
枠
番
馬
番 馬 名 毛
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� 騎 手 馬 主 調教師 産
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オッズ・
単勝
人気

02073 2月4日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

79 スマートアイ 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 500－ 41：47．5 1．9�
67 ショウナンアキドン 牡3鹿 56 福永 祐一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 天羽牧場 474＋ 21：47．6� 2．1�
812 イツモハラペコ 牡3鹿 56 富田 暁小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 466± 01：48．87 9．2�
11 マ カ ー リ オ 牝3芦 54 幸 英明村田 博司氏 飯田 祐史 新ひだか 藤沢牧場 480－ 61：49．43� 30．1�
22 フ ル ー ル 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－ 61：49．5� 41．8�

55 コスモチプリア 牝3芦 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：50．24 22．4

68 シャイナライ 牝3鹿 54 黛 弘人	ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 436－ 21：50．41 434．3�
44 ハーベストデイ 牡3栗 56 B．ムルザバエフ 	サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 アタマ 25．6�

（独）

811 オボロヅキヨ 牡3栗 56
52 ★永島まなみ�OUMA 渡辺 薫彦 浦河 桑田牧場 430＋ 41：51．04 137．7

56 ハイエナジー �3黒鹿 56
53 ▲今村 聖奈前田 幸治氏 高橋 亮 平取 北島牧場 448＋ 61：53．0大差 113．2�

710 ニホンピロシーガー 牡3鹿 56 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 448＋ 21：53．31� 452．6�
33 サンクスギビング 牡3鹿 56 城戸 義政吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田牧場 466－ 41：53．72� 173．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，516，100円 複勝： 97，424，000円 枠連： 7，947，500円
馬連： 45，700，700円 馬単： 29，600，200円 ワイド： 42，640，700円
3連複： 82，843，800円 3連単： 136，222，000円 計： 479，895，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 140円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 110円 �� 230円 �� 220円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 375161 的中 � 155806（1番人気）
複勝票数 計 974240 的中 � 451513（1番人気）� 369784（2番人気）� 54352（3番人気）
枠連票数 計 79475 的中 （6－7） 43175（1番人気）
馬連票数 計 457007 的中 �� 224426（1番人気）
馬単票数 計 296002 的中 �� 81846（1番人気）
ワイド票数 計 426407 的中 �� 155549（1番人気）�� 32747（3番人気）�� 34546（2番人気）
3連複票数 計 828438 的中 ��� 242072（1番人気）
3連単票数 計1362220 的中 ��� 121842（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―19．0―31．9―45．4―58．4―1：11．1―1：23．3―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．4
1
3
9，7（1，12）3（2，5，11）－（4，6，10）8・（9，7）（1，12）5（2，11）－（8，4）（3，10）－6

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

勝馬の
紹 介

スマートアイ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2022．10．22 阪神4着

2020．5．19生 牝3栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 シャイナライ号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイエナジー号・ニホンピロシーガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

3月4日まで平地競走に出走できない。
サンクスギビング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月4日まで平地競
走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02074 2月4日 曇 良 （5小倉1） 第7日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

45 ドナウパール 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：47．6 1．7�
68 シャイニースイフト 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 436± 01：48．02� 9．5�
812 ダ ミ エ 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476－ 81：48．31� 4．7�
69 キタノチェロキー 牝3鹿 54

52 △原 優介北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 中山 高鹿康 454± 01：48．93� 35．0�
56 メイショウオオミネ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 448－ 2 〃 クビ 135．2	
33 ダリオールショコラ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 21：49．0� 227．8

22 サマニテイオー 牡3栗 56 的場 勇人�渡辺牧場 的場 均 様似 様似渡辺牧場 420－ 21：49．1クビ 174．4�
711 ギルデッドフレーム 牡3青鹿 56

52 ★永島まなみ吉田 千津氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 35．5�
11 スイーツバイキング 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444＋101：49．2クビ 6．4
710 ヒノタマボーイ 牡3黒鹿56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438＋10 〃 ハナ 62．3�
57 モンテナルス 牝3青鹿 54

52 △小林 凌大飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B438± 01：49．41� 503．9�
44 ウォーターハウス 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：50．25 13．1�
（独）

813 ニシノカナン 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 B506＋ 21：50．52 23．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，712，900円 複勝： 50，143，400円 枠連： 10，080，200円
馬連： 40，211，900円 馬単： 20，513，900円 ワイド： 40，121，500円
3連複： 68，813，400円 3連単： 85，833，600円 計： 350，430，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 280円 �� 200円 �� 570円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 347129 的中 � 158479（1番人気）
複勝票数 計 501434 的中 � 229666（1番人気）� 53779（4番人気）� 70711（2番人気）
枠連票数 計 100802 的中 （4－6） 17845（3番人気）
馬連票数 計 402119 的中 �� 43520（3番人気）
馬単票数 計 205139 的中 �� 15465（3番人気）
ワイド票数 計 401215 的中 �� 36589（3番人気）�� 59939（1番人気）�� 14979（7番人気）
3連複票数 計 688134 的中 ��� 55609（2番人気）
3連単票数 計 858336 的中 ��� 17278（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．4―47．6―1：00．1―1：12．0―1：24．1―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドナウパール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．11．6 阪神4着

2020．2．24生 牝3鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔その他〕 ギルデッドフレーム号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 小倉競馬 第７日



02075 2月4日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

34 � ジャスパーロイヤル 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 SF Blood-
stock LLC 476＋ 2 59．2 1．9�

610 タノムデホンマ �3鹿 56
53 ▲今村 聖奈三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 カナイシスタッド 420＋ 21：00．15 7．2�

46 シゲルダンガン 牡3鹿 56 菱田 裕二森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム 500－ 4 〃 クビ 9．4�
33 フクノワカバ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ佐藤 範夫氏 杉山 佳明 浦河 信岡牧場 446－ 21：00．31 3．3�
813 イ ナ ホ 牝3栗 54 勝浦 正樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448－ 61：00．83 206．6�
22 グラスヴィガー 牡3栗 56

53 ▲土田 真翔半沢� 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 466＋ 81：01．01 18．0	
11 メ ロ ー ラ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝小原準一郎氏 村田 一誠 浦河 村下 清志 454＋ 81：01．32 38．1

58 カシノビルボード 牡3鹿 56 森 裕太朗柏木 務氏 天間 昭一 新冠 浜口牧場 452± 0 〃 アタマ 231．7�
45 � ウォーターレモン 牡3栗 56

54 △小林 凌大ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Barry R
Ostrager 470－ 21：01．4� 16．5�

69 メイショウコウラン 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 384＋ 21：01．72 71．3
57 サンアルフィー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �加藤ステーブル 水野 貴広 新ひだか 谷岡スタット 406＋121：01．91� 177．8�
711 チキチキチータ 牝3栗 54 浜中 俊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 412－ 21：02．21� 197．8�
814 ニトウリュウ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 398＋ 21：02．3� 150．2�

712 トップモーリス 牝3青鹿54 藤岡 康太�宮内牧場 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 426＋ 61：02．72� 129．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，797，200円 複勝： 56，668，200円 枠連： 10，838，100円
馬連： 38，805，400円 馬単： 24，022，700円 ワイド： 41，932，200円
3連複： 69，262，000円 3連単： 90，977，300円 計： 370，303，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 220円 枠 連（3－6） 320円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 377972 的中 � 156440（1番人気）
複勝票数 計 566682 的中 � 296403（1番人気）� 53346（3番人気）� 32870（4番人気）
枠連票数 計 108381 的中 （3－6） 25579（2番人気）
馬連票数 計 388054 的中 �� 49300（2番人気）
馬単票数 計 240227 的中 �� 21901（3番人気）
ワイド票数 計 419322 的中 �� 36302（2番人気）�� 22305（4番人気）�� 8273（11番人気）
3連複票数 計 692620 的中 ��� 20437（5番人気）
3連単票数 計 909773 的中 ��� 10253（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．5―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 4，2（1，6）（3，13）－（10，12，14）－8（5，9，11）7 4 4－2，6（1，3）－（10，13）12（8，14）（5，9，11）7

勝馬の
紹 介

�ジャスパーロイヤル �
�
父 Violence �

�
母父 Mutakddim デビュー 2022．10．23 阪神3着

2020．2．16生 牡3栗 母 Sumthingtotalkabt 母母 Nannetta 4戦1勝 賞金 11，600，000円
〔その他〕 ジャスパーロイヤル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジャスパーロイヤル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月4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 ピスティス号
（非抽選馬） 1頭 アシャカデュラン号

02076 2月4日 曇 良 （5小倉1） 第7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 ロードアクア 牡7鹿 61 難波 剛健 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 480－ 63：49．6 1．8�
711 ショウナンサルヴォ 牡5栗 60 中村 将之国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 506－ 23：50．02� 8．5�
33 グレートバローズ 牡6鹿 60 小坂 忠士猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 488± 03：50．1� 4．5�
813 ポートロイヤル �7黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472± 03：50．73� 23．9�
610 ジャディード 牡8黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456＋ 43：50．8クビ 24．1	
34 マイネルダンク 牡5芦 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 6 〃 ハナ 8．9

45 タガノペルマネンテ 牝6黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－203：51．54 43．2�
11 � デ ス ト ロ イ �9栗 60 蓑島 靖典諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B508± 03：51．81� 145．9�
712 スーパーフェイバー 牡5黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 4 〃 ハナ 61．1
814 メイショウベンガル 牡6芦 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 494＋ 43：51．9� 22．0�
58 スリーケイエヌ 牡5栗 60 北沢 伸也永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 472＋ 23：52．0	 110．5�
22 スマートキャノン 牡4栗 59

57 ▲小牧加矢太大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 478＋ 63：52．1	 15．8�
46 ヤマノグリッターズ 牡5黒鹿60 草野 太郎澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 猿橋 義昭 502－ 43：52．52� 128．3�
57 � キタノテイオウ 牡8黒鹿60 大江原 圭了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 458－ 83：53．45 271．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，822，200円 複勝： 31，966，800円 枠連： 9，003，000円
馬連： 30，895，900円 馬単： 16，236，700円 ワイド： 31，849，700円
3連複： 59，749，200円 3連単： 72，537，300円 計： 275，060，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 370円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 228222 的中 � 99072（1番人気）
複勝票数 計 319668 的中 � 131698（1番人気）� 24928（3番人気）� 53678（2番人気）
枠連票数 計 90030 的中 （6－7） 8599（3番人気）
馬連票数 計 308959 的中 �� 25668（3番人気）
馬単票数 計 162367 的中 �� 9597（3番人気）
ワイド票数 計 318497 的中 �� 20287（3番人気）�� 50242（1番人気）�� 10535（8番人気）
3連複票数 計 597492 的中 ��� 32818（2番人気）
3連単票数 計 725373 的中 ��� 11554（5番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 51．0－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
9，13（11，10）（12，3）－（14，8）4，2，7，1，5＝6
9（11，13，10）3－12（14，4）8－2（1，5）－（7，6）

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

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．17 東京1着

2016．4．8生 牡7鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 障害：4戦3勝 賞金 38，300，000円



02077 2月4日 曇 良 （5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（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3：06．3良

67 スマッシャー 牡5鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 494＋ 83：14．1 1．5�

44 ヴァンクールシルク �9栗 60 伴 啓太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B582＋ 23：14．84 21．7�
33 モーニングアヤメ 牝5栗 58 蓑島 靖典今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 444＋ 43：14．9� 15．1�
56 シゲルキンセイ 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太森中 啓子氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 486＋ 63：15．43 6．9�
710 タイセイモンストル 牡6鹿 60 小野寺祐太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486－ 23：15．93 13．5	
55 ワンダーサーイター 牡6青鹿60 西村 太一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 450－18 〃 アタマ 114．4

79 � ベストインクラス 牡5鹿 60 大庭 和弥グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 508＋ 23：16．32� 255．3�
68 メイショウカムロ 牡6鹿 60 西谷 誠松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 454＋ 23：18．3大差 85．0�
11 イントロバート 牝4黒鹿57 大江原 圭野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 486－ 23：22．6大差 69．9�
22 ホウオウフラッシュ 牝4鹿 57 草野 太郎小笹 芳央氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 8 （競走中止） 188．7�
811 スマートルミエール 牡6鹿 60 五十嵐雄祐大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 448＋ 2 （競走中止） 5．5�
812 バ レ ッ テ ィ �9鹿 60 石神 深一 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 514＋ 6 （競走中止） 16．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，334，300円 複勝： 41，406，100円 枠連： 9，297，200円
馬連： 30，010，400円 馬単： 17，997，000円 ワイド： 33，525，100円
3連複： 57，908，100円 3連単： 85，036，500円 計： 298，514，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 290円 � 210円 枠 連（4－6） 1，390円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 600円 �� 410円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 9，000円

票 数

単勝票数 計 233343 的中 � 118694（1番人気）
複勝票数 計 414061 的中 � 235448（1番人気）� 16379（7番人気）� 27124（4番人気）
枠連票数 計 92972 的中 （4－6） 5182（6番人気）
馬連票数 計 300104 的中 �� 14814（6番人気）
馬単票数 計 179970 的中 �� 7669（8番人気）
ワイド票数 計 335251 的中 �� 14253（7番人気）�� 22098（4番人気）�� 6308（17番人気）
3連複票数 計 579081 的中 ��� 13257（13番人気）
3連単票数 計 850365 的中 ��� 6849（30番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマッシャー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．4．6生 牡5鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 バレッティ号は，2周目1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ホウオウフラッシュ号・スマートルミエール号は，2周目1号障害〔いけ垣〕着地時に，転倒した「バレッティ」号に触れ，騎
手が落馬したため競走中止。

〔制裁〕 ワンダーサーイター号の騎手西村太一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔その他〕 イントロバート号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。

スマートルミエール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 イントロバート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月4日まで出走できない。

スマートルミエール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーセンオリジン号

02078 2月4日 曇 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 サ ス ケ 牡3青鹿56 福永 祐一安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 464± 02：01．2 2．8�
22 リリーバローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲今村 聖奈猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 434± 02：01．41� 5．2�
33 ディオファントス 牡3青鹿56 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：01．61� 2．0�

（独）

66 ウインエクラン 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 464－ 62：02．02� 37．2�
88 ダノンワンナップ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 474－ 42：02．1� 21．2	
11 カ ズ キ 牡3鹿 56 荻野 琢真大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444－122：02．2クビ 56．2

77 ロジウムエポック 牡3鹿 56 富田 暁平沼 宣秀氏 四位 洋文 新冠 秋田牧場 474－ 62：02．52 9．4�
89 ケイツークローン �3青鹿 56

53 ▲佐々木大輔楠本 勝美氏 大江原 哲 安平 ゼットステーブル 464－ 62：02．92� 109．9�
55 ヌンフェルモ 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子ヌンクラブ� 本間 忍 浦河 ディアレスト
クラブ 440－ 42：05．6大差 149．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，865，900円 複勝： 58，685，900円 枠連： 5，452，100円
馬連： 36，620，100円 馬単： 24，948，900円 ワイド： 33，269，100円
3連複： 60，782，500円 3連単： 129，420，300円 計： 389，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－4） 820円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 240円 �� 120円 �� 200円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 398659 的中 � 110970（2番人気）
複勝票数 計 586859 的中 � 128926（2番人気）� 37108（4番人気）� 330909（1番人気）
枠連票数 計 54521 的中 （2－4） 5099（3番人気）
馬連票数 計 366201 的中 �� 31497（3番人気）
馬単票数 計 249489 的中 �� 11284（6番人気）
ワイド票数 計 332691 的中 �� 27379（3番人気）�� 95284（1番人気）�� 35169（2番人気）
3連複票数 計 607825 的中 ��� 147921（1番人気）
3連単票数 計1294203 的中 ��� 32929（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．2―49．0―1：01．4―1：13．8―1：25．9―1：37．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ス ケ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Whipper デビュー 2022．6．18 東京6着

2020．5．8生 牡3青鹿 母 マ ラ ジ ニ ア 母母 Croanda 4戦1勝 賞金 7，350，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02079 2月4日 晴 稍重 （5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）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

11 サトミノマロン 牡4栗 57 武 豊田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 528－ 21：46．1 4．5�
45 ラ ニ カ イ 牝4栗 55 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 6 〃 アタマ 3．0�
44 ア ウ グ ス ト 牡4鹿 57 丹内 祐次�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 516－ 41：46．31 5．8�
57 オーマイオーマイ 牡6鹿 58 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 476－ 21：46．83 177．1�
813� トーホウテンリュウ 牡4栗 57 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 482－201：46．9� 29．5�
711 ブレイクザアイス 牡4芦 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 464－ 41：47．32� 19．5	
22 クラップサンダー 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 448－ 81：47．83� 28．3

56 ケイティレインボー 牡4青鹿57 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B488－ 2 〃 アタマ 31．2�
812 スペクトログラム 牡4栗 57 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492－ 21：48．22� 2．8

（独）

710 マイネルキング 牡4栗 57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：48．41� 38．8�

33 カップッチョ 牡6鹿 58
55 ▲佐々木大輔�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 486＋ 81：49．25 402．5�

68 インテグラルシチー 牡5栗 58 亀田 温心 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 510－ 61：49．73 316．2�
69 � マグナムハート 牡5栗 58 黛 弘人杉浦 和也氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 502－121：51．5大差 415．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，972，800円 複勝： 47，489，500円 枠連： 8，640，500円
馬連： 48，992，600円 馬単： 22，520，100円 ワイド： 52，602，400円
3連複： 80，387，800円 3連単： 101，834，200円 計： 405，439，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 120円 � 170円 枠 連（1－4） 440円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 429728 的中 � 74829（3番人気）
複勝票数 計 474895 的中 � 78063（3番人気）� 119571（1番人気）� 60595（4番人気）
枠連票数 計 86405 的中 （1－4） 14959（2番人気）
馬連票数 計 489926 的中 �� 63302（2番人気）
馬単票数 計 225201 的中 �� 13851（4番人気）
ワイド票数 計 526024 的中 �� 72534（1番人気）�� 38354（4番人気）�� 29614（6番人気）
3連複票数 計 803878 的中 ��� 56009（4番人気）
3連単票数 計1018342 的中 ��� 14163（10番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―12．6―12．8―12．9―12．7―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―42．1―54．9―1：07．8―1：20．5―1：33．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトミノマロン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．9．12 中山3着

2019．2．22生 牡4栗 母 プレシャスライン 母母 バイザキャット 11戦2勝 賞金 29，700，000円
〔発走状況〕 マグナムハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マグナムハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月4日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02080 2月4日 晴 良 （5小倉1） 第7日 第8競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

611 モカフラワー 牝4栗 55 藤岡 康太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454－ 42：00．0 4．0�
23 セレブレイトガイズ 牡4黒鹿57 B．ムルザバエフ 大塚 亮一氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 492＋102：00．1クビ 7．8�

（独）

713 シャトンアンジュ 牝4黒鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－ 22：00．52� 4．7�
712 サトノリーベ 牝4鹿 55 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436± 02：00．6� 5．1�
58 マイネルジャッカル 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 486± 02：00．81� 4．7	
35 ニホンピロマリブ 牡5鹿 58

55 ▲佐々木大輔小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 464＋ 2 〃 アタマ 87．1

46 グ ラ ヴ ィ テ 牝5黒鹿56 秋山真一郎栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 488－ 22：01．01� 20．0�
34 グランドゴールド 牡4栗 57

54 ▲今村 聖奈田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 462＋ 6 〃 クビ 10．6�
47 シ ュ ホ 牝4栗 55 勝浦 正樹�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 412－ 2 〃 アタマ 131．0
59 ウェイオブライト �5芦 58

54 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 高橋 康之 新ひだか 岡田スタツド 522＋222：01．1� 76．4�
610 アイスランドポピー 牝4黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：01．2クビ 15．7�
814 セイウンガレオン 牡4黒鹿57 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 534－ 62：01．3� 192．1�
11 	 メイショウイナセ �6芦 58

54 ★古川 奈穂山口謙太郎氏 南田美知雄 浦河 三嶋牧場 438＋10 〃 ハナ 101．1�
22 ミ ミ グ ッ ド 牝4青鹿 55

54 ☆松本 大輝山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 426± 02：02．68 421．1�
815 ド ッ ト 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B514＋132：03．02� 181．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，217，400円 複勝： 49，987，700円 枠連： 10，503，500円
馬連： 52，255，700円 馬単： 21，561，200円 ワイド： 57，799，600円
3連複： 83，104，300円 3連単： 91，637，500円 計： 405，066，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 270円 � 160円 枠 連（2－6） 1，280円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 500円 �� 570円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 382174 的中 � 75132（1番人気）
複勝票数 計 499877 的中 � 80442（3番人気）� 39631（6番人気）� 87675（1番人気）
枠連票数 計 105035 的中 （2－6） 6332（7番人気）
馬連票数 計 522557 的中 �� 25981（7番人気）
馬単票数 計 215612 的中 �� 4975（14番人気）
ワイド票数 計 577996 的中 �� 30526（5番人気）�� 26733（7番人気）�� 10467（19番人気）
3連複票数 計 831043 的中 ��� 11865（21番人気）
3連単票数 計 916375 的中 ��� 3018（72番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．3―12．5―12．5―12．5―12．3―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．8―47．1―59．6―1：12．1―1：24．6―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モカフラワー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．10．9 東京1着

2019．4．21生 牝4栗 母 ハイタッチクイーン 母母 オペラレディ 11戦2勝 賞金 24，970，000円
〔制裁〕 セレブレイトガイズ号の騎手B．ムルザバエフは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

モカフラワー号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02081 2月4日 晴 良 （5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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

45 ト ー ル キ ン 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：08．3 10．0�
（独）

44 トレンディスター 牝3鹿 54 菱田 裕二水谷 美穂氏 高柳 大輔 日高 船越牧場 494＋ 61：08．83 2．7�
11 アスクドリームモア 牡3鹿 56 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 天羽牧場 502－ 6 〃 クビ 5．8�
56 エコロレジーナ 牝3鹿 54 丹内 祐次原村 正紀氏 菊沢 隆徳 日高 荒井ファーム 478± 01：08．9クビ 20．3�
711 ジューンオレンジ 牝3芦 54 富田 暁吉川 潤氏 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 450－ 61：09．0� 3．8�
813 メイショウコギク 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 424± 01：09．21� 8．4	
812 ステークホルダー 牡3鹿 56 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 アタマ 12．1

710 ユカリプレリュード 牝3鹿 54 藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 486± 01：09．52 32．5�
22 プライムレート 牝3栗 54 松若 風馬 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前谷 武志 468－ 41：10．03 53．1�
68 ハ ウ ピ ア 牝3黒鹿54 幸 英明 日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 414＋ 21：10．31	 37．3�
69 セロンテソーロ 牝3鹿 54 永島まなみ了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 432＋ 71：10．4	 140．2�
57 ル イ ス 牡3鹿 56 角田 大和古賀 禎彦氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 498＋ 81：10．61� 194．3�
33 アトモストリミッツ 牝3栗 54 北村 友一 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432－121：10．91� 86．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，607，800円 複勝： 54，311，300円 枠連： 11，499，800円
馬連： 59，359，000円 馬単： 25，317，400円 ワイド： 64，493，800円
3連複： 102，930，300円 3連単： 111，741，300円 計： 479，260，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 220円 � 140円 � 180円 枠 連（4－4） 1，440円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 540円 �� 900円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 496078 的中 � 39442（5番人気）
複勝票数 計 543113 的中 � 54033（5番人気）� 122280（1番人気）� 73184（3番人気）
枠連票数 計 114998 的中 （4－4） 6147（7番人気）
馬連票数 計 593590 的中 �� 33751（4番人気）
馬単票数 計 253174 的中 �� 6103（10番人気）
ワイド票数 計 644938 的中 �� 31101（6番人気）�� 17319（13番人気）�� 39119（2番人気）
3連複票数 計1029303 的中 ��� 25300（8番人気）
3連単票数 計1117413 的中 ��� 4723（49番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．0―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ー ル キ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．16 小倉2着

2020．3．16生 牡3鹿 母 エルビッシュ 母母 シーズオールエルティッシュ 5戦2勝 賞金 21，380，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02082 2月4日 晴 稍重 （5小倉1） 第7日 第10競走 ��1，000�
あ り た

有 田 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

33 � ララシャンドン 牡5黒鹿58 中井 裕二フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 506－ 2 58．9 4．6�

（法942）

11 ハギノオーロ 牝6鹿 56 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 520－12 59．0� 26．0�
34 プリティインピンク 牝5黒鹿56 原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 438＋ 8 59．21� 15．2�
814 ダンスウィズジョイ 牝4鹿 56 小林 凌大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋16 〃 アタマ 7．9�
45 	 フチサンメルチャン 牡6栗 58 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 472＋ 2 59．3クビ 28．8�
69 ユウグロスファクタ 牝4栗 56 B．ムルザバエフ �アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 496－ 4 〃 クビ 4．3	

（独）

813� ジェットマックス 牡6鹿 58 武 豊大野 照旺氏 森 秀行 米 C. Kidder
& N. Cole 524－ 6 59．4クビ 8．5


57 サウンドブライアン 牡5芦 58 今村 聖奈増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 482＋ 2 〃 クビ 62．9�
712 デアリングウーマン 牝5鹿 56 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 448＋ 6 59．5クビ 32．7�
22 イ プ ノ ー ズ 牝4青鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 4 59．6
 4．0
58 	 ルピナステソーロ 牝5栗 56 永島まなみ了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 466－16 59．7� 86．1�

46 テンクウフラワー 牝4鹿 56 菱田 裕二小島 將之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 斉藤スタッド 418－ 6 59．91� 14．2�
711 ミツカネプルート 牝4鹿 56 丹内 祐次小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 440± 01：00．11
 66．3�
610 フェイマスダンディ 牡5鹿 58 柴山 雄一堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 484＋201：00．52 28．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，493，500円 複勝： 70，191，000円 枠連： 18，991，900円
馬連： 82，285，100円 馬単： 33，648，700円 ワイド： 85，518，300円
3連複： 140，564，900円 3連単： 146，109，000円 計： 627，802，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 600円 � 310円 枠 連（1－3） 4，870円

馬 連 �� 6，870円 馬 単 �� 11，300円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 730円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 19，680円 3 連 単 ��� 83，080円

票 数

単勝票数 計 504935 的中 � 86368（3番人気）
複勝票数 計 701910 的中 � 113282（2番人気）� 25567（10番人気）� 56971（6番人気）
枠連票数 計 189919 的中 （1－3） 3021（17番人気）
馬連票数 計 822851 的中 �� 9276（28番人気）
馬単票数 計 336487 的中 �� 2232（45番人気）
ワイド票数 計 855183 的中 �� 11481（24番人気）�� 31669（4番人気）�� 5861（43番人気）
3連複票数 計1405649 的中 ��� 5356（71番人気）
3連単票数 計1461090 的中 ��� 1275（299番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―34．2―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．2
3 1（3，14）2（6，10）11（4，9）（12，13）（5，8）－7 4 ・（1，3，14）－（2，6）－（4，11，10）（5，12，9，13）－8，7

勝馬の
紹 介

�ララシャンドン �
�
父 Street Sense �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．8．22 小倉4着

2018．1．25生 牡5黒鹿 母 Divine Praises 母母 Grand Prayer 8戦3勝 賞金 32，692，000円
〔制裁〕 ダンスウィズジョイ号の騎手小林凌大は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8番）

プリティインピンク号の騎手原優介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アルバミノル号・カレンヒメ号・サクセスハーモニー号・シャスティーナ号・スズカサウスソング号・

パロットビーク号・フルールドネージュ号・ポメラート号・ミキノバスドラム号・ユスティニアン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



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

べ っ ぷ

別 府 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57�5歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

57 ダークエクリプス 牡4青鹿57 松若 風馬矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 490－ 21：47．2 4．7�
814 ジャスティンエース 牡4黒鹿57 西村 淳也三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：47．31 4．8�
610 エアミアーニ 牡5鹿 58 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 444± 01：47．4� 7．7�
33 マイシンフォニー 牝4青鹿55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 21：47．5	 3．2�
22 シーニックウェイ 牝5鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：47．71
 7．8�
11 � マイネルダグラス 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 520＋ 61：47．91
 34．6	
58 メイショウカクウン 牡8青鹿58 富田 暁松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 458－ 61：48．32	 62．4

69 ホウオウジョルノ 牡5芦 58 野中悠太郎小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 464± 0 〃 アタマ 22．9�
45 シゲルローズマリー 牡4青鹿57 高倉 稜森中 啓子氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470－ 41：48．61� 36．1�
34 オーソレミオ 牝4青鹿55 勝浦 正樹�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 448± 0 〃 アタマ 14．8
813� タイクーンバゴ 牡6青鹿58 松本 大輝�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 492± 01：48．7	 217．0�
46 シューラヴァラ 牡5黒鹿58 B．ムルザバエフ 高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：48．91 45．7�

（独）

711 スウィートブルーム 牝5鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：49．22 19．8�

712 ポールトゥウィン 牡6鹿 58 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 浦河 三嶋牧場 518－ 21：49．62	 116．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 76，866，600円 複勝： 104，729，500円 枠連： 32，948，800円
馬連： 173，121，500円 馬単： 61，445，400円 ワイド： 152，259，200円
3連複： 294，375，300円 3連単： 309，736，100円 計： 1，205，482，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 180円 � 250円 枠 連（5－8） 1，370円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 650円 �� 860円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 20，140円

票 数

単勝票数 計 768666 的中 � 128863（2番人気）
複勝票数 計1047295 的中 � 173612（2番人気）� 156814（3番人気）� 95922（5番人気）
枠連票数 計 329488 的中 （5－8） 18608（6番人気）
馬連票数 計1731215 的中 �� 92338（4番人気）
馬単票数 計 614454 的中 �� 16807（8番人気）
ワイド票数 計1522592 的中 �� 62022（6番人気）�� 44990（8番人気）�� 38237（10番人気）
3連複票数 計2943753 的中 ��� 55155（10番人気）
3連単票数 計3097361 的中 ��� 11149（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．7―48．6―1：00．5―1：12．4―1：24．2―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダークエクリプス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Woodman デビュー 2021．8．8 函館1着

2019．4．14生 牡4青鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 7戦3勝 賞金 36，415，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02084 2月4日 晴 良 （5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）

牝；負担重量は，56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

11 メイショウグラニー 牝4鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 460－ 21：08．7 6．4�
12 ディオアステリア 牝4芦 56 原田 和真 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 462＋ 41：08．8� 12．8�
35 スズノナデシコ 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 502－121：08．9� 20．8�
818 ラ ナ キ ラ 牝5鹿 56

52 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 41：09．0� 11．4�

510� レインボークラウド 牝5黒鹿 56
55 ☆角田 大和吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 458± 01：09．1� 113．7�

715� ポルタフォルトゥナ 牝4鹿 56 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 4 〃 クビ 13．2	
611 テンメジャーガール 牝4栗 56 菱田 裕二天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 61：09．2クビ 5．0

612 コ ル カ ノ ン 牝4芦 56 西村 淳也吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 14．8�
713 フラッシュアーク 牝4芦 56

54 △原 優介小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 468± 0 〃 ハナ 31．7�
23 マ メ コ 牝4鹿 56 富田 暁中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 450－ 21：09．4� 6．2
59 � ハルカナネガイ 牝4黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔上茶谷 一氏 服部 利之 日高 坂東ファーム 410－13 〃 クビ 81．8�
24 キャニオニング 牝5鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B442＋10 〃 ハナ 24．5�
48 タムロキュラムン 牝4鹿 56 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 458＋ 2 〃 アタマ 13．3�
817� パラティーノヒル 牝6栗 56 黛 弘人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 416＋121：09．61� 360．3�
714 ピースキーパー 牝4栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �ゴールドアップ・
カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 436－ 6 〃 ハナ 7．2�

47 ユキノエリザベス 牝4黒鹿 56
53 ▲今村 聖奈井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 470＋ 61：09．7� 39．7�

816 シゲルオテンバ 牝5鹿 56 丹内 祐次森中 啓子氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 448± 01：10．01� 37．2�
36 ヴィルチュオーズ 牝4黒鹿56 B．ムルザバエフ �桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 ハナ 47．7�

（独）

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，903，500円 複勝： 87，380，600円 枠連： 30，837，800円
馬連： 109，820，400円 馬単： 37，665，700円 ワイド： 108，602，400円
3連複： 209，050，200円 3連単： 188，623，000円 計： 826，883，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 380円 � 630円 枠 連（1－1） 2，880円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，650円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 16，430円 3 連 単 ��� 68，100円

票 数

単勝票数 計 549035 的中 � 67752（3番人気）
複勝票数 計 873806 的中 � 98128（3番人気）� 60639（6番人気）� 32528（10番人気）
枠連票数 計 308378 的中 （1－1） 8291（13番人気）
馬連票数 計1098204 的中 �� 31737（4番人気）
馬単票数 計 376657 的中 �� 5795（9番人気）
ワイド票数 計1086024 的中 �� 31642（4番人気）�� 10374（33番人気）�� 7913（48番人気）
3連複票数 計2090502 的中 ��� 9538（46番人気）
3連単票数 計1886230 的中 ��� 2008（148番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．2―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．5―45．8―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグラニー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．11．7 阪神1着

2019．2．15生 牝4鹿 母 プリンセスムーン 母母 スクービドゥー 10戦2勝 賞金 24，429，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リヴォリ号
（非抽選馬） 1頭 プルサティーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



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

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

207，530，000円
3，020，000円
25，870，000円
1，310，000円
26，080，000円
72，222，500円
5，961，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
509，110，200円
750，384，000円
166，040，400円
748，078，700円
335，477，900円
744，614，000円
1，309，771，800円
1，549，708，100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 6，113，185，100円

総入場人員 6，942名 （有料入場人員 6，558名）
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