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05001 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1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

78 サ ド ル 牡3栗 56 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：47．7 1．4�
11 ヒノデテイオー 牡3栗 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 440± 01：48．65 4．9�
810 ロードアライアンス 牡3青鹿56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 420－ 21：49．77 6．6�
33 ラインメッセージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B490± 01：49．8クビ 13．1�
22 デルマドワーフ 牡3栗 56 斎藤 新浅沼 廣幸氏 村田 一誠 日高 ファニーヒルファーム 448＋ 4 〃 ハナ 114．2�
55 サンウエストウッド 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 498＋ 41：50．33 60．0	
44 クリノレジェンド 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 514＋121：50．51� 72．1

66 フェアレーター 牡3鹿 56 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 448－ 21：51．13� 27．3�
77 テイエムヒットマン 牡3鹿 56 菱田 裕二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 512± 01：52．16 118．1�
89 ベルウッドスカイ 牡3鹿 56 丹内 祐次鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 494＋ 41：53．05 25．8
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売 得 金
単勝： 21，377，200円 複勝： 111，250，300円 枠連： 6，175，000円
馬連： 35，552，700円 馬単： 23，658，700円 ワイド： 32，303，600円
3連複： 57，556，900円 3連単： 105，256，600円 計： 393，131，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連（1－7） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 120円 �� 180円 �� 320円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 970円

票 数

単勝票数 計 213772 的中 � 119236（1番人気）
複勝票数 計1112503 的中 � 922371（1番人気）� 74619（2番人気）� 36067（3番人気）
枠連票数 計 61750 的中 （1－7） 20811（1番人気）
馬連票数 計 355527 的中 �� 123895（1番人気）
馬単票数 計 236587 的中 �� 53341（1番人気）
ワイド票数 計 323036 的中 �� 93378（1番人気）�� 42026（2番人気）�� 17455（4番人気）
3連複票数 計 575569 的中 ��� 128563（1番人気）
3連単票数 計1052566 的中 ��� 78663（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．9―13．0―13．6―12．8―12．2―12．3―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―19．0―32．0―45．6―58．4―1：10．6―1：22．9―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ド ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rahy デビュー 2021．10．2 中京11着

2019．4．15生 牡3栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12日まで平地競

走に出走できない。

05002 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1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 5，200，000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

817 ショウナンナウシカ 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 456＋181：08．4 9．1�

48 � シュガーフロート 牝3芦 54
53 ☆泉谷 楓真�ヒダカファーム高柳 大輔 米 Hidaka Farm 400＋ 21：08．5� 16．9�

36 ムーンガーデン 牡3鹿 56 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 B468＋ 21：09．03 4．4�
47 コパノサンタフェ 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 450－ 41：09．21� 9．5�
818 カ ラ ウ ヌ 牝3鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 4 〃 ハナ 13．8	
23 セキテイホノオー 牡3芦 56 勝浦 正樹杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム 446－ 41：09．3	 20．4

611 ヘ ク ト ゴ ン 牡3栗 56 斎藤 新加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか ゴールドアップカンパニー 416－ 2 〃 ハナ 249．5�
714� エンジェルシリカ 牝3鹿 54 吉田 隼人前田 幸大氏 矢作 芳人 米 Mrs. E

Stockwell 444－ 21：09．4	 2．4�
59 レンヌメファ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 424± 01：09．72 280．0
713 ザナイトカフェ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 宗像 義忠 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：10．44 8．7�
35 マ ガ ー リ 牝3鹿 54 川又 賢治中辻 明氏 杉山 佳明 日高 長谷川牧場 476－ 21：10．5	 20．7�
510 キタノワースアド 牝3黒鹿54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 三石川上牧場 384－ 6 〃 クビ 138．6�
816 カシノコマンド 牝3芦 54

50 ★永島まなみ柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 432± 01：10．6クビ 57．5�
11 クイーンオブチェコ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子谷脇智恵子氏 浅野洋一郎 新ひだか 佐藤 勝秀 450 ― 〃 ハナ 84．0�
12 サヴァンナナイツ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 6 〃 アタマ 477．0�
24 � スパイツァック 牝3青鹿54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 米 KR Japan 438± 0 〃 クビ 78．7�
715 マイネルヘリテージ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 浜口牧場 412＋ 61：11．02	 396．4�

612 ユーディアライト 牝3鹿 54
51 ▲西谷 凜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 380－ 21：11．21� 446．7�
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売 得 金
単勝： 25，519，900円 複勝： 39，527，100円 枠連： 12，676，900円
馬連： 41，367，100円 馬単： 17，454，800円 ワイド： 44，348，600円
3連複： 74，444，000円 3連単： 63，739，500円 計： 319，077，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 310円 � 440円 � 170円 枠 連（4－8） 1，510円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 10，570円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 900円 �� 980円

3 連 複 ��� 10，240円 3 連 単 ��� 57，400円

票 数

単勝票数 計 255199 的中 � 22399（4番人気）
複勝票数 計 395271 的中 � 30540（5番人気）� 19596（7番人気）� 76203（2番人気）
枠連票数 計 126769 的中 （4－8） 6490（7番人気）
馬連票数 計 413671 的中 �� 5660（20番人気）
馬単票数 計 174548 的中 �� 1238（40番人気）
ワイド票数 計 443486 的中 �� 7637（19番人気）�� 12813（8番人気）�� 11742（10番人気）
3連複票数 計 744440 的中 ��� 5448（32番人気）
3連単票数 計 637395 的中 ��� 805（191番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．7―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（7，8，18）（3，16）（2，13，17）（5，9，6，14）－11（4，12）15－10－1 4 ・（7，8，18）－（3，16，17）（2，13，6）（5，14）（9，11）－12，4（10，15）－1

勝馬の
紹 介

ショウナンナウシカ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．14 新潟9着

2019．3．20生 牝3鹿 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 7戦1勝 賞金 6，480，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スンヌンタイ号・ディスフルタール号・マーナーパス号

第２回 小倉競馬 第１日



05003 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・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
56．8
56．8

重
重

34 ア カ ザ 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 むかわ 上水牧場 442－ 21：00．1 10．7�
58 テンクウフラワー 牝3鹿 54 菱田 裕二小島 將之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 斉藤スタッド 408－ 6 〃 クビ 1．8�
69 マーブルケイケー 牝3青鹿54 横山 和生下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：00．31� 6．2�
57 ロサロッサーナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B504＋101：00．4� 5．4�
45 コウユーママニニテ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 436－ 41：00．82 22．7�
814 グレンステラ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 444＋ 2 〃 アタマ 147．1�
610 アドレマピュス 牝3栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B462± 01：00．9� 45．5

711 マーゴットリリー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和前田 良平氏 高橋 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 41：01．0クビ 165．7�
11 メイショウコドマリ 牝3栗 54

51 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 484－ 21：01．1� 15．8�
46 テリオスリノ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 430－ 41：01．31� 30．7
712 フタミジョウワ 牝3鹿 54 的場 勇人瀬谷 �雄氏 牧 光二 新冠 協和牧場 450－ 41：01．4� 43．4�
22 クリノユキツバキ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 462＋ 61：01．5� 288．4�
33 タマモベローナ 牝3鹿 54 藤岡 康太タマモ	 高橋 亮 新冠 小泉牧場 464－ 21：01．71� 14．2�
813 ペイシャラピッド 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 422 ―1：02．22� 141．1�
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売 得 金
単勝： 28，451，100円 複勝： 40，352，400円 枠連： 9，023，300円
馬連： 39，364，200円 馬単： 19，069，600円 ワイド： 41，441，100円
3連複： 63，996，100円 3連単： 72，842，000円 計： 314，539，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 260円 � 120円 � 180円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，000円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 284511 的中 � 21185（4番人気）
複勝票数 計 403524 的中 � 28922（5番人気）� 127991（1番人気）� 48493（3番人気）
枠連票数 計 90233 的中 （3－5） 14361（3番人気）
馬連票数 計 393642 的中 �� 20161（5番人気）
馬単票数 計 190696 的中 �� 3805（11番人気）
ワイド票数 計 414411 的中 �� 16683（7番人気）�� 9710（13番人気）�� 40614（2番人気）
3連複票数 計 639961 的中 ��� 18883（8番人気）
3連単票数 計 728420 的中 ��� 2966（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．8―34．3―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．3
3 7，12（9，8）（4，14）（10，11）－（3，6）（2，1）－5－13 4 7－（12，8）9，4－（10，14）6（11，2）（3，5，1）＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア カ ザ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．7．10 福島6着

2019．3．7生 牝3鹿 母 マイネハッピー 母母 コスモフォーチュン 5戦1勝 賞金 5，710，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アクアヒナ号・スマイルムーン号・デアリングヒューズ号

05004 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第4競走 ��3，390�障害4歳以上オープン
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：40．0良

69 セプタリアン �6鹿 61 平沢 健治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 504＋103：43．9 2．3�
34 マイネルヴァッサー 牡9鹿 61 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 8 〃 ハナ 11．4�
22 ポルトラーノ �6鹿 61 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492－ 43：44．0� 12．5�
712 バイオレントブロー �7黒鹿61 白浜 雄造 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 492＋ 2 〃 アタマ 7．2�
57 ダイシンクローバー �6黒鹿61 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 484－ 23：44．74 7．1	
814 ダノンロッソ 牡8青鹿60 植野 貴也�ダノックス 田中 克典 安平 ノーザンファーム 460＋ 83：45．12� 27．4

711 ビルジキール 牡6黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 502＋ 23：45．84 26．8�
58 キャプテンペリー �9栗 62 五十嵐雄祐千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 516＋ 63：47．07 5．0�
11 キ ー パ ン チ 牡5鹿 60 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 466± 0 〃 クビ 37．8
610 メイショウジザイ 牡6鹿 60 石神 深一松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 532＋143：47．1� 17．4�
46 ポルタフォリオ 牡4鹿 59 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 498－ 83：48．16 51．1�
813 シゲルピーマン �7鹿 61 黒岩 悠森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 神垣 道弘 492＋ 23：51．5大差 192．7�

（12頭）
33 � カポラヴォーロ �7栗 60 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米 Debra Ann
Shehadi 508＋ 4 （競走除外）

45 キングリッド 牡8鹿 60 蓑島 靖典吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 466± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，227，200円 複勝： 23，507，700円 枠連： 7，504，700円
馬連： 26，440，900円 馬単： 12，576，700円 ワイド： 24，788，800円
3連複： 53，505，600円 3連単： 54，347，400円 計： 219，899，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 250円 � 310円 枠 連（3－6） 1，620円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 400円 �� 710円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 15，580円

票 数

単勝票数 差引計 172272（返還計 1998） 的中 � 58443（1番人気）
複勝票数 差引計 235077（返還計 3608） 的中 � 57324（1番人気）� 21435（5番人気）� 16085（6番人気）
枠連票数 差引計 75047（返還計 221） 的中 （3－6） 3581（5番人気）
馬連票数 差引計 264409（返還計 11298） 的中 �� 14491（4番人気）
馬単票数 差引計 125767（返還計 4776） 的中 �� 4244（5番人気）
ワイド票数 差引計 247888（返還計 11102） 的中 �� 17334（3番人気）�� 8807（6番人気）�� 4387（18番人気）
3連複票数 差引計 535056（返還計 35302） 的中 ��� 9090（13番人気）
3連単票数 差引計 543474（返還計 31694） 的中 ��� 2528（41番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
・（9，2）8－（10，12）11（7，14）4－6－1＝13・（9，2）＝12－（7，4）8－（14，10）11＝1－6＝13

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

勝馬の
紹 介

セプタリアン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 �6鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 障害：4戦3勝 賞金 42，573，000円
〔競走除外〕 カポラヴォーロ号は，馬場入場時に放馬。疾病〔急性心不全〕を発症したため競走除外。なお，同馬は死亡。

キングリッド号は，馬場入場後に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 バイオレントブロー号の騎手白浜雄造は，2周目2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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） 4頭 テイエムチューハイ号・マイネルダンク号・リッジマン号・ワーウルフ号
（非抽選馬） 1頭 マイサンシャイン号



05005 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 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 ル ヴ ォ ル グ �6黒鹿60 五十嵐雄祐�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 528± 03：07．9 3．3�

89 クリエイトザライフ �6栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 494＋ 43：10．2大差 5．6�
22 ピュアヒカリ �6鹿 60 大江原 圭鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 454－ 63：10．51� 17．4�
77 ア イ タ イ 牡6栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 522± 03：10．71� 4．1�
810 ジャディード 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456－ 63：10．8� 71．8�
33 	 ブルーエクセレンス 牡6青鹿60 草野 太郎ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋103：11．65 5．6	
11 アサクサトラマル 牡4黒鹿59 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460± 03：11．7
 91．3

78 ランスオブプラーナ 牡6黒鹿60 中村 将之五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 23：11．91
 5．3�
55 	 マルカテノール 牡8鹿 60 西谷 誠日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 ハナ 67．5�
44 	 ジェミニキング �6鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 490± 03：15．2大差 12．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，970，600円 複勝： 19，901，000円 枠連： 5，488，200円
馬連： 24，936，000円 馬単： 13，767，600円 ワイド： 23，274，700円
3連複： 45，681，900円 3連単： 61，906，200円 計： 209，926，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 290円 枠 連（6－8） 1，180円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，020円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 149706 的中 � 35547（1番人気）
複勝票数 計 199010 的中 � 41336（1番人気）� 33698（2番人気）� 13711（6番人気）
枠連票数 計 54882 的中 （6－8） 3584（5番人気）
馬連票数 計 249360 的中 �� 20234（4番人気）
馬単票数 計 137676 的中 �� 5572（6番人気）
ワイド票数 計 232747 的中 �� 23073（1番人気）�� 5457（13番人気）�� 4602（16番人気）
3連複票数 計 456819 的中 ��� 7931（18番人気）
3連単票数 計 619062 的中 ��� 3251（56番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ヴ ォ ル グ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2018．10．28 東京1着

2016．2．24生 �6黒鹿 母 キトゥンカブードル 母母 Easy Slam 障害：3戦1勝 賞金 10，300，000円

05006 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第6競走 1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

712 アップストローク �3黒鹿56 丹内 祐次吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 454－121：47．5 9．1�
611 スウィートスカー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心池袋レーシング �島 一歩 新ひだか 田中 裕之 454－ 21：48．03 3．9�
35 デュアルレインボー 牡3鹿 56 横山 和生近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 484± 01：48．21� 2．2�
11 ノートルプロメス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 504＋ 81：48．3� 39．5�
23 カラーインデックス 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 512＋181：48．51� 6．8�
58 クトゥネシリカ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 422－10 〃 ハナ 14．8	
46 シルバーブレッド 牡3鹿 56 斎藤 新犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 422－ 6 〃 ハナ 24．8

34 ムーランシャタン 牝3栗 54 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 白井牧場 422± 01：48．71� 31．1�
22 ステラフィオーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：48．8アタマ 65．0�
814 アカクマドリ 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜 ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 松田牧場 450± 01：48．9� 46．6�
59 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B472－ 2 〃 クビ 47．1�
610 ロマンドブリエ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝 シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋121：49．32� 27．2�
47 リュウキュウカリー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 454± 0 〃 クビ 196．1�
713 デルマセイレーン 牝3鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 438－ 21：49．72� 38．3�
815 イレギュラー 牡3鹿 56 菱田 裕二副島 義久氏 北出 成人 様似 小田牧場 444＋161：52．1大差 66．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，881，800円 複勝： 40，636，200円 枠連： 9，096，600円
馬連： 38，778，700円 馬単： 17，885，900円 ワイド： 45，210，200円
3連複： 67，231，000円 3連単： 72，094，700円 計： 322，815，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 140円 � 120円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 840円 �� 410円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 計 318818 的中 � 27889（4番人気）
複勝票数 計 406362 的中 � 34733（4番人気）� 73069（2番人気）� 114869（1番人気）
枠連票数 計 90966 的中 （6－7） 6066（4番人気）
馬連票数 計 387787 的中 �� 11747（7番人気）
馬単票数 計 178859 的中 �� 2419（15番人気）
ワイド票数 計 452102 的中 �� 12160（8番人気）�� 27664（3番人気）�� 49367（1番人気）
3連複票数 計 672310 的中 ��� 28625（2番人気）
3連単票数 計 720947 的中 ��� 2830（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．6―12．2―11．9―11．5―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．3―48．5―1：00．4―1：11．9―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップストローク �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2022．1．23 中山13着

2019．2．15生 �3黒鹿 母 エ マ ソ ン グ 母母 Advancing Star 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イレギュラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12日まで平地競走に

出走できない。

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 7日第 1競走）
〔その他〕　　チョコレートミルク号は，競走中に疾病〔右第 2中手骨々折〕を発症。なお，

同馬は「３走成績による出走制限」の適用を除外。



05007 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1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

44 ノットイェット 牝4鹿 54
51 ▲原 優介�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B480＋ 41：47．2 2．1�

810 タガノリバイバー 牝4鹿 54
51 ▲角田 大和八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 2 〃 ハナ 16．8�
22 スクウェアセイル 牝4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 452－ 41：47．51� 6．6�
33 トーホウジュナール 牝4青鹿54 菱田 裕二東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 466± 01：47．6� 31．7�
77 リーベサンライズ 牝4黒鹿54 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 450＋ 21：47．7クビ 4．3	
89 メイショウコミチ 牝6鹿 55

52 ▲松本 大輝松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 454± 01：48．23 25．3

78 ハイアーグレード 牝5栗 55 松若 風馬下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B450－ 41：48．3� 8．1�
66 ルージュジャドール 牝4鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 440± 01：48．72� 26．6�
55 � グリュレーヴ 牝4芦 54 藤岡 康太飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 6 〃 アタマ 8．7
11 ア デ ウ ス 牝4鹿 54 丹内 祐次平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 464＋ 41：48．8� 118．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，647，000円 複勝： 27，121，000円 枠連： 5，099，000円
馬連： 27，243，200円 馬単： 15，038，700円 ワイド： 29，003，200円
3連複： 43，667，800円 3連単： 64，765，800円 計： 236，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 380円 � 170円 枠 連（4－8） 1，220円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 800円 �� 270円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 246470 的中 � 90003（1番人気）
複勝票数 計 271210 的中 � 66224（1番人気）� 12957（8番人気）� 43646（3番人気）
枠連票数 計 50990 的中 （4－8） 3214（4番人気）
馬連票数 計 272432 的中 �� 9500（7番人気）
馬単票数 計 150387 的中 �� 3251（13番人気）
ワイド票数 計 290032 的中 �� 8642（10番人気）�� 31786（3番人気）�� 4704（19番人気）
3連複票数 計 436678 的中 ��� 10199（14番人気）
3連単票数 計 647658 的中 ��� 3193（49番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．8―43．5―55．9―1：08．0―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノットイェット �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2020．6．7 東京4着

2018．2．14生 牝4鹿 母 オリジンファースト 母母 Westphalia 18戦2勝 賞金 26，140，000円

05008 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1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

55 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 460＋ 82：38．6 7．7�

67 パーディシャー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 22：39．13 10．7�
22 シングマイハート 牝4鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462＋ 62：39．31� 17．0�
33 メイショウサンガ 牡5鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 528－ 42：39．4� 11．7�
66 ミスカイウラニ 牝4鹿 54

50 ★永島まなみ諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442－ 42：39．61� 29．3	
810 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 508－ 22：39．7アタマ 13．9

11 シルキーヴォイス 牡4栗 56

55 ☆泉谷 楓真金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 B480＋ 4 〃 クビ 5．5�

78 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 22：40．23 3．2�

811 ジェニーアムレット 牝4鹿 54 �島 克駿 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 35．8
44 アスクチャーチル 牡4鹿 56 吉田 隼人廣崎利洋HD� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 82：40．41 42．7�
79 カレンレベンティス 牡4黒鹿56 藤岡 康太鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 460＋ 42：41．67 4．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，247，900円 複勝： 32，319，900円 枠連： 6，096，800円
馬連： 33，140，600円 馬単： 14，815，800円 ワイド： 34，768，100円
3連複： 53，255，500円 3連単： 63，617，400円 計： 263，262，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 290円 � 380円 枠 連（5－6） 2，730円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，510円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 14，310円 3 連 単 ��� 69，350円

票 数

単勝票数 計 252479 的中 � 26037（4番人気）
複勝票数 計 323199 的中 � 33687（4番人気）� 29819（5番人気）� 20701（7番人気）
枠連票数 計 60968 的中 （5－6） 1727（9番人気）
馬連票数 計 331406 的中 �� 7795（15番人気）
馬単票数 計 148158 的中 �� 1907（27番人気）
ワイド票数 計 347681 的中 �� 9363（13番人気）�� 5865（21番人気）�� 5279（24番人気）
3連複票数 計 532555 的中 ��� 2791（56番人気）
3連単票数 計 636174 的中 ��� 665（283番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．6―11．5―11．8―12．8―12．9―12．5―11．9―11．9―11．9―11．7―12．3

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�
12．8―24．8―37．4―48．9―1：00．7―1：13．5―1：26．4―1：38．9―1：50．8―2：02．7―2：14．6―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハーツオブシャカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ

2018．2．24生 牡4鹿 母 ハワイアンローズ 母母 サンタローズ 12戦1勝 賞金 15，920，000円
初出走 JRA



05009 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第9競走 2，000�
か ら と

唐 戸 特 別
発走14時15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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

77 ウインリブルマン 牡4栗 56 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 522＋ 42：00．9 2．1�
22 サトノヴィーナス 牝5鹿 55 亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．0� 36．5�
66 ケルンキングダム �6鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 440± 0 〃 クビ 40．5�
33 バ ガ ン 牡4青 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 470＋ 22：01．1� 3．9�
11 エレフセリア 牝4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 438－ 42：01．31� 7．6�
89 ゼンダンピューマ �4栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 村田 一誠 日高 下河辺牧場 B450± 02：01．51 38．0	
810 シャインユニバンス 牝4鹿 54 横山 和生亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 424＋ 6 〃 クビ 8．8

78 マジストラル 牡6鹿 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 494－102：01．6� 30．4�
55 サツキハピネス 牝4黒鹿54 藤岡 康太小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 452－102：01．7� 6．2
44 ラヴィズミニオン 牝4黒鹿54 秋山 稔樹牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム B472－ 42：02．65 62．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，578，500円 複勝： 27，512，100円 枠連： 5，388，700円
馬連： 31，356，200円 馬単： 17，143，300円 ワイド： 28，599，400円
3連複： 46，942，300円 3連単： 75，622，900円 計： 257，143，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，060円 � 660円 枠 連（2－7） 4，300円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，220円 �� 9，160円

3 連 複 ��� 29，860円 3 連 単 ��� 85，660円

票 数

単勝票数 計 245785 的中 � 91865（1番人気）
複勝票数 計 275121 的中 � 74460（1番人気）� 5072（9番人気）� 8504（8番人気）
枠連票数 計 53887 的中 （2－7） 969（12番人気）
馬連票数 計 313562 的中 �� 6584（12番人気）
馬単票数 計 171433 的中 �� 2255（18番人気）
ワイド票数 計 285994 的中 �� 6469（12番人気）�� 6163（13番人気）�� 775（41番人気）
3連複票数 計 469423 的中 ��� 1179（63番人気）
3連単票数 計 756229 的中 ��� 640（207番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―24．3―37．1―50．2―1：01．9―1：13．6―1：25．4―1：36．9―1：48．8

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

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

勝馬の
紹 介

ウインリブルマン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．7．5 阪神5着

2018．4．29生 牡4栗 母 ウインリバティ 母母 フリーヴァケイション 11戦2勝 賞金 31，468，000円

05010 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第10競走 ��1，200�
ほ ば し ら や ま

帆 柱 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，3．2．13以降4．2．6まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

816� サトノジヴェルニー 牡5栗 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 464＋ 81：07．3 14．3�

612 ルミナスライン 牝4鹿 53 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 442± 01：07．51� 24．6�
48 メイショウハボタン 牝4鹿 53 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 464－ 41：07．61 15．4�
47 グ ラ ウ ク ス �6栗 54 秋山 稔樹 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 4 〃 アタマ 99．0�
36 サニーオーシャン 牡4鹿 56 荻野 極海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 466± 01：07．7クビ 16．9	
59 � マイトレジャーフジ 牡4鹿 54 勝浦 正樹嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 470＋ 6 〃 ハナ 23．2

715 メイショウエニシア 牝4青鹿54 吉田 隼人松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 442－ 6 〃 アタマ 11．8�
12 ミニーアイル 牝4芦 54 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 9．4
11 ス キ ッ プ 牡6黒鹿55 松本 大輝�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 01：07．8	 68．0�
23 ガ リ レ イ �5鹿 55 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 500＋ 8 〃 ハナ 6．3�
611 ショウナンラスボス 牡4栗 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 21：07．9	 5．2�
714 ジューンベロシティ 牡4青鹿55 横山 和生吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 462－ 61：08．0クビ 6．6�
817 ベストクィーン 牝6栗 51 小林 凌大田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 440＋ 81：08．1	 75．6�
35 チ ャ イ カ 牝5鹿 52 斎藤 新谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－12 〃 クビ 43．6�
818 ニルカンタテソーロ 牡5栗 54 原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B452± 0 〃 クビ 52．1�
510� マリノスピカ 牝6栗 52 亀田 温心和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 484＋ 21：08．2クビ 58．0�
713 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 54 
島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484＋ 61：08．83	 55．2�

24 ララマカロン 牝4鹿 52 浜中 俊フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B480－ 21：08．9	 5．8�
（法942）

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，978，800円 複勝： 62，939，900円 枠連： 23，225，000円
馬連： 91，641，600円 馬単： 33，201，900円 ワイド： 88，212，100円
3連複： 173，874，900円 3連単： 164，201，800円 計： 677，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 530円 � 690円 � 480円 枠 連（6－8） 2，500円

馬 連 �� 16，890円 馬 単 �� 33，650円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 3，790円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 67，490円 3 連 単 ��� 385，260円

票 数

単勝票数 計 399788 的中 � 22296（7番人気）
複勝票数 計 629399 的中 � 31740（9番人気）� 23268（10番人気）� 35089（8番人気）
枠連票数 計 232250 的中 （6－8） 7185（14番人気）
馬連票数 計 916416 的中 �� 4203（58番人気）
馬単票数 計 332019 的中 �� 740（119番人気）
ワイド票数 計 882121 的中 �� 4380（56番人気）�� 6017（46番人気）�� 6025（45番人気）
3連複票数 計1738749 的中 ��� 1932（223番人気）
3連単票数 計1642018 的中 ��� 309（1256番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―10．8―11．2―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―32．7―43．9―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノジヴェルニー �
�
父 Siyouni �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2019．9．21 阪神4着

2017．1．24生 牡5栗 母 Bal de La Rose 母母 Lady Vettori 21戦3勝 賞金 47，944，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 ヴィクトワールメイ号・エピローグ号
（非抽選馬） 7頭 アイアンムスメ号・ココクラッシュ号・コスモカッティーボ号・サクセスハーモニー号・ホーリーライン号・

ラングロワ号・ルクルト号



05011 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

812 ギブミーラブ 牝4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 480＋ 21：46．6 8．1�
813 タイセイシェダル 牡4栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 466－ 21：46．7クビ 4．0�
68 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 横山 和生�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 496＋ 6 〃 アタマ 8．7�
69 キョウワウォール 牡6黒鹿57 �島 良太浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B484＋ 2 〃 アタマ 4．2�
710 レディステディゴー 牡4鹿 56 斎藤 新 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 526＋10 〃 ハナ 25．2	
11 シンヨモギネス 牡4鹿 56 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 21：46．8アタマ 12．0

57 サンマルエンパイア 牡8鹿 57 藤岡 康太相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 470＋ 2 〃 ハナ 8．0�
711 サヴァビアン 牡4栗 56 亀田 温心岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 424± 01：47．75 42．0�
33 ペイシャクェーサー 牝4鹿 54 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 476＋ 61：48．33	 43．3
45 エイシンディーデイ 牡4栗 56 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 492－ 41：48．51 22．8�
56 スマートパルフェ 牝4黒鹿54 泉谷 楓真大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 434－ 41：49．35 153．8�
44 アルヴェント 牝5鹿 55 松若 風馬街風 �雄氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 494± 01：50．910 41．6�
22 ブリエヴェール 牡4青鹿56 �島 克駿 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 41：51．32	 6．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，375，100円 複勝： 78，154，300円 枠連： 34，571，600円
馬連： 147，654，300円 馬単： 52，501，700円 ワイド： 110，029，900円
3連複： 248，251，900円 3連単： 264，737，500円 計： 993，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 160円 � 300円 枠 連（8－8） 1，420円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，570円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 30，260円

票 数

単勝票数 計 573751 的中 � 55982（5番人気）
複勝票数 計 781543 的中 � 85263（4番人気）� 156472（1番人気）� 57281（6番人気）
枠連票数 計 345716 的中 （8－8） 18778（5番人気）
馬連票数 計1476543 的中 �� 76868（3番人気）
馬単票数 計 525017 的中 �� 12476（9番人気）
ワイド票数 計1100299 的中 �� 50061（2番人気）�� 17332（17番人気）�� 29044（12番人気）
3連複票数 計2482519 的中 ��� 33146（17番人気）
3連単票数 計2647375 的中 ��� 6342（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．6―41．8―54．5―1：07．3―1：19．8―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3

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

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

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4鹿 母 エリドゥバビロン 母母 Miss Suilleabhain 11戦3勝 賞金 32，378，000円
〔制裁〕 ブリエヴェール号の騎手�島克駿は，発走後まもなく十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：3番）
ブリエヴェール号の騎手�島克駿は，1コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：4番）

05012 2月12日 晴 良 （4小倉2） 第1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 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

11 アスクキングコング �4黒鹿 57
54 ▲原 優介廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 446± 01：08．1 6．5�

24 ヤマニンルリュール 牝4鹿 55 �島 克駿土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 466－121：08．2� 3．4�
713 アセンダント 牝6鹿 55

52 ▲松本 大輝 �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 466－ 2 〃 クビ 30．8�

612 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 川又 賢治奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 446－12 〃 アタマ 16．4�
510 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 474－ 41：08．3	 28．8	
36 クレマチステソーロ 牝4鹿 55 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 468－ 41：08．4� 19．6

48 
 オリンピックデイ 牡4鹿 57 藤岡 康太馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III 510＋ 4 〃 アタマ 4．1�
12 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 406－ 21：08．5クビ 97．7�
23 ノブフランクリン 牝5鹿 55

54 ☆亀田 温心前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 430＋ 21：08．6	 166．9
59 � エコロキング 牡4青鹿57 �島 良太原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 444± 01：08．7� 48．8�
715 キョシンタンカイ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 凌大國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 514－ 81：08．81 53．1�
47 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 原田 和真�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 456－ 8 〃 ハナ 69．2�
35 カトルショセット 牝4鹿 55 荻野 極�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：08．9	 6．3�
818 ロ マ ネ ス ク 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 6 〃 アタマ 20．1�

714 インワンシティング 牡4鹿 57 吉田 隼人�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 460－ 21：09．0クビ 36．5�
611 フィルムスコア 牝4黒鹿55 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 444－ 41：09．1� 28．2�
817
 スマートルシア 牝5芦 55 斎藤 新大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 462＋ 41：09．2	 96．3�
816 マイネルヘルト 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 石郷岡 雅樹 416－10 〃 クビ 27．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，226，300円 複勝： 68，275，700円 枠連： 28，832，800円
馬連： 100，126，200円 馬単： 36，635，700円 ワイド： 99，802，300円
3連複： 181，433，500円 3連単： 168，316，900円 計： 732，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 180円 � 530円 枠 連（1－2） 1，400円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，650円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 13，690円 3 連 単 ��� 62，030円

票 数

単勝票数 計 492263 的中 � 60083（4番人気）
複勝票数 計 682757 的中 � 83669（4番人気）� 113583（2番人気）� 26785（7番人気）
枠連票数 計 288328 的中 （1－2） 15954（4番人気）
馬連票数 計1001262 的中 �� 62191（2番人気）
馬単票数 計 366357 的中 �� 9121（8番人気）
ワイド票数 計 998023 的中 �� 50137（3番人気）�� 9296（26番人気）�� 11004（21番人気）
3連複票数 計1814335 的中 ��� 9937（32番人気）
3連単票数 計1683169 的中 ��� 1967（141番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．8―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．5―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクキングコング �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．31 小倉2着

2018．3．8生 �4黒鹿 母 ウィケットキーパー 母母 コートアウト 10戦2勝 賞金 26，550，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイレフィーノ号
（非抽選馬） 2頭 サンセットオーラ号・スターライトキス号



（4小倉2）第1日 2月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

202，140，000円
3，020，000円
18，580，000円
1，480，000円
25，380，000円
69，959，000円
5，670，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
360，481，400円
571，497，600円
153，178，600円
637，601，700円
273，750，400円
601，782，000円
1，109，841，400円
1，231，448，700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 4，939，581，800円

総入場人員 2，349名 （有料入場人員 1，605名）
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