489，900円 3連単： 68，318，200円 計： 227，373，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 310円 � 340円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 500円 �� 660円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 16，810円

票 数

単勝票数 計 190323 的中 � 76623（1番人気）
複勝票数 計 232577 的中 � 93725（1番人気）� 13110（6番人気）� 11615（7番人気）
枠連票数 計 67167 的中 （2－4） 4332（5番人気）
馬連票数 計 257107 的中 �� 16897（5番人気）
馬単票数 計 161979 的中 �� 6940（6番人気）
ワイド票数 計 236503 的中 �� 12974（5番人気）�� 9319（8番人気）�� 1918（27番人気）
3連複票数 計 444899 的中 ��� 7304（19番人気）
3連単票数 計 683182 的中 ��� 2945（60番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 55．1－3F 41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイックファイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．7．22 中京1着

2015．2．27生 牡6鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 障害：3戦1勝 賞金 11，890，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モリトシュン号



05053 2月27日 曇 重 （3小倉2） 第5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

816 サンデージャック 牡3青鹿56 勝浦 正樹杉野 公彦氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 472－ 61：49．5 2．8�
35 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 3．8�
48 タマモネックタイ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 476＋ 81：50．13� 11．8�
23 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± 01：50．2� 5．8�

612 パ ナ プ リ 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 446－ 21：50．73 27．6�

714 モデュロール 牡3青鹿56 �島 克駿 	シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：51．12� 9．5

611 シゲルホンブチョウ 牡3鹿 56 小崎 綾也森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 クビ 177．2�
713 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± 0 〃 クビ 68．1�
24 ライトオブワールド 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 450 ―1：51．2� 57．4
36 グッナイベイビー 牝3黒鹿54 吉田 隼人大野 富生氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 422＋ 41：51．3� 23．8�
59 カシノオラフ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 450－ 2 〃 ハナ 63．6�
12 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± 01：51．5� 92．7�
510 サ イ ウ ン 牝3鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 466－ 81：51．81� 210．1�
815 キャットリング 牝3青鹿54 国分 恭介榊原 浩一氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 61：51．9� 24．7�
47 セ イ カ リ ス 牡3黒鹿56 藤岡 康太金田 成基氏 加用 正 伊達 高橋農場 468＋ 21：52．43 84．3�
11 オータムヒロイン 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：53．14 12．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，003，800円 複勝： 37，545，700円 枠連： 8，939，300円
馬連： 39，435，200円 馬単： 19，226，900円 ワイド： 40，475，900円
3連複： 63，092，400円 3連単： 67，644，400円 計： 303，363，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 140円 � 290円 枠 連（3－8） 470円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 260円 �� 630円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計 270038 的中 � 75588（1番人気）
複勝票数 計 375457 的中 � 71788（2番人気）� 84478（1番人気）� 24218（6番人気）
枠連票数 計 89393 的中 （3－8） 14690（1番人気）
馬連票数 計 394352 的中 �� 55742（1番人気）
馬単票数 計 192269 的中 �� 13502（1番人気）
ワイド票数 計 404759 的中 �� 44524（1番人気）�� 15359（6番人気）�� 15087（7番人気）
3連複票数 計 630924 的中 ��� 25071（3番人気）
3連単票数 計 676444 的中 ��� 5147（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．0―49．3―1：01．5―1：13．7―1：25．7―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
11（2，8）15，9，13（5，14）12（3，16）7，6－10，4，1
11（2，9，8）15（5，13）（3，14，16）（7，12）4，6，1，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデージャック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2020．7．5 阪神8着

2018．4．16生 牡3青鹿 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 6戦1勝 賞金 7，100，000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） 2頭 ウインアガラス号・デルマアミダ号

05054 2月27日 曇 重 （3小倉2） 第5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

612 ダノンシティ 牡5鹿 57 �島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 61：09．2 3．0�
714� ブラックアーシャ 牝5黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 496－ 21：09．41 10．4�
817� メサテソーロ 牝4青鹿55 原田 和真了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B526＋ 4 〃 ハナ 3．8�

23 スリーマグナム 牡6鹿 57 黛 弘人永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 488± 01：09．61	 75．8�
816 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B492－ 2 〃 アタマ 74．3	
24 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 菱田 裕二奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 452± 0 〃 ハナ 12．1

510 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 432－ 6 〃 ハナ 52．0�
12 マイネルチューダ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 452－ 21：09．7
 11．5�
36 タ ピ オ カ 牝4青鹿55 勝浦 正樹�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 506－ 8 〃 クビ 64．8
713 マイネルテナシャス 牡4青鹿57 三津谷隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 2 〃 ハナ 27．6�
611� モ テ モ テ 牝5鹿 55

53 △山田 敬士�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 458＋ 41：09．91 14．9�
59 � マジカルマジカル 牡4鹿 56

55 ☆菅原 明良吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates
Park Pty Ltd 488－ 21：10．0
 20．4�

715 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿 55
54 ☆亀田 温心 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442± 0 〃 クビ 75．6�

47 � サンデーパームス 牡4鹿 57 吉田 隼人杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478－ 31：10．1クビ 10．5�

48 � コウジンシックス 牝5栗 55 川又 賢治加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 440＋ 21：10．2� 363．4�
35 � ウインヴェルメリオ 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁�ウイン 飯田 雄三 日高 戸川牧場 486＋ 11：10．3クビ 74．1�
11 ゴープラチナム 牝4芦 55

52 ▲泉谷 楓真前田 剛氏 長谷川浩大 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 41：10．51	 19．3�
818 トゥールドマジ 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：10．71	 80．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，939，700円 複勝： 40，105，800円 枠連： 8，253，800円
馬連： 38，239，700円 馬単： 17，558，200円 ワイド： 39，008，000円
3連複： 65，571，400円 3連単： 66，853，100円 計： 299，529，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 240円 � 140円 枠 連（6－7） 800円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 530円 �� 230円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，590円

票 数

単勝票数 計 239397 的中 � 62828（1番人気）
複勝票数 計 401058 的中 � 87666（1番人気）� 32346（4番人気）� 81200（2番人気）
枠連票数 計 82538 的中 （6－7） 7905（2番人気）
馬連票数 計 382397 的中 �� 18828（2番人気）
馬単票数 計 175582 的中 �� 5311（4番人気）
ワイド票数 計 390080 的中 �� 17569（2番人気）�� 49784（1番人気）�� 13115（5番人気）
3連複票数 計 655714 的中 ��� 31377（1番人気）
3連単票数 計 668531 的中 ��� 5054（8番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．4―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシティ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 City Zip デビュー 2018．6．10 東京9着

2016．3．28生 牡5鹿 母 シティトゥシティ 母母 Stormbow 18戦2勝 賞金 23，315，000円
〔制裁〕 メサテソーロ号の騎手原田和真は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000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 ナタラディーヴァ号
（非抽選馬） 1頭 アランチャアミーゴ号



05055 2月27日 曇 重 （3小倉2） 第5日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

33 サンライズヘルメス 牡4鹿 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 480－ 22：02．3 23．8�
44 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 494－ 22：02．51� 2．0�
68 グレートベースン 牡5青鹿 57

56 ☆斎藤 新桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512－ 22：02．71� 28．4�
812 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 430－ 6 〃 アタマ 4．0�
11 コスモブルーノーズ 牡4芦 56

53 ▲秋山 稔樹 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 414－ 22：02．91� 9．7

56 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 黛 弘人薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 8 〃 クビ 7．1�
67 ディープハーモニー 牡4黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 492－102：03．32� 12．3�
710 アドマイヤリーブラ 牡5栗 57 吉田 隼人近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 42：03．4クビ 31．1
22 マイネルポインター 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 松本牧場 446＋ 42：03．61� 122．2�
79 ビッグブルー 牡5鹿 57 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 504－ 82：03．7� 72．9�
811 ナンヨーマーズ 牡7鹿 57 勝浦 正樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B468＋ 4 〃 クビ 38．7�
55 シ ャ ト ン 牝4黒鹿 54

53 ☆富田 暁佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 466－ 42：05．08 29．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，961，000円 複勝： 44，282，000円 枠連： 6，694，500円
馬連： 35，109，400円 馬単： 21，649，500円 ワイド： 34，762，700円
3連複： 51，455，800円 3連単： 84，296，300円 計： 304，211，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 520円 � 110円 � 540円 枠 連（3－4） 2，130円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，790円 �� 980円

3 連 複 ��� 10，580円 3 連 単 ��� 90，270円

票 数

単勝票数 計 259610 的中 � 8695（6番人気）
複勝票数 計 442820 的中 � 12988（9番人気）� 201112（1番人気）� 12513（10番人気）
枠連票数 計 66945 的中 （3－4） 2431（9番人気）
馬連票数 計 351094 的中 �� 13518（6番人気）
馬単票数 計 216495 的中 �� 2823（18番人気）
ワイド票数 計 347627 的中 �� 11414（7番人気）�� 2254（34番人気）�� 9216（10番人気）
3連複票数 計 514558 的中 ��� 3646（34番人気）
3連単票数 計 842963 的中 ��� 677（251番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．1―12．5―12．5―12．2―12．2―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．3―36．4―48．9―1：01．4―1：13．6―1：25．8―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズヘルメス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．6 京都11着

2017．2．15生 牡4鹿 母 カリブストーリー 母母 カリブレディ 11戦1勝 賞金 9，140，000円

05056 2月27日 曇 不良 （3小倉2） 第5日 第8競走 ��1，700�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
1：41．8
1：40．9

不良
重

611� オーバーリミット 牡4鹿 56
55 ☆亀田 温心 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 498＋ 21：43．8 7．3�

814 タイセイドレッサー 牡5栗 57 �島 克駿田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 486± 01：43．9� 27．1�
47 スズカパンサー 牡4栗 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B472＋ 41：44．11	 4．5�
35 エターナリー 牡4栗 56 浜中 俊吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 460＋ 61：44．21 1．7�
58 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± 01：44．41	 26．5	
11 フームスムート 牡4黒鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B518＋ 21：44．61	 22．7

34 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 B504－ 41：45．13 242．4�
712 ウィッチクラフト 
5鹿 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 522－ 41：45．42 37．2�
713 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 490－ 41：45．61 14．9

610 アイルビーメジャー 牡4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 472－ 41：46．23� 75．7�
23 イッツオーライト 
4栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 468± 01：46．3クビ 61．9�
815 エ ウ ロ パ 牝4栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 482＋12 〃 クビ 82．7�
22 � シ ン ソ ク 牡5黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 488－ 41：46．4クビ 255．1�
59 � エヴァキュアン 牡5黒鹿 57

56 ☆斎藤 新加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 496－ 81：47．67 48．3�
46 � ジャスパーエース 牡4栗 56 吉田 隼人加藤 和夫氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 464－ 21：47．7クビ 19．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，729，000円 複勝： 45，310，800円 枠連： 7，418，000円
馬連： 36，300，400円 馬単： 21，695，000円 ワイド： 36，647，300円
3連複： 56，469，800円 3連単： 83，809，800円 計： 314，380，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 560円 � 200円 枠 連（6－8） 5，370円

馬 連 �� 8，740円 馬 単 �� 17，760円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 630円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 11，300円 3 連 単 ��� 70，980円

票 数

単勝票数 計 267290 的中 � 28900（3番人気）
複勝票数 計 453108 的中 � 60952（3番人気）� 16936（7番人気）� 64980（2番人気）
枠連票数 計 74180 的中 （6－8） 1069（17番人気）
馬連票数 計 363004 的中 �� 3218（23番人気）
馬単票数 計 216950 的中 �� 916（39番人気）
ワイド票数 計 366473 的中 �� 4777（20番人気）�� 15809（4番人気）�� 6077（15番人気）
3連複票数 計 564698 的中 ��� 3746（37番人気）
3連単票数 計 838098 的中 ��� 856（197番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．1―12．0―12．1―12．4―12．7―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―28．9―40．9―53．0―1：05．4―1：18．1―1：30．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�オーバーリミット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor

2017．5．21生 牡4鹿 母 フ ラ ラ イ ン 母母 Call Me Granny 11戦1勝 賞金 16，420，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 エターナリー号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・9番）



05057 2月27日 曇 稍重 （3小倉2） 第5日 第9競走 ��3，390�
しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走14時15分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード3：40．0良

78 ボ ナ パ ル ト 牡7鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 514± 03：52．2 17．0�

44 マイネルレオーネ 牡9黒鹿60 小坂 忠士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 408± 03：52．62� 7．4�

810 ケイティクレバー 牡6鹿 60 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 468＋ 23：52．7クビ 3．6�
11 � マイネルプロンプト �9黒鹿60 北沢 伸也岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 474－ 83：52．8	 4．1�
66 フィールインラヴ �6黒鹿59 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 442－ 43：53．97 16．7�
811 フォイヤーヴェルク 牡8青鹿61 森 一馬 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458＋ 23：54．75 3．1

67 シゲルピーマン �6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 484－ 23：55．01	 43．2�
79 マイブルーヘブン 牡7鹿 61 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 488＋ 23：55．21
 12．4�
22 デ ィ ー ド 牡5鹿 59 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B498＋ 43：58．1大差 50．1
33 コ ー ン ス ス 牡6鹿 59 黒岩 悠加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 520－ 43：59．16 77．7�
55 � メイショウタカトラ 牡7黒鹿59 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 506－ 23：59．84 29．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，013，200円 複勝： 29，676，500円 枠連： 10，645，200円
馬連： 36，934，900円 馬単： 19，726，500円 ワイド： 30，928，300円
3連複： 65，946，600円 3連単： 94，603，700円 計： 314，474，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 380円 � 180円 � 150円 枠 連（4－7） 1，880円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 970円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 53，160円

票 数

単勝票数 計 260132 的中 � 12219（7番人気）
複勝票数 計 296765 的中 � 15434（7番人気）� 44033（4番人気）� 61545（1番人気）
枠連票数 計 106452 的中 （4－7） 4370（8番人気）
馬連票数 計 369349 的中 �� 5947（18番人気）
馬単票数 計 197265 的中 �� 1492（36番人気）
ワイド票数 計 309283 的中 �� 6795（13番人気）�� 7889（11番人気）�� 20952（4番人気）
3連複票数 計 659466 的中 ��� 10590（15番人気）
3連単票数 計 946037 的中 ��� 1290（170番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ナ パ ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．17 函館2着

2014．3．30生 牡7鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 障害：10戦3勝 賞金 48，809，000円

05058 2月27日 曇 稍重 （3小倉2） 第5日 第10競走 2，000�
ひ た

日 田 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

812 ジ ャ ル ジ ェ 牝4青 54 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 486－ 22：03．4 2．5�

56 ブルームスベリー 牝4鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 3．6�
11 アイオープナー 牝4青 54 丹内 祐次 �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 410－ 4 〃 アタマ 29．1�
68 シルバータイド 牝4黒鹿54 吉田 隼人ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋162：03．82� 5．4�
45 タニノヨセミテ 牝4鹿 54 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 410－ 22：04．01� 8．5	
813 ライレローズ 牝6黒鹿55 菅原 明良 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：04．1クビ 54．6

69 ヤマカツパトリシア 牝4青 54 斎藤 新山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 2 〃 ハナ 24．0�
44 エールオンレール 牝4栗 54 富田 暁吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 62．1�
22 ノブフランクリン 牝4鹿 54 �島 克駿前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 422－ 42：04．2クビ 15．2
711� タ カ ン ナ 牝4栗 54 黛 弘人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444－ 6 〃 クビ 19．8�
57 コスモギンガ 牝4芦 54 原田 和真岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B448－ 2 〃 ハナ 117．2�
33 ワタシヲマッテル 牝6栗 55 勝浦 正樹小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470＋ 42：04．41� 76．1�
710 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 450－ 82：04．71� 30．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，035，500円 複勝： 53，134，700円 枠連： 10，247，800円
馬連： 60，214，800円 馬単： 27，871，600円 ワイド： 50，215，700円
3連複： 90，988，200円 3連単： 111，531，800円 計： 441，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 460円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，040円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 370355 的中 � 117535（1番人気）
複勝票数 計 531347 的中 � 154333（1番人気）� 103793（2番人気）� 17587（8番人気）
枠連票数 計 102478 的中 （5－8） 15679（1番人気）
馬連票数 計 602148 的中 �� 78862（1番人気）
馬単票数 計 278716 的中 �� 24799（1番人気）
ワイド票数 計 502157 的中 �� 55282（1番人気）�� 11400（12番人気）�� 8224（16番人気）
3連複票数 計 909882 的中 ��� 18303（11番人気）
3連単票数 計1115318 的中 ��� 6739（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．9―51．0―1：03．5―1：15．8―1：27．8―1：39．7―1：51．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ル ジ ェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．12．8 阪神5着

2017．4．30生 牝4青 母 オスカルフランソワ 母母 オ ス カ ル 7戦2勝 賞金 22，715，000円
追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　ローザマローネ号は，競走中に疾病〔右第1指骨剥離骨折〕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。



05059 2月27日 曇 稍重 （3小倉2） 第5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；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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

715 マイネルアルケミー 牡5栗 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 476± 01：08．3 8．2�

12 コスモカルナック 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 484－ 6 〃 ハナ 3．5�
48 ジョニーズララバイ 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 61：08．4クビ 21．6�
24 ミ ア グ ア 牝6青鹿55 富田 暁五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：08．5	 21．0�
817 オルダージュ 牡5黒鹿57 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 浦河 大道牧場 B484－ 41：08．6
 9．2	
36 ル ク ル ト 牡4鹿 57 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 448＋ 61：08．7	 6．8

47 ラ キ 牝4鹿 55 川又 賢治 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 462＋ 4 〃 クビ 32．4�
818� マジックバローズ 牡6鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460－ 4 〃 ハナ 22．2�
23 タガノカルラ 牡5鹿 57 泉谷 楓真八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 81：09．01	 23．9
59 グッドワード 牝6芦 55 難波 剛健下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 492± 0 〃 アタマ 17．6�
11 バカラクイーン 牝5栗 55 吉田 隼人�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 480＋ 61：09．1
 6．1�
612 レジーナファースト 牝6鹿 55 �島 克駿ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 464± 0 〃 クビ 35．9�
611 ニシノストーム 牡4鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 506－ 21：09．2	 19．1�
713� マリノスピカ 牝5栗 55 小林 凌大和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 476＋ 61：09．3クビ 59．3�
714 ス キ ッ プ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 492＋ 6 〃 クビ 27．8�
816� ルールダーマ 牡6栗 57 亀田 温心儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 61：09．4クビ 208．9�
35 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 496＋ 21：09．61 51．1�
510 クリノイダテン 牡6青鹿57 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 432－141：10．13 277．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，707，600円 複勝： 106，549，100円 枠連： 45，902，500円
馬連： 191，083，300円 馬単： 64，727，000円 ワイド： 145，480，300円
3連複： 347，475，200円 3連単： 328，888，800円 計： 1，296，813，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 190円 � 580円 枠 連（1－7） 890円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，630円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 11，950円 3 連 単 ��� 61，310円

票 数

単勝票数 計 667076 的中 � 64774（4番人気）
複勝票数 計1065491 的中 � 92048（5番人気）� 179446（1番人気）� 39547（10番人気）
枠連票数 計 459025 的中 （1－7） 39908（2番人気）
馬連票数 計1910833 的中 �� 74021（3番人気）
馬単票数 計 647270 的中 �� 11268（10番人気）
ワイド票数 計1454803 的中 �� 42151（5番人気）�� 13909（31番人気）�� 22863（14番人気）
3連複票数 計3474752 的中 ��� 21805（26番人気）
3連単票数 計3288888 的中 ��� 3889（122番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．1―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアルケミー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．14 福島7着

2016．5．25生 牡5栗 母 ビリーヴザミラクル 母母 アズウィロー 28戦3勝 賞金 72，946，000円
〔制裁〕 マイネルアルケミー号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 ウインスピリタス号
（非抽選馬） 2頭 リンシャンカイホウ号・ローランダー号

05060 2月27日 曇 不良 （3小倉2） 第5日 第12競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走16時00分 （ダート・右）

4歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

816 ホッコーアカツキ 牡4鹿 56 浜中 俊北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 516＋ 41：43．0 4．0�
815 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± 01：43．31� 15．5�
24 プエルタデルソル 牡7栗 57 亀田 温心前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 61：43．4� 12．5�
12 オンワードセルフ 牡5鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B492－ 6 〃 クビ 210．7�
11 フクノワイルド 牡5鹿 57 斎藤 新佐藤 範夫氏 上村 洋行 青森 ワールドファーム 502± 01：43．61� 44．9�
612 クーファアチャラ 牝4鹿 54 藤岡 康太大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 456＋ 41：43．91� 3．9	
713 ポップフランセ 牡5栗 57 	島 克駿吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B458－101：44．0クビ 39．0

611 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 474－ 4 〃 クビ 11．5�
36 アースライザー 
4栗 56 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド 472－ 81：44．1� 55．7�
714 キタサンチャンドラ 牡5鹿 57 吉田 隼人大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B476＋ 4 〃 ハナ 21．3�
35 サンティーニ 
6栗 57 川又 賢治ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482± 01：44．2� 7．1�
23 ウインドオブホープ 
8栗 57 菅原 明良木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 530－ 61：44．3� 168．3�
48 グランドビクトリー 牡5栗 57 菱田 裕二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B490± 01：44．83 4．2�
47 � カーブドシール 牡5鹿 57 富田 暁前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－141：45．54 95．4�
59 クリノヴィクトリア 牝7栗 55 黛 弘人栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 468＋ 21：45．6� 247．3�
510� スターシード 牡6栗 57 丹内 祐次谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 中央牧場 486－ 41：45．81� 140．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，126，000円 複勝： 71，449，000円 枠連： 19，460，800円
馬連： 94，677，100円 馬単： 36，637，200円 ワイド： 79，702，000円
3連複： 149，219，000円 3連単： 162，545，800円 計： 666，816，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 390円 � 290円 枠 連（8－8） 3，870円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，200円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 66，610円

票 数

単勝票数 計 531260 的中 � 104619（2番人気）
複勝票数 計 714490 的中 � 107578（3番人気）� 42512（7番人気）� 61877（6番人気）
枠連票数 計 194608 的中 （8－8） 3891（16番人気）
馬連票数 計 946771 的中 �� 19610（18番人気）
馬単票数 計 366372 的中 �� 4461（27番人気）
ワイド票数 計 797020 的中 �� 15623（17番人気）�� 17289（16番人気）�� 9809（24番人気）
3連複票数 計1492190 的中 ��� 8096（50番人気）
3連単票数 計1625458 的中 ��� 1769（232番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーアカツキ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスフライト デビュー 2019．8．11 小倉7着

2017．4．23生 牡4鹿 母 ホッコーマスタング 母母 ホッコーメモリー 13戦3勝 賞金 34，617，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（3小倉2）第5日 2月27日（土曜日） 曇 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 179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

205，600，000円
3，020，000円
18，720，000円
1，910，000円
22，770，000円
74，085，500円
6，279，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
386，719，400円
581，660，500円
147，599，500円
681，150，500円
302，015，400円
603，926，200円
1，130，767，300円
1，272，133，900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 5，105，972，700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5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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