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色
年
齢性
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02073 2月5日 晴 良 （4小倉1） 第7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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

710 クロステック 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 41：48．7 6．9�
79 パフオブウインド 牡3栗 56

53 ▲原 優介西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 480＋ 61：49．01� 100．4�
68 リュッカクローナ 牡3鹿 56 富田 暁西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 458± 01：49．1クビ 7．7�
67 ル ア ル 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 524＋121：49．21 2．6�
33 テーオーヴィヴァン 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 秋田育成牧場 504＋ 2 〃 ハナ 37．0�
55 テキサスフィズ 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466－ 61：49．3� 6．8	
22 ハクアイボリイ 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 470－ 61：49．61� 97．7

11 テイエムシニスター 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 494－ 41：49．7� 10．7�
56 ラインメッセージ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B490± 01：49．91� 3．7�
44 テーオーロワ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－121：50．21� 60．3
811 ワイワイウォリアー 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹山田 泰司氏 田中 清隆 むかわ 宇南山牧場 468＋ 41：50．83� 63．7�
812 チョコレートミルク 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 448－ 21：52．07 137．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，964，500円 複勝： 28，923，300円 枠連： 7，457，800円
馬連： 34，508，100円 馬単： 17，364，900円 ワイド： 34，261，900円
3連複： 56，212，800円 3連単： 62，299，900円 計： 261，993，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 340円 � 2，540円 � 300円 枠 連（7－7） 37，770円

馬 連 �� 36，230円 馬 単 �� 40，950円

ワ イ ド �� 8，520円 �� 1，090円 �� 8，180円

3 連 複 ��� 58，800円 3 連 単 ��� 293，290円

票 数

単勝票数 計 209645 的中 � 24025（4番人気）
複勝票数 計 289233 的中 � 23941（6番人気）� 2544（11番人気）� 27886（4番人気）
枠連票数 計 74578 的中 （7－7） 153（30番人気）
馬連票数 計 345081 的中 �� 738（44番人気）
馬単票数 計 173649 的中 �� 318（71番人気）
ワイド票数 計 342619 的中 �� 1016（46番人気）�� 8440（14番人気）�� 1058（45番人気）
3連複票数 計 562128 的中 ��� 717（104番人気）
3連単票数 計 622999 的中 ��� 154（489番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．2―30．9―44．8―57．5―1：10．4―1：23．2―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．3
1
3
5，6（1，3，7）8（4，10）（9，12）2＝11・（5，10）（6，7，8）（1，3）9（4，2）12－11

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

勝馬の
紹 介

クロステック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sahm デビュー 2021．10．17 阪神13着

2019．2．11生 牡3黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 チョコレートミルク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月5日まで平地競走に出走でき

ない。
※ハクアイボリイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02074 2月5日 晴 良 （4小倉1） 第7日 第2競走 1，200�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

47 メモリーレゾン 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 450－ 61：08．9 3．9�
612 スクリーンショット 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋201：09．0� 8．0�
818 イ ラ ー レ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440± 0 〃 クビ 17．9�

12 ニューノーマル 牝3鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 444－ 41：09．1クビ 9．5�
714 ミスボニータ 牝3青 54 西村 淳也 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 ハナ 2．6�
713 ミズノコキュウ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 412＋ 2 〃 クビ 21．2	
11 ゴッドクインビー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 442－12 〃 アタマ 51．9

816 テーオーモンブラン 牝3青 54 富田 暁小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 432－ 81：09．2� 25．3�
35 シルバーペコ 牝3黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 466－ 21：09．3� 21．9�
23 メ ル シ ー 牝3青鹿54 松若 風馬 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 408－121：09．4� 34．3
510 ナムラキャッツ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 414＋ 4 〃 ハナ 238．9�
715 チャオベッラ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 456＋ 21：09．5クビ 29．9�
24 シェヴロンケリー 牝3鹿 54 吉田 隼人水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 428± 01：09．92� 40．3�
817 ヤマニンフルリール 牝3鹿 54 中井 裕二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 21：10．0� 256．0�
48 シンシナティ 牝3栗 54

51 ▲原 優介中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 434± 01：10．21� 37．5�

59 フラスティー 牝3黒鹿54 原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 426± 01：10．62� 235．5�
36 ジャジャカバージョ 牝3鹿 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 シンボリ牧場 464± 0 〃 ハナ 20．2�
611 フェノメーヌ 牝3青鹿54 斎藤 新 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 420－101：10．91� 181．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，089，500円 複勝： 46，009，300円 枠連： 10，544，500円
馬連： 45，975，000円 馬単： 18，271，300円 ワイド： 51，068，800円
3連複： 78，419，200円 3連単： 62，875，300円 計： 342，252，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 260円 � 400円 枠 連（4－6） 1，510円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，400円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 25，000円

票 数

単勝票数 計 290895 的中 � 58761（2番人気）
複勝票数 計 460093 的中 � 78700（2番人気）� 45675（4番人気）� 25763（6番人気）
枠連票数 計 105445 的中 （4－6） 5385（7番人気）
馬連票数 計 459750 的中 �� 18963（4番人気）
馬単票数 計 182713 的中 �� 4467（6番人気）
ワイド票数 計 510688 的中 �� 18866（4番人気）�� 9204（14番人気）�� 8743（15番人気）
3連複票数 計 784192 的中 ��� 8747（13番人気）
3連単票数 計 628753 的中 ��� 1823（41番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．6―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（3，9）（11，13）（2，14）6（8，16）（1，12）10（15，18）（5，7）（4，17） 4 ・（3，9）（2，13）（11，14）（6，12，16）（1，10）（8，18）（15，5，7）（4，17）

勝馬の
紹 介

メモリーレゾン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ノボジャック デビュー 2022．1．16 小倉2着

2019．3．24生 牝3鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 2戦1勝 賞金 7，600，000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。
（非抽選馬） 1頭 ショウナンナージャ号

第１回 小倉競馬 第７日



02075 2月5日 晴 良 （4小倉1） 第7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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

813 ユウグロスファクタ 牝3栗 54
51 ▲松本 大輝�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 498－ 4 59．7 25．4�

610 イスラアネーロ 牡3栗 56 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 59．91� 1．8�
711 ギンノカミカザリ 牝3芦 54 斎藤 新阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 454－ 41：00．11� 7．3�
814 アスターヘキサゴン 牡3栗 56 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 468－ 81：00．2� 3．6�
57 ラ ー ジ ベ ル 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 464＋ 41：00．3� 70．7	
46 � ハイパーストーム 牝3鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-
ter Farm 448＋ 21：00．4クビ 12．5


712 ミキノプリンス 牡3鹿 56 富田 暁谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 492＋121：00．61 32．6�
69 アルティマボス 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 504－ 81：01．13 45．5�
34 アイビーテーラー 牡3黒鹿56 川又 賢治中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 416－ 21：01．31� 117．0
11 グラスサーシャ 牝3鹿 54 中井 裕二半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 442－ 4 〃 アタマ 304．0�
45 トーアレインボー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 482－ 61：01．61� 91．4�
22 レッドベスティア 牡3栗 56 横山 和生 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 谷川牧場 438＋ 4 〃 クビ 16．0�
58 フェスティヴメノコ 牝3鹿 54 丹内 祐次臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 426± 01：02．55 145．3�
33 アダムズテソーロ 牡3鹿 56 原田 和真了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 リョーケンファー
ム株式会社 458± 0 〃 クビ 95．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，232，300円 複勝： 57，583，000円 枠連： 7，999，200円
馬連： 40，809，700円 馬単： 22，319，700円 ワイド： 42，359，100円
3連複： 63，536，200円 3連単： 80，398，300円 計： 350，237，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 410円 � 110円 � 170円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，950円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 42，540円

票 数

単勝票数 計 352323 的中 � 11074（6番人気）
複勝票数 計 575830 的中 � 17861（6番人気）� 269501（1番人気）� 61982（3番人気）
枠連票数 計 79992 的中 （6－8） 20509（1番人気）
馬連票数 計 408097 的中 �� 13015（8番人気）
馬単票数 計 223197 的中 �� 2008（24番人気）
ワイド票数 計 423591 的中 �� 11932（9番人気）�� 5104（19番人気）�� 35909（2番人気）
3連複票数 計 635362 的中 ��� 10736（12番人気）
3連単票数 計 803983 的中 ��� 1370（116番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．5―35．1―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユウグロスファクタ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．1．15 中京9着

2019．5．24生 牝3栗 母 ミヤビグローリー 母母 タフグレイス 2戦1勝 賞金 5，200，000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。
（非抽選馬） 1頭 カフェベラノッテ号

02076 2月5日 曇 良 （4小倉1） 第7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 ロイヤルアッシュ 牡4青鹿59 石神 深一大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482＋123：11．2 8．2�
11 アンブロジオ �7栗 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 03：12．58 27．7�
66 � デ ス ト ロ イ �8栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B516＋ 43：12．92� 44．1�
55 ネビーイーム 牡4黒鹿59 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 522＋ 43：13．0� 1．5�
33 タイセイトレイル 牡7黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496± 03：13．31	 18．7�
810 アームストロング 牡4黒鹿59 熊沢 重文塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 492＋ 23：14．15 7．4	
78 ルドンカズマ 牡5鹿 60 中村 将之合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 498－ 23：14．84 4．8

89 サンロックランド 牡5鹿 60 草野 太郎 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 518－ 23：17．5大差 123．0�
22 ウエスタンアミーゴ 牝4鹿 57 五十嵐雄祐西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 416＋ 6 （競走中止） 45．0

（9頭）
77 ブルベアペスカ 牡6栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，987，100円 複勝： 24，906，000円 枠連： 4，478，100円
馬連： 20，893，300円 馬単： 13，907，100円 ワイド： 19，179，700円
3連複： 39，323，600円 3連単： 69，003，200円 計： 212，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 320円 � 670円 � 800円 枠 連（1－4） 7，920円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，750円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 26，470円 3 連 単 ��� 122，610円

票 数

単勝票数 計 209871 的中 � 20421（4番人気）
複勝票数 計 249060 的中 � 23163（3番人気）� 9344（6番人気）� 7722（7番人気）
枠連票数 計 44781 的中 （1－4） 438（19番人気）
馬連票数 計 208933 的中 �� 2726（16番人気）
馬単票数 計 139071 的中 �� 911（30番人気）
ワイド票数 計 191797 的中 �� 3192（16番人気）�� 2832（17番人気）�� 1484（25番人気）
3連複票数 計 393236 的中 ��� 1114（50番人気）
3連単票数 計 690032 的中 ��� 408（226番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルアッシュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．9．19 中山10着

2018．4．21生 牡4青鹿 母 クイーンマザー 母母 リードストーリー 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔出走取消〕 ブルベアペスカ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ウエスタンアミーゴ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アンブロジオ号の騎手小野寺祐太は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔調教再審査〕 ウエスタンアミーゴ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4コーナー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〕。



02077 2月5日 曇 良 （4小倉1） 第7日 第5競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10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

66 テリオスルイ 牡4鹿 59 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 468± 03：10．2 1．5�
22 メイショウユウスイ 牡4鹿 59 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460＋ 83：10．94 49．7�
55 メリディアンローグ 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋10 〃 ハナ 5．5�
33 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 524－ 23：11．11� 7．1�
11 エカテリンブルク 牡5青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 520＋163：11．63� 7．6�
88 ショウナンパンサー �6鹿 60 難波 剛健国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 506－ 43：14．8大差 12．4	
44 エスタンピージャ 牝4鹿 57 蓑島 靖典 �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 470＋ 23：15．43� 114．3

77 ミエノハヤブサ �4鹿 59 石神 深一里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 486＋123：21．7大差 32．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 23，016，200円 複勝： 57，049，000円 枠連： 発売なし
馬連： 22，459，100円 馬単： 15，469，400円 ワイド： 20，057，200円
3連複： 38，688，500円 3連単： 81，642，600円 計： 258，382，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 550円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 180円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 16，980円

票 数

単勝票数 計 230162 的中 � 121358（1番人気）
複勝票数 計 570490 的中 � 427509（1番人気）� 5411（7番人気）� 41014（2番人気）
馬連票数 計 224591 的中 �� 4772（12番人気）
馬単票数 計 154694 的中 �� 2456（16番人気）
ワイド票数 計 200572 的中 �� 3807（13番人気）�� 37652（1番人気）�� 3172（15番人気）
3連複票数 計 386885 的中 ��� 8595（10番人気）
3連単票数 計 816426 的中 ��� 3484（58番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．1－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テリオスルイ �

父 ジャングルポケット �


母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．13 中京1着

2018．2．9生 牡4鹿 母 モモイロアゲハ 母母 シルクファビュラス 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 ミエノハヤブサ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 メリディアンローグ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メリディアンローグ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月5日まで出走できない。

02078 2月5日 曇 良 （4小倉1） 第7日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

33 リカンカブール 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ラ・メール 田中 克典 浦河 辻 牧場 480＋ 82：02．0 7．5�
34 プリマヴィータ 牝3栗 54 西村 淳也近藤 克麿氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 426－ 22：02．1� 39．5�
712 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 42：02．2クビ 3．4�
22 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 岩田 康誠井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 B460＋ 2 〃 クビ 8．6�
711 リュミエールノワル 牡3黒鹿56 横山 和生�G1レーシング 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 22：02．3� 29．5�
58 サトノアヴァロン 牡3青鹿56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 42：02．4� 3．3	
610 マルカフロンターレ 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492＋ 42：02．61� 73．0

814 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474－ 62：02．81� 4．8�
57 リネンスイング 牡3黒鹿56 勝浦 正樹戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 454＋ 22：03．11� 53．0�
69 ク リ ノ ビ ビ 牝3芦 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 444－ 22：03．2� 107．5
813 エコロデュエル 牡3青鹿56 富田 暁原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472＋ 42：03．41� 80．7�
46 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 2 〃 � 11．1�
11 マオノソプデト 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹湯浅 健司氏 黒岩 陽一 様似 中脇 一幸 462± 02：04．88 242．5�
45 ニシノアリオト 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 棚川 光男 432－ 62：07．4大差 153．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，047，200円 複勝： 39，347，100円 枠連： 6，465，600円
馬連： 35，174，200円 馬単： 16，324，200円 ワイド： 35，564，800円
3連複： 57，749，700円 3連単： 62，969，000円 計： 281，641，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 650円 � 160円 枠 連（3－3） 14，910円

馬 連 �� 11，950円 馬 単 �� 21，630円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 630円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 12，940円 3 連 単 ��� 81，960円

票 数

単勝票数 計 280472 的中 � 29740（4番人気）
複勝票数 計 393471 的中 � 40300（5番人気）� 12018（8番人気）� 80780（1番人気）
枠連票数 計 64656 的中 （3－3） 336（25番人気）
馬連票数 計 351742 的中 �� 2280（28番人気）
馬単票数 計 163242 的中 �� 566（50番人気）
ワイド票数 計 355648 的中 �� 2050（38番人気）�� 15509（8番人気）�� 4397（18番人気）
3連複票数 計 577497 的中 ��� 3346（36番人気）
3連単票数 計 629690 的中 ��� 557（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．2―49．3―1：01．8―1：14．0―1：26．2―1：38．0―1：49．8

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

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

勝馬の
紹 介

リカンカブール �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Zoffany デビュー 2021．10．16 阪神6着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 アンブラッセモワ 母母 Ice Flower 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノアリオト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5日まで平地競走に

出走できない。
※ニシノアリオト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02079 2月5日 小雪 良 （4小倉1） 第7日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

11 メイショウハナモモ 牝4鹿 54
52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 460± 01：48．3 5．1�

44 クーファイザナミ 牝5鹿 55 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 424＋ 81：48．51� 15．6�
812 アオイシチフク 牝4黒鹿 54

51 ▲松本 大輝鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 488＋ 61：48．6� 5．5�
22 ジョイフルダンサー 牝4鹿 54

53 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 436± 01：48．7クビ 3．9�
55 シ ェ ー ン 牝5芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋ 81：48．91� 4．6�

67 チアフルローズ 牝6青鹿55 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 484＋ 41：49．11 35．5	

811 レッドウッドヒル 牝4栗 54 富田 暁
須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B470－ 81：49．2� 51．0�

33 クリノラピッド 牝4黒鹿 54
51 ▲原 優介栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 454± 01：49．73� 51．4�

56 アンジュマリッシュ 牝4青 54 �島 克駿 サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 440－ 21：49．8クビ 87．4�
710� アポロリリー 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 B426＋ 2 〃 クビ 10．3�
79 ホウオウラフィット 牝4青鹿 54

52 ◇藤田菜七子小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：50．11� 6．1�
68 サツキワルツ 牝7鹿 55

54 ☆秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462＋ 21：50．31� 195．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，846，500円 複勝： 35，418，800円 枠連： 6，276，500円
馬連： 35，456，200円 馬単： 15，986，400円 ワイド： 34，045，300円
3連複： 56，126，300円 3連単： 64，353，700円 計： 274，509，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 340円 � 170円 枠 連（1－4） 2，410円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 820円 �� 490円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，490円 3 連 単 ��� 46，240円

票 数

単勝票数 計 268465 的中 � 41698（3番人気）
複勝票数 計 354188 的中 � 55524（4番人気）� 21928（7番人気）� 59235（1番人気）
枠連票数 計 62765 的中 （1－4） 2012（12番人気）
馬連票数 計 354562 的中 �� 11448（13番人気）
馬単票数 計 159864 的中 �� 2980（19番人気）
ワイド票数 計 340453 的中 �� 10509（12番人気）�� 18872（4番人気）�� 5559（20番人気）
3連複票数 計 561263 的中 ��� 6484（26番人気）
3連単票数 計 643537 的中 ��� 1009（176番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―31．0―44．6―57．7―1：10．4―1：22．9―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウハナモモ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．9．6 小倉4着

2018．2．27生 牝4鹿 母 グランドメージャー 母母 Immerse 15戦2勝 賞金 25，900，000円
※アンジュマリッシュ号・チアフルローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02080 2月5日 小雪 良 （4小倉1） 第7日 第8競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

22 ショウサンイチマツ 牡4栗 56
53 ▲松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 452＋ 22：41．3 5．9�

77 � マベルロンジュ 牝5栗 55 川又 賢治落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B462± 02：42．04 4．1�
55 ナムアミダブツ 牡5鹿 57 藤岡 康太ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B472＋ 62：42．21� 6．4�
44 マイネルジャッカル 牡4鹿 56

53 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 清水 小野瀬 竜馬 474＋ 82：42．41� 15．2�

88 タイミングハート 牡5黒鹿57 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448－ 42：42．71� 2．0�
66 コンフィアンス 牝4鹿 54 丹内 祐次 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 444± 0 〃 アタマ 31．5	
11 シエラネバダ �7芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 22：43．23 13．2

33 � ランドリュウオー 牡6栗 57

54 ▲角田 大和木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 460＋262：45．7大差 162．2�
89 イチザスカーレット 牝4黒鹿54 和田 翼奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 平取 協栄組合 442＋102：48．1大差 222．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，453，300円 複勝： 36，551，900円 枠連： 4，670，500円
馬連： 25，051，600円 馬単： 18，233，900円 ワイド： 24，288，700円
3連複： 43，182，400円 3連単： 86，606，000円 計： 264，038，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 230円 � 250円 枠 連（2－7） 1，070円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 550円 �� 630円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 13，960円

票 数

単勝票数 計 254533 的中 � 34299（3番人気）
複勝票数 計 365519 的中 � 37065（3番人気）� 42967（2番人気）� 36975（4番人気）
枠連票数 計 46705 的中 （2－7） 3376（5番人気）
馬連票数 計 250516 的中 �� 13290（6番人気）
馬単票数 計 182339 的中 �� 4485（13番人気）
ワイド票数 計 242887 的中 �� 11273（6番人気）�� 9632（8番人気）�� 14205（5番人気）
3連複票数 計 431824 的中 ��� 13547（10番人気）
3連単票数 計 866060 的中 ��� 4495（53番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―12．7―12．6―12．6―12．8―13．6―12．5―12．0―11．8―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．5―25．8―38．5―51．1―1：03．7―1：16．5―1：30．1―1：42．6―1：54．6―2：06．4―2：18．1―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウサンイチマツ 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．1．11 中京2着

2018．3．4生 牡4栗 母 ショウサンウルル 母母 キングズラヴ 11戦2勝 賞金 20，880，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザスカーレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5日まで平地競

走に出走できない。



02081 2月5日 雪 良 （4小倉1） 第7日 第9競走 ��
��1，200�か さ さ ぎ 賞

発走14時15分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

713 ゼットレヨン 牡3鹿 56 酒井 学�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 474＋ 21：09．1 14．9�
611 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422＋ 2 〃 ハナ 7．3�
817 ホワイトターフ 牝3芦 54 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：09．63 19．6�
36 ブランデーロック 牡3栗 56 原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458＋ 21：09．7� 44．3�
12 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋ 8 〃 クビ 9．0	
612 サンディブリッジ 牝3鹿 54 横山 和生ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－10 〃 アタマ 96．8

816 ド グ マ 牡3鹿 56 吉田 隼人広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 486＋12 〃 ハナ 2．5�
59 シーズザデイ 牡3鹿 56 菱田 裕二荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 498＋ 21：09．8クビ 26．5�
11 ポメランチェ 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 398－ 4 〃 アタマ 22．6
818 トーセンサンダー 牡3青鹿56 丹内 祐次島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．9�
510 ヒルノショパン 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 454＋ 41：10．01 34．5�
23 タムロキュラムン 牝3鹿 54 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 452± 01：10．1� 14．4�
715 フォースチルドレン 牡3鹿 56 藤田菜七子井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 81：10．31	 192．5�
48 イチローイチロー 牡3鹿 56 亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 424－ 21：10．51 92．0�
24 
 エイシントゥラン 牝3栗 54 浜中 俊平井 克彦氏 盛本 信春 浦河 栄進牧場 B450－ 1 〃 アタマ 181．5�

（兵庫）

47 � オカンモシャチョウ 牝3栗 54 松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal
& Bill Nassal 448－ 21：10．61 95．4�

714 バーニングアイズ 牝3黒鹿54 富田 暁岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 422＋ 21：11．23� 123．6�
35 ナムラデイリリー 牝3黒鹿54 泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 470＋101：11．3� 31．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，935，600円 複勝： 58，983，400円 枠連： 15，469，500円
馬連： 66，130，600円 馬単： 25，177，800円 ワイド： 64，617，800円
3連複： 116，441，000円 3連単： 112，174，300円 計： 501，930，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 400円 � 240円 � 460円 枠 連（6－7） 3，180円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 12，960円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 4，310円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 23，250円 3 連 単 ��� 178，730円

票 数

単勝票数 計 429356 的中 � 23015（6番人気）
複勝票数 計 589834 的中 � 37022（6番人気）� 72510（3番人気）� 30914（7番人気）
枠連票数 計 154695 的中 （6－7） 3763（11番人気）
馬連票数 計 661306 的中 �� 9073（20番人気）
馬単票数 計 251778 的中 �� 1457（46番人気）
ワイド票数 計 646178 的中 �� 11975（15番人気）�� 3793（48番人気）�� 7513（25番人気）
3連複票数 計1164410 的中 ��� 3755（73番人気）
3連単票数 計1121743 的中 ��� 455（546番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットレヨン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．1．16 小倉1着

2019．3．26生 牡3鹿 母 ルタンデスリーズ 母母 アトムチェリー 2戦2勝 賞金 16，699，000円
〔制裁〕 シーズザデイ号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

ドグマ号の騎手吉田隼人は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

02082 2月5日 雪 良 （4小倉1） 第7日 第10競走 1，700�
つ の し ま

角 島 特 別
発走14時50分 （ダート・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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 ダンツトレノ 牡4青鹿56 泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 478－ 81：47．4 3．6�
11 インテンスフレイム 牡4黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518－ 21：48．03� 3．8�
66 キ ゾ ク 牡4栗 56 菱田 裕二西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 492± 0 〃 ハナ 13．3�
22 ヒルノブルージュ 牡5黒鹿57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 502＋181：48．42� 6．5�
77 ベンチャーアウト 牡4栗 56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 522＋181：48．82� 3．6�
44 メ ル テ ミ ア 牡4鹿 56 吉田 隼人武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 446± 01：48．9� 30．4	
88 カズカポレイ 牡4鹿 56 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 498－ 81：49．21� 5．8

55 ダイシンサニー 牡4鹿 56 富田 暁大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 4 〃 アタマ 79．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 34，252，200円 複勝： 34，653，100円 枠連： 発売なし
馬連： 44，858，300円 馬単： 22，910，500円 ワイド： 34，128，600円
3連複： 60，040，900円 3連単： 116，767，300円 計： 347，610，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 250円 �� 500円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 342522 的中 � 75633（1番人気）
複勝票数 計 346531 的中 � 64617（2番人気）� 83593（1番人気）� 27306（6番人気）
馬連票数 計 448583 的中 �� 58682（1番人気）
馬単票数 計 229105 的中 �� 14091（2番人気）
ワイド票数 計 341286 的中 �� 38776（1番人気）�� 16219（8番人気）�� 17203（7番人気）
3連複票数 計 600409 的中 ��� 29238（6番人気）
3連単票数 計1167673 的中 ��� 15850（12番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．5―13．2―12．7―12．2―12．3―12．7―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―30．8―44．0―56．7―1：08．9―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツトレノ �

父 ラブリーデイ �


母父 ハーツクライ デビュー 2020．11．15 阪神10着

2018．4．23生 牡4青鹿 母 マダムウルル 母母 マダムチェロキー 14戦2勝 賞金 26，838，000円



02083 2月5日 雪 良 （4小倉1） 第7日 第11競走 ��
��1，800�

げ ん か い

玄 海 特 別
発走15時25分 （芝・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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：43．8
1：43．8

良
良

33 メイショウテンモン 牡7栗 57 松若 風馬松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B510＋ 21：49．0 18．5�
55 シティレインボー 牡4栗 56 菱田 裕二深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484± 0 〃 クビ 3．8�
77 ダノンドリーマー 牡4鹿 56 西村 淳也�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 492－ 41：49．1クビ 3．6�
44 ウエストンバート 牡4鹿 56 吉田 隼人�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 536± 01：49．31 5．1�
810 ディープハーモニー 牡5黒鹿57 泉谷 楓真深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 498－ 21：49．41 47．0	
22 メイショウカクウン 牡7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 464＋101：49．5� 26．7

89 コーディアル 牝4青鹿54 	島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：49．6アタマ 2．9�
66 ジャミールフエルテ 
6鹿 57 富田 暁吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462－ 61：49．81� 21．2�
11 ヴ ィ ン ト 牡6鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 536－101：49．9� 166．1
78 クリノオウジャ 牡6鹿 57 斎藤 新栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B454＋16 〃 ハナ 47．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，866，300円 複勝： 45，777，500円 枠連： 17，189，700円
馬連： 126，363，400円 馬単： 54，470，500円 ワイド： 82，663，800円
3連複： 190，331，700円 3連単： 299，667，200円 計： 869，330，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 360円 � 150円 � 130円 枠 連（3－5） 4，090円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 11，370円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，210円 �� 250円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 41，150円

票 数

単勝票数 計 528663 的中 � 22759（5番人気）
複勝票数 計 457775 的中 � 22696（6番人気）� 90032（3番人気）� 106265（1番人気）
枠連票数 計 171897 的中 （3－5） 3254（14番人気）
馬連票数 計1263634 的中 �� 21481（11番人気）
馬単票数 計 544705 的中 �� 3593（27番人気）
ワイド票数 計 826638 的中 �� 14004（15番人気）�� 15782（14番人気）�� 100594（3番人気）
3連複票数 計1903317 的中 ��� 34881（13番人気）
3連単票数 計2996672 的中 ��� 5279（114番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．1―12．2―11．5―11．9―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―49．8―1：01．3―1：13．2―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウテンモン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．12．28 阪神4着

2015．5．8生 牡7栗 母 テンザンコノハナ 母母 テンザンユタカ 25戦3勝 賞金 42，295，000円

02084 2月5日 雪 良 （4小倉1） 第7日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 985，000
985，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

818 スマートルシーダ 牡4鹿 57 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 466－ 21：09．0 12．8�
47 メイショウフンケイ 牡4栗 57

55 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518－ 41：09．21� 19．9�
510 マイネルチューダ 牡5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 454－ 4 〃 クビ 7．2�
36 スワーヴドン 牡5鹿 57 中井 裕二�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム B510＋141：09．3クビ 14．2�
714 モズマンジロウ �4鹿 57 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 442－ 4 〃 同着 50．5�
816 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 450－ 4 〃 アタマ 2．6	
612 ショウナンガニアン 牡4鹿 57 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 456＋ 2 〃 ハナ 7．0

35 � ダノンカオス �5栗 57

54 ▲松本 大輝�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 496＋ 61：09．4� 15．9�
713� レッドルピナス 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 426± 01：09．61� 55．6�
817 テンシノエア 牝4鹿 55 西村 淳也浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 B438－ 4 〃 クビ 48．5�
12 アメージングサン �5鹿 57 原田 和真 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 474＋ 21：09．7クビ 40．5�
611 タナキーボー 牡4黒鹿57 菱田 裕二田中 俊彰氏 清水 久詞 日高 天羽 禮治 492± 01：09．91� 10．4�
48 � ラブサンキュー 牝6鹿 55

52 ▲原 優介増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 472＋ 4 〃 クビ 189．5�
715 ジャンドゥーヤ 牝4青 55 藤岡 康太 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 448± 01：10．0� 78．0�
23 コスモサンレミ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大 ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 466＋ 61：10．21 21．7�
24 セイウンダイモス 牡4栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 494＋20 〃 ハナ 29．5�
11 � ホイッスルヴォイス 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 41：10．73 155．2�

59 ハクサンハーバー 牡4栗 57 川又 賢治河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 484＋ 41：11．33� 23．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 54，018，700円 複勝： 77，315，300円 枠連： 29，667，200円
馬連： 110，471，600円 馬単： 41，232，500円 ワイド： 104，260，700円
3連複： 197，710，700円 3連単： 184，051，500円 計： 798，728，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 420円 � 670円 � 250円 枠 連（4－8） 2，490円

馬 連 �� 13，670円 馬 単 �� 24，710円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 1，430円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 36，980円 3 連 単 ��� 208，820円

票 数

単勝票数 計 540187 的中 � 33506（5番人気）
複勝票数 計 773153 的中 � 47299（5番人気）� 27051（9番人気）� 93454（2番人気）
枠連票数 計 296672 的中 （4－8） 9209（11番人気）
馬連票数 計1104716 的中 �� 6261（46番人気）
馬単票数 計 412325 的中 �� 1251（84番人気）
ワイド票数 計1042607 的中 �� 5323（55番人気）�� 19280（12番人気）�� 7159（40番人気）
3連複票数 計1977107 的中 ��� 4009（116番人気）
3連単票数 計1840515 的中 ��� 639（650番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．5―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートルシーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．2．14 阪神9着

2018．5．27生 牡4鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 9戦2勝 賞金 12，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ショウナンガニアン号の騎手吉田隼人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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） 1頭 エコロキング号
（非抽選馬） 4頭 アンジュマリッシュ号・ゴスホーククレスト号・ファンタジーアスク号・ラマルセイエーズ号



（4小倉1）第7日 2月5日（土曜日） 晴後曇後雪 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

182，400，000円
3，020，000円
19，940，000円
1，270，000円
21，500，000円
62，636，000円
5，128，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
393，709，400円
542，517，700円
110，218，600円
608，151，100円
281，668，200円
546，496，400円
997，763，000円
1，282，808，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，763，332，700円

総入場人員 1，803名 （有料入場人員 1，218名）
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