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05049 2月26日 晴 良 （4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）

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

23 ルイナールカズマ 牡3黒鹿56 浜中 俊合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 496＋ 81：46．7 3．4�
815 タイキスパルタン 牡3芦 56 菱田 裕二�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516＋101：46．8クビ 12．3�
612 ジャスティンエース 牡3黒鹿56 吉田 隼人三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：47．65 5．7�
713 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B448± 01：47．91� 46．1�
611 ヒノデテイオー 牡3栗 56 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 440± 01：48．11� 4．5	
36 ディープギルドン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 520＋ 21：48．31� 124．0

510 ヒルノロワール 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 492－ 61：48．5� 22．3�
48 ウォータージーニー 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480－121：48．81� 179．5�
816 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 512－121：49．01 6．5
35 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 486－ 8 〃 クビ 71．0�
47 ギ ン リ ン 牡3芦 56 原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー

ブル 494－ 21：49．74 370．0�
59 ア タ カ ン テ 牝3鹿 54 �島 克駿幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 41：49．8� 7．4�
12 トキノファースト 牡3栗 56

53 ▲原 優介田中 準市氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－12 〃 クビ 440．2�
714 ワイズマンコート 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 浦河 オカモトファーム 442 ―1：49．9クビ 316．5�
11 ニシノメイタンテイ 牡3黒鹿56 松若 風馬西山 茂行氏 浅見 秀一 日高 沖田牧場 486－ 6 〃 クビ 11．7�
24 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 B500＋101：50．11� 79．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，727，200円 複勝： 52，233，000円 枠連： 11，041，100円
馬連： 47，388，700円 馬単： 20，906，500円 ワイド： 53，303，600円
3連複： 82，549，100円 3連単： 77，285，600円 計： 373，434，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 350円 � 250円 枠 連（2－8） 760円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 35，170円

票 数

単勝票数 計 287272 的中 � 66081（1番人気）
複勝票数 計 522330 的中 � 123228（1番人気）� 31502（7番人気）� 48201（5番人気）
枠連票数 計 110411 的中 （2－8） 11206（3番人気）
馬連票数 計 473887 的中 �� 16181（10番人気）
馬単票数 計 209065 的中 �� 4296（16番人気）
ワイド票数 計 533036 的中 �� 17916（9番人気）�� 23517（4番人気）�� 6514（24番人気）
3連複票数 計 825491 的中 ��� 9644（22番人気）
3連単票数 計 772856 的中 ��� 1593（125番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―43．4―55．9―1：08．5―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
15，12，1，5（8，6，13）（9，16）（3，11）－（10，14）4－（7，2）・（15，12，3）（1，13，5，6，16）（8，9，11，4）10－2－（14，7）

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

勝馬の
紹 介

ルイナールカズマ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．9．5 小倉12着

2019．3．11生 牡3黒鹿 母 ミュゲプリンセス 母母 カワカミプリンセス 6戦1勝 賞金 9，900，000円

05050 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15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

24 ニシノデフィレ 牡3鹿 56 西村 淳也西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B510＋ 61：08．3 4．4�
12 ジューンヨシツネ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 61：08．61� 7．1�
713 タマモテラコッタ 牡3芦 56

55 ☆泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B498＋ 21：08．7� 40．5�
23 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿56 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 498－ 21：08．8� 2．3�
35 ディスフルタール 牝3鹿 54

51 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 444＋ 41：08．9クビ 24．1�
48 エムズフラッシュ 牡3黒鹿56 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 434－ 21：09．32� 14．7	
714 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 460＋ 41：09．41 5．5

47 チ ア リ ン グ 牝3鹿 54 斎藤 新�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 456－ 21：09．5クビ 340．8�
59 ミッドナイトミニー 牝3鹿 54 丹内 祐次小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460± 01：09．82 31．7
816 ウインオワーズ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 466± 01：09．9クビ 28．9�
36 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 428＋ 21：10．0� 130．3�
612 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 446－ 41：10．1� 26．5�
510 ク レ フ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 418－ 61：10．21 108．8�
611 ミ ウ ィ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 422－101：10．3クビ 185．2�
715 ペイシャラピッド 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 424＋ 21：10．51� 389．3�

818 フタミジョウワ 牝3鹿 54 松若 風馬瀬谷 �雄氏 牧 光二 新冠 協和牧場 B446－ 41：10．6クビ 203．4�
11 クリノクークラン 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 旭 牧場 454＋ 81：11．13 182．2�
817 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 390＋ 61：11．52� 596．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，188，400円 複勝： 49，435，700円 枠連： 12，175，500円
馬連： 48，188，000円 馬単： 22，265，200円 ワイド： 52，025，600円
3連複： 89，381，600円 3連単： 83，859，700円 計： 392，519，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 240円 � 1，010円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，160円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 10，310円 3 連 単 ��� 43，520円

票 数

単勝票数 計 351884 的中 � 63978（2番人気）
複勝票数 計 494357 的中 � 75342（2番人気）� 55763（4番人気）� 10088（10番人気）
枠連票数 計 121755 的中 （1－2） 15751（2番人気）
馬連票数 計 481880 的中 �� 27707（5番人気）
馬単票数 計 222652 的中 �� 7730（7番人気）
ワイド票数 計 520256 的中 �� 27460（4番人気）�� 5983（26番人気）�� 3483（37番人気）
3連複票数 計 893816 的中 ��� 6496（38番人気）
3連単票数 計 838597 的中 ��� 1397（137番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．2―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．4―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノデフィレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．26 阪神7着

2019．4．25生 牡3鹿 母 ニシノメルモ 母母 ナ ド ラ 9戦1勝 賞金 9，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノワースアド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月26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。
（非抽選馬） 1頭 ルナエルモッサ号

第２回 小倉競馬 第５日



05051 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時45分 （ダート・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
56．8
56．8

重
重

712 デアリングウーマン 牝4鹿 55
53 △小沢 大仁岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434＋ 2 59．4 1．8�

46 サウンドブライアン 牡4芦 57
54 ▲松本 大輝増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 482＋ 2 59．5� 9．2�

58 シャスティーナ 牝4鹿 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 490＋24 〃 クビ 7．8�
814 ワルツフォーデビー 牡5栗 57 横山 和生風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 456－ 2 59．7� 5．3�
57 クレイジーリッチ 牡4栗 57 西村 淳也江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 506－ 2 〃 ハナ 15．8�
34 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 500－ 6 59．8� 140．5	
711� ムーンオブバローダ 牡6栗 57 吉田 隼人 
社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 506＋ 6 〃 ハナ 14．5�
22 メイショウデージー 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 510－ 2 59．9� 41．2�
610 レムリアンシード 牡5芦 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 472＋301：00．32� 347．7
813� ブラックアーシャ 牝6黒鹿55 丹内 祐次古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 498＋ 6 〃 ハナ 39．3�
11 セ ル レ ア 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ�パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B462＋ 8 〃 クビ 60．3�
33 � アロハロック 牝4青 55 古川 吉洋荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 428＋101：00．51� 102．8�
45 ハクサンタマテバコ 牝4栗 55

52 ▲原 優介河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 434± 01：00．6� 23．0�
69 アイルビーザワン 	4栗 57

54 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 6 〃 クビ 46．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，599，700円 複勝： 63，788，200円 枠連： 9，039，200円
馬連： 39，059，800円 馬単： 22，828，300円 ワイド： 44，922，200円
3連複： 70，093，100円 3連単： 84，688，100円 計： 369，018，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 240円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 345997 的中 � 150922（1番人気）
複勝票数 計 637882 的中 � 332358（1番人気）� 45937（3番人気）� 37075（6番人気）
枠連票数 計 90392 的中 （4－7） 15158（3番人気）
馬連票数 計 390598 的中 �� 41285（2番人気）
馬単票数 計 228283 的中 �� 17125（2番人気）
ワイド票数 計 449222 的中 �� 41105（2番人気）�� 29614（4番人気）�� 10047（13番人気）
3連複票数 計 700931 的中 ��� 25383（7番人気）
3連単票数 計 846881 的中 ��� 10022（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．6―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デアリングウーマン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．31 京都3着

2018．4．30生 牝4鹿 母 デアリングハート 母母 デアリングダンジグ 14戦2勝 賞金 29，800，000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 サイモンルピナス号・ミエノベルル号

05052 2月26日 晴 良 （4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15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 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 492－ 23：13．6 2．5�
44 アレデラヴァン �4鹿 59 伴 啓太塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 530＋263：14．02� 79．6�
33 クリノラピッド 牝4黒鹿57 大江原 圭栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 450± 03：14．32 197．9�
55 ショウナンパンサー �6鹿 60 中村 将之国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 514＋ 83：14．83 9．5�
22 サンロックランド 牡5鹿 60 上野 翔 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 512－ 63：15．22� 151．2�
67 � 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± 03：16．47 10．0	
56 ザレストノーウェア 牡4鹿 59 森 一馬大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 63：16．72 2．9

811	 アポロテネシー 牡7鹿 60 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

518＋ 63：16．91 7．8�
79 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 462＋ 2 〃 アタマ 53．9�
11 ミコブラック 牝4青鹿57 難波 剛健古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 486＋ 23：17．85 10．7
68 クリノケンリュウ 牡8栗 60 植野 貴也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508± 03：18．75 27．6�
710 コスモホクシン 牡4鹿 59 大庭 和弥 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 63：20．29 51．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，396，700円 複勝： 22，955，900円 枠連： 7，742，700円
馬連： 26，350，900円 馬単： 14，397，900円 ワイド： 25，135，500円
3連複： 51，412，700円 3連単： 61，553，600円 計： 228，945，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，180円 � 3，570円 枠 連（4－8） 3，270円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 6，730円 �� 26，910円

3 連 複 ��� 214，210円 3 連 単 ��� 619，810円

票 数

単勝票数 計 193967 的中 � 60590（1番人気）
複勝票数 計 229559 的中 � 62730（1番人気）� 3909（10番人気）� 1235（12番人気）
枠連票数 計 77427 的中 （4－8） 1834（11番人気）
馬連票数 計 263509 的中 �� 3114（19番人気）
馬単票数 計 143979 的中 �� 1165（32番人気）
ワイド票数 計 251355 的中 �� 2919（20番人気）�� 960（44番人気）�� 238（63番人気）
3連複票数 計 514127 的中 ��� 180（171番人気）
3連単票数 計 615536 的中 ��� 72（711番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 51．4－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリエイトザライフ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2018．11．10 京都3着

2016．4．21生 �6栗 母 スターオブサファイア 母母 Rhumb Line 障害：12戦1勝 賞金 19，480，000円



05053 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時05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
1：43．8
1：43．8

良
良

11 ゴールドエクリプス 牝3栗 54
51 ▲松本 大輝居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 486 ―1：49．8 14．8�

612 モンステラマオ 牝3鹿 54 藤岡 康太宮﨑 吉二氏 小崎 憲 浦河 三好牧場 436± 01：50．11� 3．4�
47 フローレンスハニー 牝3芦 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 418－ 6 〃 アタマ 11．9�
12 プラティナマリア 牝3栗 54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 444－ 61：50．41� 7．8�
35 エピファニアペスカ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 470± 01：50．5� 57．9�
24 タイニープライド 牝3鹿 54 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B442－ 21：50．6クビ 76．0	
816 ロフティースマイル 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 21：50．7� 37．1


815 ソングフォーマーヤ 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 山際牧場 454－ 2 〃 クビ 9．7�

510 ヒシハイドラ 牝3黒鹿54 西村 淳也阿部 雅英氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 444± 01：50．91� 3．5�
611 シャドウヴェール 牝3栗 54 松若 風馬飯塚 知一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460－181：51．22 67．1
59 マテンロウサニー 牝3栗 54 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 440＋ 21：51．3� 15．5�
48 カガヤキホコレ 牝3黒鹿54 斎藤 新増山 武志氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 446－161：52．15 159．4�
713 トーホウグラス 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 426 ―1：52．31� 228．0�
36 レモンケーキ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 432＋ 41：53．79 7．7�
23 フラッシュオーバー 牝3栗 54 浜中 俊杉山 忠国氏 藤岡 健一 新ひだか 明治牧場 452 ―1：54．55 44．4�
714 ヒアーズルッキング 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 414＋ 2 （競走中止） 353．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，440，600円 複勝： 52，268，800円 枠連： 9，768，900円
馬連： 41，450，200円 馬単： 18，047，300円 ワイド： 48，684，300円
3連複： 71，009，300円 3連単： 69，891，200円 計： 341，560，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 350円 � 160円 � 320円 枠 連（1－6） 970円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，840円 �� 850円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 57，320円

票 数

単勝票数 計 304406 的中 � 16431（7番人気）
複勝票数 計 522688 的中 � 33789（7番人気）� 107056（1番人気）� 37094（6番人気）
枠連票数 計 97689 的中 （1－6） 7785（3番人気）
馬連票数 計 414502 的中 �� 11346（11番人気）
馬単票数 計 180473 的中 �� 2306（22番人気）
ワイド票数 計 486843 的中 �� 9775（17番人気）�� 4276（32番人気）�� 15186（8番人気）
3連複票数 計 710093 的中 ��� 5912（32番人気）
3連単票数 計 698912 的中 ��� 884（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．6―50．6―1：03．1―1：14．8―1：26．4―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエクリプス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．4．14生 牝3栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走中止〕 ヒアーズルッキング号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ゴールドエクリプス号の騎手松本大輝は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・7

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フラッシュオーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月26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。
（非抽選馬） 1頭 ルクスレジーナ号

05054 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35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

44 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± 02：02．1 8．6�

68 シゲルローズマリー 牡3青鹿56 �島 克駿森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 466－ 42：02．31 2．0�
79 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 吉田 隼人日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490－ 22：02．72� 21．2�
56 フォーワンセルフ 牡3栗 56 原田 和真 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 512－ 42：02．91� 80．7�
812 ブレッシングクライ 牡3栗 56 西村 淳也 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 490＋16 〃 アタマ 18．7	
67 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 〃 クビ 76．3

33 ワイドカイザー 牡3青鹿56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 490－102：03．0クビ 3．0�
710 ナヴィゲイター 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 新ひだか 木下牧場 450－ 22：03．1� 178．3�

811 アグラダーブレ 牝3黒鹿 54
52 △小沢 大仁幅田 京子氏 寺島 良 日高 オリオンファーム 434± 02：03．84 53．7

55 リネンスイング 牡3黒鹿56 柴山 雄一戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 446－ 42：03．9� 449．0�
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 440－10 〃 クビ 113．0�
22 カズプレスト 牡3鹿 56 松若 風馬合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 稲葉牧場 504－ 62：04．0� 5．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，875，300円 複勝： 37，657，500円 枠連： 6，520，500円
馬連： 31，455，100円 馬単： 18，349，600円 ワイド： 35，133，500円
3連複： 52，828，400円 3連単： 74，516，600円 計： 287，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 120円 � 270円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，130円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 308753 的中 � 28648（4番人気）
複勝票数 計 376575 的中 � 46267（4番人気）� 118289（1番人気）� 25106（5番人気）
枠連票数 計 65205 的中 （4－6） 5497（4番人気）
馬連票数 計 314551 的中 �� 29286（3番人気）
馬単票数 計 183496 的中 �� 5973（7番人気）
ワイド票数 計 351335 的中 �� 29653（3番人気）�� 7216（13番人気）�� 17987（5番人気）
3連複票数 計 528284 的中 ��� 11744（11番人気）
3連単票数 計 745166 的中 ��� 3027（53番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―13．3―12．7―11．7―11．9―12．0―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．0―49．3―1：02．0―1：13．7―1：25．6―1：37．6―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リュミエールノワル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．23 小倉9着

2019．4．22生 牡3黒鹿 母 ビキニスタイル 母母 フィバリッシュ 3戦1勝 賞金 5，720，000円
〔3走成績による出走制限〕 リネンスイング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競走に出走できな

い。
※フォーワンセルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05055 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時05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

59 コトブキアルニラム 牝4芦 54
53 ☆秋山 稔樹尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 442－ 21：47．3 9．5�

814 ラブエスポー 牝5鹿 55
54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 470－ 6 〃 ハナ 8．5�

35 ウォーターウキウキ 牝5青鹿55 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B462－101：47．61� 7．9�
713 リーベサンライズ 牝4黒鹿54 斎藤 新松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 448－ 2 〃 クビ 3．9�
34 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－ 2 〃 ハナ 53．1�
47 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 478－ 6 〃 クビ 4．4	

11 � 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 B422－ 41：47．91� 34．5


815 ア デ ウ ス 牝4鹿 54
51 ▲原 優介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 456－ 8 〃 クビ 183．8�

46 サトノフィオーレ 牝4黒鹿54 西村 淳也 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482± 01：48．1� 30．6�
23 コスミックエナジー 牝5栗 55 �島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B472± 01：48．52� 5．8
712 メイショウコミチ 牝6鹿 55

53 △小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 458＋ 4 〃 アタマ 33．1�
58 ショコラルビー 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 470－ 21：49．45 18．9�
611 レッドウッドヒル 牝4栗 54

51 ▲松本 大輝�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B474＋ 41：49．61� 28．7�

610 ユーベルント 牝4黒鹿54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新冠 松浦牧場 442＋231：49．81� 41．9�

22 パフュームリボン 牝4黒鹿 54
50 ★永島まなみ�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 428－ 81：50．97 50．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，560，200円 複勝： 35，306，100円 枠連： 8，066，700円
馬連： 35，367，300円 馬単： 14，899，800円 ワイド： 38，143，200円
3連複： 58，920，500円 3連単： 61，152，900円 計： 273，416，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 230円 � 300円 枠 連（5－8） 3，260円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 9，170円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，200円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 18，510円 3 連 単 ��� 110，830円

票 数

単勝票数 計 215602 的中 � 18057（6番人気）
複勝票数 計 353061 的中 � 40935（4番人気）� 40823（5番人気）� 28653（6番人気）
枠連票数 計 80667 的中 （5－8） 1917（15番人気）
馬連票数 計 353673 的中 �� 6429（14番人気）
馬単票数 計 148998 的中 �� 1218（33番人気）
ワイド票数 計 381432 的中 �� 7855（13番人気）�� 4437（23番人気）�� 4397（24番人気）
3連複票数 計 589205 的中 ��� 2387（64番人気）
3連単票数 計 611529 的中 ��� 400（378番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．7―42．8―55．5―1：07．9―1：20．5―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コトブキアルニラム �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．11 福島10着

2018．3．13生 牝4芦 母 ルミノハレブタイ 母母 スカーレットミカ 15戦2勝 賞金 22，840，000円

05056 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第8競走 ��3，390�
しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走13時40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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード3：40．0良

67 マイネルヴァッサー 牡9鹿 60 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 426－ 23：45．4 5．6�

56 グランドレグルス 牡4鹿 58 上野 翔田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 464± 03：46．35 16．3�
55 エコロドリーム 牡6栗 59 五十嵐雄祐原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 486＋ 23：46．4クビ 13．2�
811 マイネルレオーネ 牡10黒鹿60 平沢 健治 �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 412＋ 6 〃 クビ 15．3�
79 ゼノヴァース 牡5鹿 59 大江原 圭�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 464－ 2 〃 ハナ 14．2�
11 マサハヤドリーム �10鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464－ 43：46．5クビ 8．0	
44 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 464＋ 23：47．13� 2．9

22 ビッグスモーキー �7鹿 60 白浜 雄造 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 534± 03：47．63 18．0�
710 サトノパシュート 牡5黒鹿59 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482± 03：48．02� 12．6
33 ル ヴ ォ ル グ �6黒鹿59 草野 太郎�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 522－ 63：48．32 6．9�
812 メイショウギガース 牡8青鹿59 中村 将之松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 476± 03：53．9大差 23．9�
68 � リ ッ ジ マ ン 牡9鹿 59 熊沢 重文�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 B468－ 2 （競走中止） 43．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，961，200円 複勝： 37，522，200円 枠連： 9，746，100円
馬連： 42，690，200円 馬単： 19，119，500円 ワイド： 43，949，800円
3連複： 89，856，100円 3連単： 93，663，200円 計： 364，508，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 250円 � 410円 枠 連（5－6） 2，580円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 970円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 77，600円

票 数

単勝票数 計 279612 的中 � 39317（2番人気）
複勝票数 計 375222 的中 � 60321（2番人気）� 38965（4番人気）� 20481（7番人気）
枠連票数 計 97461 的中 （5－6） 2917（16番人気）
馬連票数 計 426902 的中 �� 6469（24番人気）
馬単票数 計 191195 的中 �� 1548（44番人気）
ワイド票数 計 439498 的中 �� 8186（18番人気）�� 11913（7番人気）�� 5297（28番人気）
3連複票数 計 898561 的中 ��� 4848（61番人気）
3連単票数 計 936632 的中 ��� 875（315番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 53．3－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴァッサー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロブライト デビュー 2016．1．10 中山12着

2013．5．12生 牡9鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 障害：48戦3勝 賞金 105，412，000円
〔競走中止〕 リッジマン号は，2周目1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 グランドレグルス号の調教師伊藤伸一は，馬場入場時に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。



05057 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第9競走 ��1，200�
お う ま

合 馬 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，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 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

59 � ジュストコル 牡4鹿 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B524－ 61：08．3 7．5�
817 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± 01：08．51� 6．4�
23 タマモダイジョッキ 牡4栗 57 泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 61：08．6クビ 10．3�
612 メイショウフンケイ 牡4栗 57 横山 和生松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520＋ 21：08．7� 13．2�
714� ディランズソング 牡5鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 萩原 清 米

Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

508－ 41：08．91� 18．4	
24 	 タイクーンバゴ 牡5青鹿57 藤岡 康太�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 490－ 6 〃 ハナ 18．5

713 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 492－ 4 〃 クビ 3．8�
36 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± 01：09．0クビ 3．4�
818	 ベ ン ガ ン 牡5芦 57 亀田 温心小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460± 0 〃 クビ 26．2
715	 スターライトキス 牝7栗 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 514－ 4 〃 クビ 86．0�
816 ジャストザビアンカ 牝4青鹿55 小沢 大仁ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 464± 01：09．1� 66．6�
12 サルトアトランテ 牝6鹿 55 西村 淳也 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472＋ 41：09．52� 35．9�
611	 プリンスゼンナン 牡4鹿 57 菱田 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 平取 坂東牧場 466± 0 〃 クビ 80．8�
35 リーガルマナー �5鹿 57 浜中 俊吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 488－ 41：09．6� 76．9�
48 メイクアンシー 牡6青鹿57 原 優介チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 B474－ 21：09．7クビ 352．3�
47 タイセイレフィーノ 牝5鹿 55 秋山 稔樹田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 478＋12 〃 アタマ 245．4�
510	 アイガーテソーロ 牡5鹿 57 藤田菜七子了德寺健二ホール

ディングス� 田中 剛 新ひだか 山際牧場 492± 01：11．310 140．5�
11 サンライズシューズ 牝4栗 55 柴山 雄一呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 21：12．15 207．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，345，100円 複勝： 62，162，800円 枠連： 17，046，200円
馬連： 70，283，700円 馬単： 27，980，300円 ワイド： 74，409，100円
3連複： 142，479，200円 3連単： 126，059，500円 計： 560，765，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 190円 � 310円 枠 連（5－8） 1，430円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，320円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 44，150円

票 数

単勝票数 計 403451 的中 � 42785（4番人気）
複勝票数 計 621628 的中 � 81976（4番人気）� 95500（2番人気）� 45832（5番人気）
枠連票数 計 170462 的中 （5－8） 9189（8番人気）
馬連票数 計 702837 的中 �� 21970（7番人気）
馬単票数 計 279803 的中 �� 4167（16番人気）
ワイド票数 計 744091 的中 �� 22017（7番人気）�� 14392（16番人気）�� 14744（14番人気）
3連複票数 計1424792 的中 ��� 13196（22番人気）
3連単票数 計1260595 的中 ��� 2070（129番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジュストコル �
�
父 Shalaa �

�
母父 Lope de Vega デビュー 2020．10．31 東京5着

2018．2．7生 牡4鹿 母 Jemayel 母母 Nawal 11戦2勝 賞金 25，446，000円
〔騎手変更〕 プリンスゼンナン号の騎手中井裕二は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため菱田裕二に変更。
〔発走状況〕 ヤマニンルリュール号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ヤマニンルリュール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズシューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月26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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインドラブリーナ号・シュルルヴァン号
（非抽選馬） 4頭 シンシアハート号・ストーンフェンス号・ダノンカオス号・テンジュイン号

05058 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第10競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，3．2．27以降4．2．20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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 リキサントライ 牡4栗 55 古川 吉洋 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 496＋ 61：45．1 9．4�
713� ラヴィータエベラ 牡5黒鹿56 高倉 稜平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 504± 01：45．2� 4．6�
35 レガーメペスカ 牡5黒鹿56 小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508＋101：45．62� 25．9�
24 アースライザー �5栗 53 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B486± 01：45．7クビ 38．0�
815 キョウワウォール 牡6黒鹿56 柴山 雄一浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B484± 0 〃 クビ 8．2	
12 フォルステライト 牝5黒鹿51 角田 大和 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム 450－ 31：45．91 142．6

47 ロードシュトローム 牡4鹿 54 横山 和生 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 498－ 6 〃 ハナ 20．1�
48 チュウワフライヤー 牝6栗 52 藤岡 康太中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 ハナ 23．4�
714 ショウナンマリオ 牡5黒鹿55 浜中 俊�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 500＋ 41：46．0クビ 9．0
11 カ ケ ル 牡5鹿 53 川又 賢治中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 508＋101：46．1� 124．8�
510 レディステディゴー 牡4鹿 54 	島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 518－ 81：46．3� 13．8�
816 タイキドミニオン 牡4鹿 54 西村 淳也�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522＋101：46．62 18．4�
36 シゲルバクハツ 牡4栗 55 吉田 隼人森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 498－ 81：46．8� 3．6�
23 テーオーダヴィンチ 牡4栗 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．12 11．6�
59 ノットイェット 牝4鹿 52 原 優介�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B486＋ 61：47．42 92．3�
611 ダンツトレノ 牡4青鹿55 松若 風馬山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 482＋ 41：47．82 36．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，316，100円 複勝： 77，133，500円 枠連： 19，232，200円
馬連： 82，520，000円 馬単： 30，590，200円 ワイド： 84，065，100円
3連複： 154，321，300円 3連単： 146，921，500円 計： 643，099，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 230円 � 230円 � 860円 枠 連（6－7） 1，270円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 880円 �� 4，000円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 26，290円 3 連 単 ��� 131，170円

票 数

単勝票数 計 483161 的中 � 40903（5番人気）
複勝票数 計 771335 的中 � 94166（3番人気）� 96212（2番人気）� 19009（12番人気）
枠連票数 計 192322 的中 （6－7） 11710（4番人気）
馬連票数 計 825200 的中 �� 25051（7番人気）
馬単票数 計 305902 的中 �� 4089（15番人気）
ワイド票数 計 840651 的中 �� 25565（6番人気）�� 5284（53番人気）�� 6247（46番人気）
3連複票数 計1543213 的中 ��� 4401（100番人気）
3連単票数 計1469215 的中 ��� 812（484番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―12．1―12．9―12．7―12．2―12．3―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．7―42．6―55．3―1：07．5―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．6
1
3
13－5（9，11）2，3，12－14，4，16，6，8，10，15－1－7
13（5，9）（2，14，11，3）（12，16）15（4，8）（10，6）（1，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リキサントライ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2020．6．14 函館4着

2018．3．4生 牡4栗 母 ドリームピーチ 母母 ミレニアムクイーン 15戦3勝 賞金 36，771，000円
〔騎手変更〕 キョウワウォール号の騎手中井裕二は，新型コロナウイルス感染拡大予防のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 グランドビクトリー号・スズカマクフィ号・ペイシャクェーサー号・メイショウナリヒラ号



05059 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

や つ し ろ

八 代 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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

67 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 538＋ 21：59．5 3．6�
33 スズカノロッソ �7鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 478－141：59．71	 28．9�
55 エンジェルサークル 牝5黒鹿55 秋山 稔樹吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B444－ 22：00．23 17．9�
11 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 494＋ 22：00．41
 2．3�
811 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 458－ 6 〃 ハナ 16．8	
56 ディープハーモニー 牡5黒鹿57 松若 風馬深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 496－ 22：00．5アタマ 16．4

812 ジャミールフエルテ �6鹿 57 斎藤 新吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 456－ 62：00．6
 67．0�
44 ブレーヴユニコーン 牡6青鹿57 �島 克駿諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 クビ 12．3�
710 クリノオウジャ 牡6鹿 57 荻野 極栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 440－142：00．91� 95．6
79 ダディーズトリップ 牡6青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B456＋ 4 〃 アタマ 4．6�
22 ドナキアーロ 牝5鹿 55 柴山 雄一山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 490＋ 62：01．32
 238．7�
68 クールファイブ 牡4鹿 56 勝浦 正樹大塚 亮一氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：02．78 57．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，879，000円 複勝： 70，159，100円 枠連： 26，755，300円
馬連： 147，316，800円 馬単： 61，322，400円 ワイド： 108，268，000円
3連複： 242，146，900円 3連単： 309，392，300円 計： 1，026，239，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 490円 � 390円 枠 連（3－6） 5，850円

馬 連 �� 6，530円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，010円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 19，240円 3 連 単 ��� 86，840円

票 数

単勝票数 計 608790 的中 � 132635（2番人気）
複勝票数 計 701591 的中 � 123876（2番人気）� 32220（8番人気）� 42361（6番人気）
枠連票数 計 267553 的中 （3－6） 3541（18番人気）
馬連票数 計1473168 的中 �� 17469（19番人気）
馬単票数 計 613224 的中 �� 5677（29番人気）
ワイド票数 計1082680 的中 �� 17239（19番人気）�� 28349（11番人気）�� 6642（35番人気）
3連複票数 計2421469 的中 ��� 9439（55番人気）
3連単票数 計3093923 的中 ��� 2583（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．6―37．1―49．7―1：01．7―1：13．5―1：25．0―1：36．2―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．5
1
3
6，3，7，1（2，4，5）10（11，8）12，9
6，3，7，1（2，4）5（11，10）（12，9）8

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

勝馬の
紹 介

ウエストンバート �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2020．11．14 阪神5着

2018．3．12生 牡4鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 12戦3勝 賞金 35，495，000円

05060 2月26日 晴 良 （4小倉2） 第5日 第12競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時00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
1：43．8
1：43．8

良
良

24 ロッソモラーレ 牡5芦 57 西村 淳也 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B478± 01：47．4 4．9�
35 スマートワン 牡4青鹿56 藤岡 康太橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 484－ 21：47．61� 4．9�
59 ウインアステロイド 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム B470± 0 〃 ハナ 6．9�
47 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 444＋ 6 〃 クビ 7．8�
48 � マックスブロケイド 牝6鹿 55

52 ▲松本 大輝田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 428± 01：48．12� 219．3	
816 サトノヴィーナス 牝5鹿 55

54 ☆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 472－ 2 〃 ハナ 6．0

36 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 41：48．52� 21．6�
611 ナイトオブレディ 牝5黒鹿 55

53 △小沢 大仁 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 2 〃 ハナ 14．2

11 � パラティーノヒル 牝5栗 55
52 ▲原 優介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 2 〃 ハナ 97．7�
713 ニホンピロマリブ 牡4鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450± 01：48．71� 7．3�
23 ヒナノコバン 牡5鹿 57

56 ☆秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 472＋ 4 〃 クビ 111．7�
612 セイラブミー 牝5黒鹿55 原田 和真�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 472－ 4 〃 ハナ 95．3�
510 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 454＋ 41：48．91 27．5�
714� ニ ー ニ ャ 牝5芦 55 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：49．0� 72．7�
12 ウインメイユール 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 61：49．1� 36．6�
815 セイウンダイモス 牡4栗 56 	島 克駿西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 496＋ 2 〃 クビ 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，786，700円 複勝： 74，398，900円 枠連： 23，106，400円
馬連： 97，214，000円 馬単： 36，839，300円 ワイド： 94，155，300円
3連複： 170，259，400円 3連単： 171，933，900円 計： 717，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 180円 � 210円 枠 連（2－3） 1，390円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 590円 �� 780円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 14，920円

票 数

単勝票数 計 497867 的中 � 80133（2番人気）
複勝票数 計 743989 的中 � 97073（3番人気）� 109283（1番人気）� 89162（4番人気）
枠連票数 計 231064 的中 （2－3） 12856（4番人気）
馬連票数 計 972140 的中 �� 45647（1番人気）
馬単票数 計 368393 的中 �� 9894（1番人気）
ワイド票数 計 941553 的中 �� 41927（1番人気）�� 30296（8番人気）�� 34561（3番人気）
3連複票数 計1702594 的中 ��� 39763（1番人気）
3連単票数 計1719339 的中 ��� 8353（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．4―12．2―11．6―11．4―11．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．0―49．2―1：00．8―1：12．2―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4F46．6―3F35．2
1
3
4，9（2，15）5（7，8）（1，3）16，13（11，10，14）（12，6）
4，9－（2，5，15）（7，8）（1，3，6）（11，16，13）10，12－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロッソモラーレ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 フサイチリシャール デビュー 2019．6．30 福島15着

2017．3．22生 牡5芦 母 リシャールサーバー 母母 マキハタサーバー 26戦2勝 賞金 25，057，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キュンストラー号



（4小倉2）第5日 2月26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 177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

207，840，000円
5，620，000円
19，010，000円
2，160，000円
27，040，000円
76，672，000円
6，283，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
428，076，200円
635，021，700円
160，240，800円
709，284，700円
307，546，300円
702，195，200円
1，275，257，600円
1，360，918，100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 5，578，540，600円

総入場人員 2，677名 （有料入場人員 2，037名）
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