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06001 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

510 バーリンギャップ 牝3芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：54．7 17．4�
35 キ ッ ト ク ル 牝3黒鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 454－ 41：56．410 41．9�
12 エ デ ィ ッ タ 牝3栗 54 菅原 明良�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458＋ 41：57．35 5．0�
23 イエローウィン 牝3黒鹿54 石川裕紀人平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B466＋ 21：57．4� 9．2�
612 ピンキーウィンキー 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 61：58．46 2．3�
611 ブ ー ガ ル ー 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �PRIDE ROCK 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452－ 21：58．71� 219．0	
713 ニシノカケハシ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 450－ 4 〃 クビ 111．7

47 プラチナジェット 牝3青 54 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 日高 奥山 博 464 ―1：59．23 14．5�
11 クロシェノワール 牝3青鹿54 北村 宏司琴浦 諒氏 青木 孝文 新冠 アサヒ牧場 496－ 61：59．3� 16．4
714 ナチュラルポーズ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 412 ―1：59．51� 101．7�
815 カルラファクター 牝3鹿 54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 山岡牧場 458－ 21：59．82 46．6�
816 イ チ ゴ ガ リ 牝3栗 54

52 △山田 敬士田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 様似 髙村 伸一 396－ 22：00．43� 387．7�
59 デルマティターニア 牝3鹿 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454＋ 42：01．14 13．6�
24 シ ュ レ ム 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 22：01．2� 117．0�
36 エクイナンクル 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新ひだか 沖田 博志 454 ―2：02．68 151．0�
48 ラ ウ レ ッ タ 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 480 ―2：03．55 6．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，487，700円 複勝： 54，662，200円 枠連： 15，330，200円
馬連： 59，647，500円 馬単： 27，686，800円 ワイド： 58，618，400円
3連複： 100，814，800円 3連単： 100，890，100円 計： 451，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 360円 � 860円 � 180円 枠 連（3－5） 13，200円

馬 連 �� 43，610円 馬 単 �� 89，500円

ワ イ ド �� 7，560円 �� 1，380円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 60，970円 3 連 単 ��� 481，210円

票 数

単勝票数 計 334877 的中 � 15351（8番人気）
複勝票数 計 546622 的中 � 36693（6番人気）� 13606（9番人気）� 97558（2番人気）
枠連票数 計 153302 的中 （3－5） 900（27番人気）
馬連票数 計 596475 的中 �� 1060（59番人気）
馬単票数 計 276868 的中 �� 232（117番人気）
ワイド票数 計 586184 的中 �� 1959（51番人気）�� 11221（15番人気）�� 5164（27番人気）
3連複票数 計1008148 的中 ��� 1240（124番人気）
3連単票数 計1008901 的中 ��� 152（810番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．9―13．2―12．6―12．9―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．8―51．0―1：03．6―1：16．5―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．2
1
3
5－10－（2，12）（8，11）（3，7）（1，13，15）（4，14）9－6，16
5，10－（2，12）（3，11，7）－（8，1）（13，15）－（4，14）9－16，6

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

勝馬の
紹 介

バーリンギャップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．12．18 中山7着

2019．2．8生 牝3芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔その他〕 デルマティターニア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カルラファクター号・イチゴガリ号・シュレム号・エクイナンクル号・ラウレッタ号は，「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。
〔鼻出血による出走制限〕 デルマティターニア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月26日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エターナルパール号
（非抽選馬） 1頭 ドレミフォン号

06002 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 リ ュ タ ン 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 490＋ 41：12．8 13．4�
47 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 428－ 61：13．01� 2．5�
48 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 石橋 脩西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 468－ 21：13．1� 7．3�
713 カルーナブルガリス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋12 〃 アタマ 4．7�

12 オールイズトゥルー 牝3鹿 54 菅原 明良吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 410＋ 41：13．31� 9．8	
11 デアリングヒューズ 牝3栗 54 戸崎 圭太 KRジャパン 田中 博康 新冠 須崎牧場 472＋ 21：13．4� 7．2

815 ヒロノゴウカイ 牡3鹿 56 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 478＋ 21：13．71� 147．9�
36 キセキノセンシ 牡3黒鹿56 武 豊広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 432＋ 4 〃 クビ 6．3�
611 ナナコロビヤオキ 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 494－ 21：13．8� 164．1
35 アイファーマオ 牝3鹿 54 木幡 初也中島 稔氏 杉浦 宏昭 新ひだか 野表 篤夫 428－101：13．9� 372．2�
24 ジュンツーポイント 牡3黒鹿56 菊沢 一樹河合 純二氏 勢司 和浩 日高 田端牧場 480＋ 61：14．0� 435．4�
714 ディーロジャー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 460＋ 21：14．31� 677．8�
510 タ イ コ ネ ン 牝3栗 54 丸山 元気布武起会 水野 貴広 日高 木村牧場 470－ 41：14．72 155．2�
816 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 418－ 41：14．8� 92．8�
59 フレンドキャット 牡3栗 56 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 池田 高橋 正三 458＋ 2 〃 クビ 508．8�
23 セキテイリュウビ 牡3栗 56 武士沢友治杉山 元洋氏 古賀 史生 日高 いとう牧場 518＋ 21：15．33 401．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，719，100円 複勝： 64，668，000円 枠連： 14，571，500円
馬連： 72，589，200円 馬単： 32，849，100円 ワイド： 70，772，100円
3連複： 108，169，900円 3連単： 116，254，900円 計： 528，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 300円 � 130円 � 200円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 520円 �� 580円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 14，390円

票 数

単勝票数 計 487191 的中 � 28878（7番人気）
複勝票数 計 646680 的中 � 41656（7番人気）� 183571（1番人気）� 74288（4番人気）
枠連票数 計 145715 的中 （4－6） 10344（5番人気）
馬連票数 計 725892 的中 �� 34383（6番人気）
馬単票数 計 328491 的中 �� 6287（14番人気）
ワイド票数 計 707721 的中 �� 33971（6番人気）�� 29643（7番人気）�� 57782（2番人気）
3連複票数 計1081699 的中 ��� 41828（6番人気）
3連単票数 計1162549 的中 ��� 5855（56番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．5―12．4―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．2
3 ・（13，12）11（8，15）（2，7）（1，16）（5，10）－（14，6）－9－4，3 4 13，12（8，11，15）7，2（5，10，1）16，14，6－9－4－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リ ュ タ ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．30 東京7着

2019．3．28生 牡3鹿 母 セラフィックロンプ 母母 エ ル ソ ル 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 カルーナブルガリス号の騎手横山琉人は，発走後まもなく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）

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ミストルティン 牡3鹿 56 田辺 裕信野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 城地牧場 458＋ 61：54．8 5．3�
35 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 56 石川裕紀人�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 506± 01：56．18 1．8�
714 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482－ 21：56．63 13．4�
713 ブレットフライ 牡3青 56 内田 博幸�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 61：57．13 6．0�
510 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 472＋ 21：57．52� 6．3�
612 メールブルー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B506＋ 21：58．56 178．4	
815 セッタレダスト 牡3黒鹿56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 北光牧場 480＋ 41：58．6クビ 226．7�
23 オレノマサムネ �3鹿 56 津村 明秀諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B522＋ 2 〃 クビ 302．2�
11 ペイシャガン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 隆栄牧場 496 ―1：59．45 56．7
59 ユキサンゴールド 牡3鹿 56 岩部 純二松田 幸生氏 奥平 雅士 新冠 大栄牧場 434 ―2：00．25 282．6�
36 アーバンデザイン 牡3栗 56 横山 武史 
社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム 518 ―2：00．3� 20．1�
47 アオイトランプ 牡3鹿 56 北村 宏司新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 490 ―2：00．72 96．2�
12 ジャンポール 牡3栗 56 丸田 恭介合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 440－ 42：00．8� 91．0�
24 ベルベッティー 牡3鹿 56 江田 照男町田 圭太氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 504 ―2：01．01� 102．4�
816 アラビアンパレス 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 江谷牧場 490± 02：01．21 364．7�
611 ラジカルデザイン 牡3栗 56 松岡 正海吉田 照哉氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516 ―2：04．4大差 263．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，277，500円 複勝： 75，958，500円 枠連： 14，107，400円
馬連： 58，671，100円 馬単： 34，039，200円 ワイド： 55，981，000円
3連複： 90，872，800円 3連単： 121，070，300円 計： 494，977，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 220円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 220円 �� 750円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 442775 的中 � 66739（2番人気）
複勝票数 計 759585 的中 � 84218（3番人気）� 364365（1番人気）� 46976（5番人気）
枠連票数 計 141074 的中 （3－4） 26836（2番人気）
馬連票数 計 586711 的中 �� 107435（1番人気）
馬単票数 計 340392 的中 �� 22407（4番人気）
ワイド票数 計 559810 的中 �� 76255（1番人気）�� 16551（10番人気）�� 35284（5番人気）
3連複票数 計 908728 的中 ��� 45085（4番人気）
3連単票数 計1210703 的中 ��� 9816（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．2―1：03．0―1：15．9―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．9
1
3
8，12，16（5，14）－10（3，15）（6，13）7（1，9）2，11－4
8（5，12）14，16（10，13）15－（3，6）（1，7）9－（2，4）－11

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

勝馬の
紹 介

ミストルティン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2021．8．7 新潟6着

2019．2．28生 牡3鹿 母 リライアブル 母母 レディビーナス 7戦1勝 賞金 9，790，000円
〔その他〕 アーバンデザイン号・アオイトランプ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキサンゴールド号・ジャンポール号・ベルベッティー号・アラビアンパレス号・

ラジカルデザイン号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コパノカールトン号・ハローサブリナ号

06004 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時35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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 ヤマトコウセイ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 454＋121：12．3 57．8�

23 ミンナノユメミノル 牡3栗 56 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 484－ 6 〃 アタマ 1．6�
12 シルバーキングダム 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 502＋121：12．51� 10．2�
612 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 56 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 484－ 61：13．67 13．4�
510 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 522－ 41：13．81� 4．9�
59 サンブルッキングズ 牡3鹿 56 松岡 正海 	加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 484－ 6 〃 クビ 102．2

48 ベルウッドウズメ 牡3芦 56 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 504－ 41：14．11� 58．1�
611 モンテジュエル 牝3芦 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 434＋ 21：14．31� 13．1�
11 ル ナ ブ リ エ 牝3芦 54

52 △山田 敬士池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 446－ 21：14．61� 114．1
35 デルマアスタロト 牡3黒鹿56 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 448－ 61：14．7� 83．2�
24 ミスターブリーズ 牡3栗 56 菊沢 一樹木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 488－ 2 〃 ハナ 399．3�
36 ナックファクター 牡3鹿 56 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B512－10 〃 ハナ 393．0�
714 スターソルジャー 牡3芦 56 野中悠太郎大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 428－ 4 〃 クビ 547．5�
815 アイパラドックス 牡3栗 56 武士沢友治ライフエンタープライズ	 古賀 史生 日高 門別 敏朗 476＋ 11：15．87 469．1�
47 ギンノアメガフル �3鹿 56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 440－ 81：15．9クビ 12．9�
816 ロージーグロウ 牝3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 81：16．11� 22．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，676，700円 複勝： 137，731，100円 枠連： 14，330，300円
馬連： 71，808，100円 馬単： 41，308，600円 ワイド： 69，442，800円
3連複： 114，859，800円 3連単： 157，025，700円 計： 653，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，780円 複 勝 � 770円 � 110円 � 220円 枠 連（2－7） 4，040円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 17，230円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，910円 �� 360円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 135，680円

票 数

単勝票数 計 466767 的中 � 6456（8番人気）
複勝票数 計1377311 的中 � 14187（8番人気）� 926795（1番人気）� 66495（4番人気）
枠連票数 計 143303 的中 （2－7） 2744（11番人気）
馬連票数 計 718081 的中 �� 11547（11番人気）
馬単票数 計 413086 的中 �� 1798（34番人気）
ワイド票数 計 694428 的中 �� 15760（11番人気）�� 5627（26番人気）�� 55621（3番人気）
3連複票数 計1148598 的中 ��� 11376（20番人気）
3連単票数 計1570257 的中 ��� 839（262番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマトコウセイ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．2．17生 牝3鹿 母 メルティーキス 母母 ワルツダンサー 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミスターブリーズ号は，「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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アドバンスドリーム号



06005 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 デコラシオン 牡3鹿 56 菅原 明良 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 500＋ 81：35．4 6．3�
815 カヨウネンカ 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 438－ 2 〃 クビ 2．9�
12 ア イ レ 牝3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 476＋181：35．5クビ 70．3�
11 レ イ フ ル 牝3栗 54 津村 明秀 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436＋181：35．82 5．8�
611 ヴェールアンレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．01� 11．1	
24 ジャスミンカーラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �シルクレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：36．1� 32．5

35 ネ オ ネ イ ア 牡3黒鹿56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 岩見牧場 482 ―1：36．2� 9．2�
59 ソールズベリー 牝3青鹿54 野中悠太郎下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B444＋ 21：36．41� 138．3�
47 ロ ー ジ ー 牝3黒鹿54 三浦 皇成谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 412 ―1：36．5� 144．3
612 ジャストビギニング 牡3鹿 56 丸田 恭介松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 カナイシスタッド 464＋ 4 〃 クビ 456．8�
510 アントウェルペン 牡3鹿 56 田辺 裕信堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472± 01：36．81� 40．5�
713 コスモツカサ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 438＋ 21：37．12 53．6�
714 アップフルーク 牡3鹿 56 丸山 元気村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 500 ―1：37．2クビ 203．6�
23 アルマラウラ 牝3鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 476＋ 81：37．3� 13．8�
816 ローシュタイン 牡3黒鹿56 石橋 脩天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 近藤牧場 480± 0 〃 アタマ 5．1�
36 サニーズラン 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗岡村 善行氏 尾形 和幸 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：41．3大差 293．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，534，100円 複勝： 77，482，700円 枠連： 18，203，100円
馬連： 72，841，200円 馬単： 32，784，200円 ワイド： 73，953，000円
3連複： 110，067，900円 3連単： 113，072，500円 計： 548，938，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 140円 � 1，570円 枠 連（4－8） 560円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 410円 �� 6，140円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 68，030円

票 数

単勝票数 計 505341 的中 � 64024（4番人気）
複勝票数 計 774827 的中 � 88878（4番人気）� 191738（1番人気）� 8656（11番人気）
枠連票数 計 182031 的中 （4－8） 24946（2番人気）
馬連票数 計 728412 的中 �� 63004（2番人気）
馬単票数 計 327842 的中 �� 11853（5番人気）
ワイド票数 計 739530 的中 �� 51793（2番人気）�� 2895（47番人気）�� 4913（34番人気）
3連複票数 計1100679 的中 ��� 5285（51番人気）
3連単票数 計1130725 的中 ��� 1205（230番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

デコラシオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Acatenango デビュー 2021．11．27 東京2着

2019．5．19生 牡3鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サニーズラン号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アリビオ号・ウインエイムハイ号・ムーンムーンムーン号・ラカンパネラ号

06006 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時55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
1：57．8
1：56．1

良
良

715 アレグロモデラート 牝3黒鹿54 横山 武史 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 82：01．1 1．7�
36 ダノンアマレット 牝3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム 458± 02：01．42 5．3�
35 ナンヨーアゼリア 牝3青鹿54 戸崎 圭太中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 422＋142：01．72 11．2�
714 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 424＋ 22：01．8� 49．8�
611 ウェイマーク 牝3鹿 54 菅原 明良吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 502 ―2：02．54 17．8	
510 サルサロッサ 牝3鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 456－ 62：02．6� 189．8

816 ルージュレイア 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 446＋102：02．81� 27．2�
24 コーラルパール 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 猿橋 義昭 448－162：03．01 548．5�
817 ディセンシー 牝3黒鹿54 津村 明秀�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 458 ―2：03．42� 160．4
47 マリノヴィーナス 牝3鹿 54 木幡 初也�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 446± 02：03．71� 315．1�
11 ナックフローラ 牝3鹿 54 武 豊小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476－ 22：03．91� 10．9�
612 アイスフォーゲル 牝3栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 22：04．11� 137．7�
23 フロムワンズハート 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 482 ―2：04．3� 9．8�
59 テイエムオードリー 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 466－ 4 〃 ハナ 21．7�
48 コスモマチルダ 牝3黒鹿54 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―2：04．61� 377．8�
713 ジェリービーンロウ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 クビ 30．0�
12 ファインバローロ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 444＋ 22：05．23� 415．3�

818 プ ロ ボ ノ 牝3鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 62：05．94 203．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，292，000円 複勝： 70，666，500円 枠連： 19，563，800円
馬連： 67，139，300円 馬単： 34，353，800円 ワイド： 69，910，600円
3連複： 108，137，200円 3連単： 118，522，800円 計： 539，586，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（3－7） 220円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 512920 的中 � 228448（1番人気）
複勝票数 計 706665 的中 � 246604（1番人気）� 111836（2番人気）� 59574（4番人気）
枠連票数 計 195638 的中 （3－7） 68806（1番人気）
馬連票数 計 671393 的中 �� 108119（1番人気）
馬単票数 計 343538 的中 �� 38251（1番人気）
ワイド票数 計 699106 的中 �� 89455（1番人気）�� 51042（3番人気）�� 25740（6番人気）
3連複票数 計1081372 的中 ��� 66501（1番人気）
3連単票数 計1185228 的中 ��� 23653（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．5―12．3―12．1―12．4―12．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．9―34．9―47．4―59．7―1：11．8―1：24．2―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4F49．3―3F36．9
1
3

13，18（9，10）（5，15）（3，7，16）（14，11）－2－（4，17，12）1－8，6
13（18，10）（9，5，15）（3，7）（14，16，11）－（2，17）（1，6）（4，12）－8

2
4
13，18（9，10）5，15（3，7）16（14，11）（2，17，12）4，1－6，8・（13，10，15）（5，11）（7，6）14（9，16）（18，17）（1，4）3，2，12－8

勝馬の
紹 介

アレグロモデラート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．31 東京6着

2019．5．7生 牝3黒鹿 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 4戦1勝 賞金 7，970，000円
〔制裁〕 マリノヴィーナス号の騎手木幡初也は，3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・11番）



06007 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 セイルオンセイラー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：53．7 1．7�
78 ジ ョ イ ス 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 514＋ 21：53．91� 3．9�
55 コンクエスト 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－141：54．75 12．7�
66 チ ャ プ リ 牝3栗 54 菅原 明良西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 462－10 〃 ハナ 6．9�
33 スズカコテキタイ 牡3鹿 56 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 476－ 81：55．01� 67．2�
77 ペイシャエス 牡3栗 56 丸山 元気北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 488－ 61：55．1クビ 116．7�
11 セブンスレター 牡3鹿 56 大野 拓弥熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 504＋ 81：55．2� 50．6	
810� ハ ナ キ リ 牡3芦 56 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 474－ 21：55．94 30．2

89 � ポイズンアロウ 牡3栗 56 北村 宏司長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 526± 01：56．53� 10．4�
22 ミッキーエイト 牡3栗 56 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 41：56．92 27．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，391，500円 複勝： 138，916，100円 枠連： 12，095，400円
馬連： 69，513，400円 馬単： 40，430，600円 ワイド： 64，029，100円
3連複： 104，071，000円 3連単： 188，064，800円 計： 670，511，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 740円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 2，500円

票 数

単勝票数 計 533915 的中 � 243038（1番人気）
複勝票数 計1389161 的中 � 967638（1番人気）� 121659（2番人気）� 62525（5番人気）
枠連票数 計 120954 的中 （4－7） 33705（1番人気）
馬連票数 計 695134 的中 �� 199648（1番人気）
馬単票数 計 404306 的中 �� 73480（1番人気）
ワイド票数 計 640291 的中 �� 131134（1番人気）�� 49824（4番人気）�� 17043（10番人気）
3連複票数 計1040710 的中 ��� 82276（3番人気）
3連単票数 計1880648 的中 ��� 54333（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．1―49．6―1：02．8―1：16．1―1：29．1―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セイルオンセイラー 
�
父 ド レ フ ォ ン 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．27 東京15着

2019．1．24生 牡3黒鹿 母 クリムゾンブーケ 母母 スカーレットローズ 5戦2勝 賞金 19，558，000円
〔制裁〕 ハナキリ号の騎手M．デムーロは，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

ハナキリ号の騎手M．デムーロは，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

06008 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 516－ 41：55．1 28．8�
24 � アメリカンエール 牡4芦 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B500－ 41：55．41� 37．4�
59 コスモコラッジョ 牡4鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 496＋ 61：55．5� 27．2�
12 ジ ジ 牡4鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 494＋ 6 〃 ハナ 8．6�
47 キングスバーンズ 牡5栗 57 横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B524＋ 21：55．71� 3．3	
611 タイセイマーベル 牡4栗 56 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 500± 01：55．9� 3．9

714	 ココリジャスミン 牝6栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B482－ 81：56．11 181．0�
48 スズカブランコ 牡6栗 57 石川裕紀人永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 472＋ 41：56．31� 244．8�
36 	 タ イ ガ 牡5黒鹿57 丸山 元気合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 514－ 21：56．83 184．4
35 ペイシャシキブ 
6黒鹿57 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B474＋ 2 〃 クビ 24．4�
11 テイエムアトム 牡4栃栗56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B522－ 21：57．01� 6．2�
815 ランドアーティスト 
5鹿 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 492＋ 61：57．1クビ 8．2�
23 グルナピーク 牝4黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 市川牧場 444－ 61：57．74 213．0�
612 シバノトロフェオ 牡4黒鹿56 江田 照男柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 504＋ 4 〃 クビ 349．6�
713	 ライラテソーロ 牡4鹿 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 518－101：58．23 96．9�
510 ショコラブリアン 牝5栗 55 武 豊木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 532－ 22：00．1大差 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，722，800円 複勝： 77，178，900円 枠連： 20，737，000円
馬連： 89，553，400円 馬単： 34，480，300円 ワイド： 81，778，200円
3連複： 138，568，800円 3連単： 143，343，500円 計： 631，362，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 830円 � 740円 � 860円 枠 連（2－8） 9，640円

馬 連 �� 30，650円 馬 単 �� 53，980円

ワ イ ド �� 8，110円 �� 9，880円 �� 9，520円

3 連 複 ��� 193，530円 3 連 単 ��� 1，093，930円

票 数

単勝票数 計 457228 的中 � 12672（9番人気）
複勝票数 計 771789 的中 � 24704（9番人気）� 27736（8番人気）� 23505（10番人気）
枠連票数 計 207370 的中 （2－8） 1666（24番人気）
馬連票数 計 895534 的中 �� 2264（44番人気）
馬単票数 計 344803 的中 �� 479（91番人気）
ワイド票数 計 817782 的中 �� 2607（45番人気）�� 2136（52番人気）�� 2217（48番人気）
3連複票数 計1385688 的中 ��� 537（222番人気）
3連単票数 計1433435 的中 ��� 95（1232番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―13．3―12．9―12．6―13．0―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．6―49．9―1：02．8―1：15．4―1：28．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンロジータ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．2．2 東京5着

2017．5．1生 牝5黒鹿 母 メロウメロディ 母母 シスタースルー 13戦2勝 賞金 17，520，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルジェンタータ号
（非抽選馬） 1頭 セータステソーロ号



06009 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

11 ロードレゼル 牡3青鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 512＋122：15．3 10．0�
89 オウケンボルト 牡3青鹿56 M．デムーロ福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 456＋ 4 〃 クビ 13．5�
88 ウインマイルート 牡3栗 56 石川裕紀人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：15．72� 164．3�
33 トゥデイイズザデイ 牡3鹿 56 武 豊前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 4 〃 アタマ 2．6�
55 タイラーテソーロ 牡3黒鹿56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 472－ 4 〃 アタマ 26．8�

44 フ ァ ン ジ オ 牡3鹿 56 城戸 義政	ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 508－ 42：16．12� 45．9

66 ヴァーンフリート 牡3黒鹿56 横山 武史 	キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522－ 4 〃 ハナ 1．8�
77 アクアテラリウム 牡3栗 56 大野 拓弥 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋102：16．84 29．0�
22 � ワールドコネクター 牡3芦 56 北村 宏司山本又一郎氏 藤沢 和雄 米 Dell Ridge

Farm, LLC 552± 02：17．44 21．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 81，317，600円 複勝： 125，591，600円 枠連： 15，010，400円
馬連： 97，427，300円 馬単： 55，706，500円 ワイド： 73，744，900円
3連複： 147，363，000円 3連単： 299，991，400円 計： 896，152，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 470円 � 440円 � 4，510円 枠 連（1－8） 3，640円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 910円 �� 9，290円 �� 7，110円

3 連 複 ��� 82，600円 3 連 単 ��� 453，110円

票 数

単勝票数 計 813176 的中 � 64480（3番人気）
複勝票数 計1255916 的中 � 74553（4番人気）� 80707（3番人気）� 6572（9番人気）
枠連票数 計 150104 的中 （1－8） 3194（10番人気）
馬連票数 計 974273 的中 �� 21336（11番人気）
馬単票数 計 557065 的中 �� 5763（20番人気）
ワイド票数 計 737449 的中 �� 21999（9番人気）�� 1993（34番人気）�� 2608（31番人気）
3連複票数 計1473630 的中 ��� 1338（67番人気）
3連単票数 計2999914 的中 ��� 480（339番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．5―12．7―13．0―12．9―12．6―12．5―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―36．1―48．8―1：01．8―1：14．7―1：27．3―1：39．8―1：51．6―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
2，8－（1，9）7（4，3）6－5・（2，8）（1，9，7）－（4，3）（5，6）

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

勝馬の
紹 介

ロードレゼル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．26 中山2着

2019．5．16生 牡3青鹿 母 エンジェルフェイス 母母 ワンフォーローズ 3戦2勝 賞金 18，396，000円
〔発走状況〕 ヴァーンフリート号は，枠入り不良。

ファンジオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ファンジオ号は，発走調教再審査。

06010 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走15時10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

富里市長賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

67 レインカルナティオ 牡5鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 508± 01：47．9 4．7�
22 アオイゴールド 牝4黒鹿54 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 468＋ 81：48．0クビ 7．0�
11 ヒューマンコメディ 牝5黒鹿55 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 492＋ 4 〃 クビ 12．6�
55 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 石川裕紀人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 21：48．42 44．5�
79 アイスブラスト 牡6鹿 57 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500－ 2 〃 ハナ 113．9	
56 チアチアクラシカ 牝5鹿 55 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500－ 61：48．61� 7．7

33 シティレインボー 牡4栗 56 横山 武史深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 486＋ 2 〃 アタマ 4．3�
811 アポロミラクル 牡4黒鹿56 菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 504－ 41：48．7クビ 83．5�
710 カランドゥーラ 牡4鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：48．8� 2．4
44 フィデリオグリーン 牡6鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 502＋10 〃 クビ 274．4�
812 クインズサン 牡9青 57 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 B478± 01：49．22 111．8�
68 フィナールショコラ 牝5黒鹿55 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 452＋ 41：51．3大差 230．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 74，172，000円 複勝： 95，249，500円 枠連： 20，912，400円
馬連： 149，290，100円 馬単： 59，913，400円 ワイド： 101，550，800円
3連複： 198，630，000円 3連単： 283，028，900円 計： 982，747，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 270円 枠 連（2－6） 2，170円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 510円 �� 660円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 18，620円

票 数

単勝票数 計 741720 的中 � 125919（3番人気）
複勝票数 計 952495 的中 � 161940（2番人気）� 134179（4番人気）� 79616（6番人気）
枠連票数 計 209124 的中 （2－6） 7467（10番人気）
馬連票数 計1492901 的中 �� 64314（7番人気）
馬単票数 計 599134 的中 �� 14114（12番人気）
ワイド票数 計1015508 的中 �� 52553（6番人気）�� 38794（11番人気）�� 36610（12番人気）
3連複票数 計1986300 的中 ��� 35220（17番人気）
3連単票数 計2830289 的中 ��� 11017（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．5―12．3―12．0―12．1―11．7―11．3―11．7

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レインカルナティオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．6．23 東京5着

2017．1．27生 牡5鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 13戦3勝 賞金 37，460，000円



06011 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

55 インテンスライト 牡6鹿 57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 500－ 21：34．1 4．9�
810 オパールシャルム 牝5栗 55 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 482± 01：34．31� 6．9�
78 ハーモニーマゼラン 牡5鹿 57 戸崎 圭太日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 532＋ 61：34．4	 5．3�
11 ブレイブメジャー 牡6鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋161：34．71	 16．1�
67 レッドクレオス 牡6栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B480± 01：34．8クビ 42．0	
44 リッケンバッカー 牡4鹿 57 横山 武史安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 474＋ 81：34．9� 1．8

66 ウインレフィナード 牡6黒鹿57 津村 明秀�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 468＋ 21：35．01 33．1�
811 シ ャ チ 牡5鹿 57 田中 勝春中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 474－ 41：35．1� 93．4�
22 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 55 菅原 明良小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 494－ 81：35．41	 135．7
79 カ ル リ ー ノ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B522－ 21：35．5クビ 36．9�
33 スーパーブレイク 牡8黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 486＋101：35．82 139．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 115，428，400円 複勝： 123，027，100円 枠連： 46，809，800円
馬連： 273，396，500円 馬単： 125，225，000円 ワイド： 173，180，500円
3連複： 408，791，400円 3連単： 648，823，300円 計： 1，914，682，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連（5－8） 1，820円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 400円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 13，860円

票 数

単勝票数 計1154284 的中 � 188172（2番人気）
複勝票数 計1230271 的中 � 214660（2番人気）� 164709（4番人気）� 165918（3番人気）
枠連票数 計 468098 的中 （5－8） 19905（8番人気）
馬連票数 計2733965 的中 �� 128517（6番人気）
馬単票数 計1252250 的中 �� 28203（12番人気）
ワイド票数 計1731805 的中 �� 107316（5番人気）�� 114241（4番人気）�� 76653（7番人気）
3連複票数 計4087914 的中 ��� 122410（8番人気）
3連単票数 計6488233 的中 ��� 33922（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―35．6―47．3―59．2―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテンスライト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．9．16 中山4着

2016．2．15生 牡6鹿 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 21戦4勝 賞金 80，989，000円

06012 2月26日 晴 良 （4中山2） 第1日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

23 ジェットエンブレム 牡4栗 57 M．デムーロ犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B522＋161：11．7 14．3�
11 コ パ シ ー ナ �5栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 21：11．91� 4．1�
510 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 丸山 元気平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 522＋ 21：12．11 9．4�
48 グランドストローク 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474± 0 〃 アタマ 12．2�
35 レイテントロアー 牡5鹿 57 菅原 明良矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 484± 0 〃 クビ 6．6�
12 タイトロープウィン 牝6栗 55 江田 照男浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B448－ 2 〃 アタマ 125．1	
611 ニシノダンテ 牡7青鹿 57

54 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 512± 01：12．52� 43．3

713 キュムロンニンバス 牡4鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 502＋ 6 〃 アタマ 69．0�
815 メタスペクター 牡4芦 57 吉田 豊松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 454－ 81：12．81	 30．4�
612 レジリエンスブルー 牡5黒鹿57 大野 拓弥 YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 480＋ 41：13．12 66．0�
36 
 コーリンバニラ 牝5芦 55

53 △山田 敬士伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 504－121：13．42 191．7�
816 サイドストリート 牝7鹿 55 杉原 誠人 ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 478－241：13．5クビ 119．7�
714 ジューンクエスト 牡4栗 57 戸崎 圭太吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 464＋ 61：13．82 13．1�
47 エーアイダンサー 牝4鹿 55

52 ▲横山 琉人岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 21：14．44 41．9�
59 スターリングワース 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 462＋ 21：14．82 2．8�
24 ロードクラージュ �5鹿 57 北村 宏司 ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B454－301：15．33� 21．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，121，000円 複勝： 138，907，100円 枠連： 46，958，700円
馬連： 226，001，800円 馬単： 85，398，500円 ワイド： 200，552，800円
3連複： 362，518，300円 3連単： 416，284，500円 計： 1，585，742，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 460円 � 170円 � 250円 枠 連（1－2） 1，710円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，730円 �� 570円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 46，560円

票 数

単勝票数 計1091210 的中 � 60736（7番人気）
複勝票数 計1389071 的中 � 65225（7番人気）� 255297（2番人気）� 138713（4番人気）
枠連票数 計 469587 的中 （1－2） 21229（7番人気）
馬連票数 計2260018 的中 �� 57293（10番人気）
馬単票数 計 853985 的中 �� 9362（25番人気）
ワイド票数 計2005528 的中 �� 39720（14番人気）�� 18004（29番人気）�� 96278（3番人気）
3連複票数 計3625183 的中 ��� 27202（30番人気）
3連単票数 計4162845 的中 ��� 6481（126番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 16（1，4，7）（3，11）（2，6，14，9，15）12，8，5，13，10 4 16，1，3（4，7）（2，11，15）（6，14，9）（12，8）（5，10，13）

勝馬の
紹 介

ジェットエンブレム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．12 阪神12着

2018．5．8生 牡4栗 母 アイアムネオ 母母 イクスペクトトゥシャイン 16戦3勝 賞金 33，500，000円
〔発走状況〕 エーアイダンサー号・スターリングワース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） 3頭 ゴールドクロス号・スズカユース号・ドラゴンズバック号
（非抽選馬） 1頭 デルマクリスタル号



（4中山2）第1日 2月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

192，710，000円
3，020，000円
27，330，000円
1，040，000円
24，070，000円
73，541，000円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
754，140，400円
1，180，039，300円
258，630，000円
1，307，878，900円
604，176，000円
1，093，514，200円
1，992，864，900円
2，706，372，700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 9，897，616，400円

総入場人員 4，959名 （有料入場人員 4，722名）
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