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06001 2月25日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 キープスマイリング 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：55．8 1．6�
713 レジュークレール 牝3鹿 54

52 △原 優介山下 貴氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 440－ 21：56．54 3．8�
11 プリュネルウィンク 牝3黒鹿54 田辺 裕信嶋田 賢氏 中舘 英二 浦河 辻 牧場 446＋ 41：57．02� 17．2�
612 ランスノーブル 牝3芦 54 内田 博幸佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 438－ 21：57．74 8．6�
35 ロゴナンバーワン 牝3鹿 54 菊沢 一樹�イーデン産業 小野 次郎 安平 ゼットステーブル 446 ―1：57．8クビ 115．1�
816 エスジースパークル 牝3栗 54 三浦 皇成後藤 貞夫氏 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 458－ 61：58．43� 56．7	
815 ア マ ソ ナ 牝3鹿 54 大野 拓弥越村 洋子氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 81：58．5� 29．8

36 レッドリターン 牝3黒鹿54 江田 照男紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 442± 01：58．81� 137．7�
611 ブルーエンジェルス 牝3鹿 54 杉原 誠人�ターフ・スポート加藤士津八 新ひだか タガミファーム 472－14 〃 クビ 49．6�
12 エターナルスノー 牝3栗 54 木幡 巧也 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 21：58．9クビ 48．8�
24 シルヴァティカ 牝3鹿 54 北村 宏司 グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464 ―1：59．11� 153．4�
48 カナデルアイ 牝3鹿 54 武藤 雅佐山 元章氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 462－ 2 〃 クビ 258．0�
714 クローネウィルマ 牝3青鹿54 菅原 明良�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 426± 02：00．16 13．8�
510 バ ー チ ャ ミ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 432＋ 82：03．5大差 462．5�
23 グリームクィーン 牝3栗 54

52 △小林 脩斗柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 444＋122：03．71� 348．9�
59 クレスティア 牝3鹿 54 戸崎 圭太小島 章義氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 572 ―2：10．6大差 50．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，970，600円 複勝： 163，344，300円 枠連： 15，579，100円
馬連： 67，444，400円 馬単： 38，419，000円 ワイド： 67，782，200円
3連複： 111，532，600円 3連単： 142，502，800円 計： 652，575，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（4－7） 200円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 140円 �� 440円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 459706 的中 � 222660（1番人気）
複勝票数 計1633443 的中 � 1082809（1番人気）� 234777（2番人気）� 56484（4番人気）
枠連票数 計 155791 的中 （4－7） 58021（1番人気）
馬連票数 計 674444 的中 �� 232038（1番人気）
馬単票数 計 384190 的中 �� 97071（1番人気）
ワイド票数 計 677822 的中 �� 173456（1番人気）�� 31771（4番人気）�� 20537（7番人気）
3連複票数 計1115326 的中 ��� 81226（3番人気）
3連単票数 計1425028 的中 ��� 50269（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．5―12．8―12．8―13．3―13．0―13．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．1―49．9―1：02．7―1：16．0―1：29．0―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．8
1
3
16－13，1，7（3，14）（6，12）（2，11）8，15（5，9）－（4，10）
16，13－1－7，6，14，12－（2，11）15（8，5）－3＝（10，4）＝9

2
4

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

キープスマイリング �
�
父 Quality Road �

�
母父 Mineshaft デビュー 2022．12．17 中山2着

2020．1．31生 牝3鹿 母 ウィープノーモア 母母 Crosswinds 2戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリームクィーン号・クレスティア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

25日まで平地競走に出走できない。
バーチャミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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 スペロ号

06002 2月25日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

36 カイザーブリッツ 牡3黒鹿 56
55 ☆永野 猛蔵ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 490＋ 21：11．8 6．3�

48 リリージェーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太馬目 時宗氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 420＋ 21：12．01� 2．6�
713 オメガキャプテン 牡3芦 56 菅原 明良原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 458－161：12．63� 8．0�
23 イグニション 牡3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：13．55 37．7�
47 フェルマータ 牡3鹿 56

54 △横山 琉人野嶋 祥二氏 田島 俊明 浦河 杵臼牧場 476＋ 81：13．6クビ 39．1�
816 ダイシンカタナ 牡3鹿 56 松岡 正海大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：14．02� 3．9	
59 シンプルガール 牝3鹿 54 菅原 隆一小川眞査雄氏 小野 次郎 平取 清水牧場 422－ 21：14．1� 419．0

510 コトノサンショ 牡3鹿 56 武士沢友治加藤 興一氏 石栗 龍彦 青森 織笠 時男 478＋101：14．2クビ 442．5�
11 スイートレーヴ 牝3鹿 54 岩部 純二シンボリ牧場 石毛 善彦 新冠 松木 加代 458± 0 〃 クビ 154．4�
815 ゼンリョクダンス 牝3黒鹿54 横山 武史内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 若林 順一 434－ 41：14．62� 5．8
612 スマイルスライヴ 牡3栗 56 津村 明秀松野 真一氏 松山 将樹 新ひだか 野坂牧場 464－ 41：14．91� 49．1�
35 マジックアワー 牡3栗 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 432－101：15．0� 18．6�
24 ホームランダービー 牡3鹿 56 江田 照男三岡 陽氏 的場 均 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456－101：15．74 202．9�
12 アリアロマンティカ 牝3芦 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新ひだか 稲葉牧場 432－ 21：15．8� 151．8�
714 ダルマジュン 牝3栗 54 木幡 育也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 418＋ 81：15．9クビ 193．3�
611 ダイノコクオウ 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹町田 武氏 清水 英克 日高 浜本牧場 520 ―1：16．11� 210．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，367，300円 複勝： 62，075，000円 枠連： 15，622，400円
馬連： 60，904，800円 馬単： 29，155，600円 ワイド： 63，138，700円
3連複： 88，731，500円 3連単： 100，682，200円 計： 464，677，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 140円 � 240円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 770円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 443673 的中 � 56132（4番人気）
複勝票数 計 620750 的中 � 96971（3番人気）� 138971（1番人気）� 53761（5番人気）
枠連票数 計 156224 的中 （3－4） 22794（3番人気）
馬連票数 計 609048 的中 �� 67650（2番人気）
馬単票数 計 291556 的中 �� 11908（6番人気）
ワイド票数 計 631387 的中 �� 55737（3番人気）�� 19793（10番人気）�� 23949（8番人気）
3連複票数 計 887315 的中 ��� 26302（6番人気）
3連単票数 計1006822 的中 ��� 4499（51番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーブリッツ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．9．3 札幌3着

2020．2．15生 牡3黒鹿 母 エルパンドール 母母 オータムブリーズ 7戦1勝 賞金 12，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダルマジュン号・ダイノコクオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

25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。
（非当選馬） 2頭 トップビート号・トーセンサウダージ号

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月25日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ナスノカンゲツ 牡3栗 56 横山 武史�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 506－ 81：56．3 3．6�

815 ステラデルシエロ 牡3鹿 56 T．バシュロ �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476± 01：56．72� 5．7�
（仏）

59 オールアルミュール 牡3栗 56 木幡 巧也林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 516＋ 41：56．8� 45．1�

612 ユイアングレイス 牡3鹿 56 横山 和生由比 泉子氏 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 452－141：57．22� 11．8�
35 フォードテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 日高 沖田牧場 478± 0 〃 クビ 1．9

48 ドラゴンヘッド 牡3芦 56 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：57．41� 23．1�
713 フ ァ ー ト ム 牡3芦 56

54 △原 優介 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 辻 牧場 474－ 61：57．72 123．5�

611 グランフォーブル 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯田 訓大氏 土田 稔 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 B464＋ 2 〃 クビ 84．8

510 キタノクーヴェル 牡3黒鹿56 柴田 大知北所 直人氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 424± 01：57．8クビ 369．7�
11 モンセラット 牝3栃栗54 石川裕紀人大野 富生氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 470－ 21：58．22� 100．7�
23 ア ク ラ シ ア 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 490－ 61：58．52 318．0�
24 アニマルキリシマ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 464± 01：59．02� 618．7�
714� ルージュアマルフィ 牝3鹿 54 三浦 皇成 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 愛 Wood

Farm Stud 484＋122：00．27 31．1�
12 � リマスタリング 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 486－ 6 〃 ハナ 22．7�
47 ヘニーイクシード 牡3栗 56 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 22：00．3� 196．7�
36 グランシャスール 牡3栗 56 内田 博幸 	京都ホースレーシング 奥村 武 新冠 村上 雅規 B476＋ 2 〃 ハナ 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，120，700円 複勝： 144，771，700円 枠連： 16，975，700円
馬連： 64，625，200円 馬単： 37，946，000円 ワイド： 65，322，800円
3連複： 104，999，500円 3連単： 142，580，900円 計： 628，342，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 330円 � 370円 � 1，140円 枠 連（8－8） 1，030円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，640円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 9，020円 3 連 単 ��� 27，130円

票 数

単勝票数 計 511207 的中 � 111973（2番人気）
複勝票数 計1447717 的中 � 125466（2番人気）� 107936（3番人気）� 29782（7番人気）
枠連票数 計 169757 的中 （8－8） 12707（3番人気）
馬連票数 計 646252 的中 �� 39327（4番人気）
馬単票数 計 379460 的中 �� 13481（8番人気）
ワイド票数 計 653228 的中 �� 32506（5番人気）�� 9929（17番人気）�� 9164（19番人気）
3連複票数 計1049995 的中 ��� 8728（27番人気）
3連単票数 計1425809 的中 ��� 3810（80番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．9―13．0―12．9―12．1―12．6―13．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．8―50．8―1：03．7―1：15．8―1：28．4―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．5
1
3

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

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

ナスノカンゲツ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hard Spun デビュー 2022．12．18 中山5着

2020．2．16生 牡3栗 母 フリスコベイ 母母 Frisco Belle 4戦1勝 賞金 9，180，000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） 1頭 ムーランブルー号
（非抽選馬） 1頭 バーンキャット号
※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。

06004 2月25日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

47 サウザンサニー 牡3鹿 56 菊沢 一樹千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 512＋ 21：12．3 13．5�
11 ストリートジャガー 牡3青鹿56 津村 明秀吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 482－ 41：12．61� 5．0�
59 クラウンブラヴォー 牡3鹿 56 木幡 巧也�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 490－ 41：12．91� 15．3�
48 シンデレラスマイル 牝3鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 428－ 41：13．0クビ 17．4�
35 カサブランカキッド 牡3栗 56 横山 武史山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 518± 01：13．21� 2．3�
36 ジ ュ レ ー ヴ 牡3栗 56 三浦 皇成中村 祐子氏 堀内 岳志 日高 山田 政宏 438± 01：13．3� 11．1	
816 ラヴィングメモリー 牝3栗 54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：13．61� 66．6

611 プリヴィエレジェ 牡3青鹿 56

54 △横山 琉人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 468－ 21：14．02� 4．8�
713 アフロビート 牡3鹿 56 杉原 誠人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 448－ 61：14．74 15．4�
815 ニケファルコン 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 41：15．01� 101．6
24 ヒープパラドックス 牡3鹿 56

54 △原 優介藤田 岳彦氏 田村 康仁 新ひだか 山際牧場 436＋20 〃 クビ 43．2�
23 テイエムクリッパー 牡3黒鹿56 武士沢友治竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 川島 正広 458－ 8 〃 ハナ 238．4�
714 キーウオルサム 牡3黒鹿56 丸田 恭介北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 502 ―1：15．1� 205．3�
12 ミサイルビスケッツ 牝3栗 54 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム B412＋ 21：16．05 128．5�
510 コ タ バ ル 牝3青 54

53 ☆秋山 稔樹乙訓 史樹氏 本間 忍 日高 日西牧場 462＋ 21：17．27 515．9�
612 リトルブレイバー 牡3鹿 56 岩部 純二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 462＋ 81：17．41� 450．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，083，100円 複勝： 53，756，100円 枠連： 13，543，400円
馬連： 60，347，600円 馬単： 26，171，700円 ワイド： 59，786，100円
3連複： 92，453，800円 3連単： 104，642，500円 計： 447，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 530円 � 190円 � 450円 枠 連（1－4） 1，620円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 2，360円 �� 870円

3 連 複 ��� 13，990円 3 連 単 ��� 78，530円

票 数

単勝票数 計 370831 的中 � 21942（5番人気）
複勝票数 計 537561 的中 � 22978（8番人気）� 93507（2番人気）� 27947（7番人気）
枠連票数 計 135434 的中 （1－4） 6444（8番人気）
馬連票数 計 603476 的中 �� 11852（16番人気）
馬単票数 計 261717 的中 �� 2357（35番人気）
ワイド票数 計 597861 的中 �� 11469（16番人気）�� 6333（24番人気）�� 18228（11番人気）
3連複票数 計 924538 的中 ��� 4956（47番人気）
3連単票数 計1046425 的中 ��� 966（240番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．7―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．5―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウザンサニー �
�
父 タリスマニック �

�
母父 ワークフォース デビュー 2023．1．5 中山10着

2020．4．13生 牡3鹿 母 メイハンコック 母母 メイビリーヴ 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コタバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月25日まで平地競走に出

走できない。
リトルブレイバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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） 2頭 シュンセツ号・ロワシュペール号
（非抽選馬） 2頭 アグリモニー号・リネンスピリット号



06005 2月25日 曇 良 （5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 5，500，000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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 ルージュイストリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 456＋121：34．7 28．9�
35 ミヤビブレイブ 牝3鹿 54 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 460＋101：34．8� 34．4�
11 セイウンシリウス 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 446－ 81：35．01 5．9�
816 レッドバレンティア 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 442－ 41：35．21� 1．9�
59 クライノート 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 ハナ 8．0�
36 プリマウェイ 牝3鹿 54 内田 博幸新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 458－ 6 〃 アタマ 101．0	
714 フェルドランス 牡3鹿 56 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 470＋121：35．3クビ 6．2

12 オールスイート 牝3鹿 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 小泉牧場 444－ 6 〃 クビ 44．7�
510 ラ ウ ラ ー ナ 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 金石牧場 432＋ 41：35．61� 16．4�
47 ウインシャルマン 牡3栗 56 武藤 雅�ウイン 水野 貴広 日高 いとう牧場 B456＋101：35．92 81．9
713 チャイボーグ 牝3黒鹿54 木幡 育也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 470－ 61：36．11� 367．1�
23 クラウンローゼン 牡3栗 56 木幡 巧也�クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 482＋18 〃 クビ 100．1�
24 レゼルノワール 牝3青鹿54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 辻 哲英 新ひだか 矢野牧場 440－ 21：36．42 11．7�
815 オフェーリア 牝3黒鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 日高 道見牧場 428＋ 61：36．93 526．1�
611 キタノレーニア 牝3芦 54

52 △小林 脩斗北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 414－121：37．64 478．0�

612 ケイティヴィーナス 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 416 ―1：41．3大差 467．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，952，000円 複勝： 76，385，400円 枠連： 16，269，700円
馬連： 71，817，300円 馬単： 34，805，600円 ワイド： 75，750，000円
3連複： 107，083，900円 3連単： 130，004，600円 計： 569，068，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 840円 � 700円 � 240円 枠 連（3－4） 13，900円

馬 連 �� 33，610円 馬 単 �� 65，420円

ワ イ ド �� 8，300円 �� 2，440円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 55，080円 3 連 単 ��� 426，480円

票 数

単勝票数 計 569520 的中 � 15713（7番人気）
複勝票数 計 763854 的中 � 21617（8番人気）� 26193（7番人気）� 99505（2番人気）
枠連票数 計 162697 的中 （3－4） 907（26番人気）
馬連票数 計 718173 的中 �� 1656（45番人気）
馬単票数 計 348056 的中 �� 399（92番人気）
ワイド票数 計 757500 的中 �� 2312（48番人気）�� 8033（26番人気）�� 10566（20番人気）
3連複票数 計1070839 的中 ��� 1458（102番人気）
3連単票数 計1300046 的中 ��� 221（642番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―11．8―12．1―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．0―34．5―46．3―58．4―1：10．5―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ルージュイストリア �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．8．6 新潟11着

2020．2．19生 牝3黒鹿 母 レッドクラウディア 母母 シェアザストーリー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ミヤビブレイブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ケイティヴィーナス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティヴィーナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月25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 アンクルコンシャス号・グラスミラー号

06006 2月25日 曇 良 （5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 5，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

817 ドゥムーラン 牝3鹿 54 横山 和生 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448 ―2：03．4 14．6�
714 アンナジーク 牝3栗 54 大野 拓弥 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 400－ 42：03．71� 15．5�
59 ウインレイアー 牝3黒鹿54 M．デムーロ�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 440－ 8 〃 ハナ 7．0�
611 メテオールライト 牝3青鹿54 菅原 明良 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 アタマ 11．4�
612 リスノワール 牝3青鹿54 石川裕紀人 �社台レースホース村田 一誠 千歳 社台ファーム 456－ 82：03．8� 29．4	
12 モリーダーリン 牝3鹿 54 戸崎 圭太�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 6 〃 ハナ 2．9

11 ショウナンマカロン 牝3黒鹿54 三浦 皇成�湘南 田中 剛 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 42：03．9クビ 24．8�
510 イゾレエオリア 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 ハナ 9．3�
47 ノーブルマルシェ 牝3鹿 54 北村 宏司吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 446－ 22：04．0� 44．3
23 ワ イ ウ ン 牝3鹿 54 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 尾形 和幸 新ひだか チャンピオンズファーム 404 ―2：04．53� 264．9�
24 アドラブリーズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 476－ 42：04．6クビ 15．5�
713 ソワドリヨン 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 42：04．7� 3．9�
36 レジーナローズ 牝3青鹿 54

53 ☆永野 猛蔵永山 勝敏氏 鈴木慎太郎 新ひだか サカイファーム 428－ 42：04．91� 113．3�
816 リ リ カ ル 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 502－ 82：05．11� 226．9�

815 サイモンカリン 牝3芦 54 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 B444－ 4 〃 アタマ 411．2�
35 ケイグンノイッカク 牝3鹿 54

52 △原 優介野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 山際 智 442＋ 4 〃 クビ 436．1�
48 フ ロ ル 牝3鹿 54

52 △横山 琉人大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 ディアレスト
クラブ 400 ―2：05．2クビ 267．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 55，875，500円 複勝： 75，735，800円 枠連： 17，957，400円
馬連： 74，453，800円 馬単： 30，046，700円 ワイド： 76，123，100円
3連複： 113，409，100円 3連単： 112，745，000円 計： 556，346，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 500円 � 380円 � 250円 枠 連（7－8） 2，510円

馬 連 �� 13，000円 馬 単 �� 22，370円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 2，040円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 28，890円 3 連 単 ��� 165，130円

票 数

単勝票数 計 558755 的中 � 30457（6番人気）
複勝票数 計 757358 的中 � 36070（8番人気）� 50480（6番人気）� 90144（3番人気）
枠連票数 計 179574 的中 （7－8） 5529（9番人気）
馬連票数 計 744538 的中 �� 4438（38番人気）
馬単票数 計 300467 的中 �� 1007（68番人気）
ワイド票数 計 761231 的中 �� 4995（41番人気）�� 9622（23番人気）�� 15136（16番人気）
3連複票数 計1134091 的中 ��� 2944（88番人気）
3連単票数 計1127450 的中 ��� 495（483番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．9―49．8―1：02．6―1：15．3―1：27．9―1：39．9―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5
1
3

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

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

ドゥムーラン �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2020．5．5生 牝3鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 1戦1勝 賞金 5，500，000円



06007 2月25日 曇 良 （5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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

67 オメガギネス 牡3栗 56 戸崎 圭太原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494± 01：53．2 6．6�
710 プレミアペガサス 牡3栗 56 T．バシュロ鈴木 剛史氏 田中 博康 新ひだか 小倉 光博 B512＋ 2 〃 クビ 5．8�

（仏）

79 ア レ ク サ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �エクワインレーシング 斎藤 誠 新ひだか 佐藤 鉄也 498＋ 41：54．58 67．1�
44 ジ ャ ス リ ー 牡3鹿 56 菅原 明良越村 洋子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 526－ 61：54．92� 4．1�
68 オ ソ ル ノ 牡3鹿 56 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 安平 追分ファーム 512－ 21：55．0� 9．4�
22 ドライブアローカス 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 5．2	
812 グランデスフィーダ 牡3鹿 56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 522－ 41：55．31� 7．3

55 キープブライトン 牡3黒鹿56 横山 和生髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 468－ 41：55．72� 12．0�
56 サノノエスポ 牝3栗 54 津村 明秀佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 432－ 2 〃 ハナ 16．6�
33 ゴルデールスカー 牡3栗 56 石橋 脩 サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470＋ 8 〃 アタマ 30．9�
811 ピッチパーフェクト 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 8 〃 ハナ 33．7�
11 ゴッドインパルス �3鹿 56 田辺 裕信髙瀬 正志氏 中舘 英二 浦河 大北牧場 470＋ 61：56．55 27．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，326，200円 複勝： 87，438，400円 枠連： 17，830，000円
馬連： 86，146，000円 馬単： 32，089，400円 ワイド： 83，779，200円
3連複： 131，526，400円 3連単： 133，316，100円 計： 630，451，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 230円 � 1，030円 枠 連（6－7） 1，620円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 10，570円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 75，300円 3 連 単 ��� 342，740円

票 数

単勝票数 計 583262 的中 � 69862（4番人気）
複勝票数 計 874384 的中 � 102468（4番人気）� 112146（3番人気）� 17963（12番人気）
枠連票数 計 178300 的中 （6－7） 8507（9番人気）
馬連票数 計 861460 的中 �� 19386（16番人気）
馬単票数 計 320894 的中 �� 4229（26番人気）
ワイド票数 計 837792 的中 �� 20497（16番人気）�� 1996（63番人気）�� 4377（50番人気）
3連複票数 計1315264 的中 ��� 1310（170番人気）
3連単票数 計1333161 的中 ��� 282（912番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．8―12．6―12．4―12．4―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．6―50．2―1：02．6―1：15．0―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガギネス �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．12．24 中山1着

2020．1．28生 牡3栗 母 スタートアップ 母母 アスタラビクトリア 2戦2勝 賞金 14，800，000円
※グランデスフィーダ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

06008 2月25日 曇 良 （5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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 トップオブジェラス 牡4鹿 57 横山 武史嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 530＋181：54．1 3．7�
510� コ ブ ラ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 浦河 大北牧場 484＋ 21：54．73� 24．1�
11 サプライズビュー 牡5鹿 58 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 512＋ 21：55．22� 10．8�
59 ペイシャジュン 牡5栗 58 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 B520± 01：55．52 5．0�
816 キタサンドーシン 牡4青鹿57 T．バシュロ�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 B472＋ 41：55．6� 5．7	

（仏）

611 リバーサルバレット 牡4鹿 57 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 518＋141：55．7� 7．4

48 � ロードレアル 牡4青鹿57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 堀内 岳志 新ひだか ケイアイファーム B462－ 41：56．12� 261．4�
612 ダンディジャック 牡4黒鹿57 三浦 皇成�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 506＋ 21：56．31 33．6�
12 ウッドショック 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510＋161：56．61� 69．9
36 サインオブサクセス 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－10 〃 クビ 27．6�

35 ブラックルパン 牡4鹿 57
54 ▲西塚 洸二田畑 利彦氏 大江原 哲 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 560＋ 61：56．7� 112．2�

23 � ワンダーウォール 牡5栗 58
56 △原 優介 �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 B480＋ 51：56．91	 432．9�
47 フォーチュネイト 
6鹿 58 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B440－ 41：57．53� 73．4�
815 ローズピリオド 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 81：58．24 4．6�
714� ブルベアカイリ 牡6栗 58 内田 博幸�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 518＋ 42：00．7大差 91．3�
713� アイファーエポック 牡4栗 57 北村 宏司中島 稔氏 根本 康広 日高 Wing Farm 476＋132：00．8� 214．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，977，600円 複勝： 83，681，600円 枠連： 22，449，500円
馬連： 91，336，100円 馬単： 33，029，200円 ワイド： 83，797，100円
3連複： 135，234，200円 3連単： 133，423，500円 計： 635，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 620円 � 270円 枠 連（2－5） 840円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 910円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 13，560円 3 連 単 ��� 60，300円

票 数

単勝票数 計 529776 的中 � 114533（1番人気）
複勝票数 計 836816 的中 � 139095（2番人気）� 28987（8番人気）� 79674（5番人気）
枠連票数 計 224495 的中 （2－5） 20604（3番人気）
馬連票数 計 913361 的中 �� 14651（17番人気）
馬単票数 計 330292 的中 �� 3179（29番人気）
ワイド票数 計 837971 的中 �� 10376（22番人気）�� 24500（12番人気）�� 7055（34番人気）
3連複票数 計1352342 的中 ��� 7475（45番人気）
3連単票数 計1334235 的中 ��� 1604（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．8―1：02．8―1：15．6―1：28．7―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トップオブジェラス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Petionville デビュー 2022．4．9 中山4着

2019．3．3生 牡4鹿 母 ジェラスガール 母母 Isla Cozzene 5戦2勝 賞金 16，080，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアカイリ号・アイファーエポック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

3月25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 エスティメート号・サンメディル号
※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。



06009 2月25日 曇 良 （5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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

77 ハ ウ ゼ 牡3鹿 56 T．バシュロ �CHEVAL AT-
TACHE 田中 博康 浦河 辻 牧場 506－ 42：14．2 2．0�

（仏）

66 メイテソーロ 牡3黒鹿56 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 アイズスタッド株式会社 488± 02：14．3� 5．9�

55 ダ ニ ー デ ン 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 508－ 42：14．51� 3．4�
44 インスタキング 牡3栗 56 横山 武史嶋田 賢氏 蛯名 正義 新ひだか 前谷 武志 498－ 22：14．71� 8．4�
33 フラッシングレート 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468－ 22：15．33� 8．3�
88 フェアエールング 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 22：15．4� 25．6	
22 ユイノオトコヤマ 牡3鹿 56 江田 照男由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 452－ 42：15．93 31．7

11 	 ピーストークス 牡3鹿 56 石川裕紀人稲場 澄氏 伊坂 重信 新冠 須崎牧場 438－ 82：19．7大差 145．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 58，035，200円 複勝： 55，493，400円 枠連： 発売なし
馬連： 75，545，600円 馬単： 40，734，400円 ワイド： 62，073，200円
3連複： 105，170，000円 3連単： 213，291，400円 計： 610，343，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 150円 �� 280円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，880円

票 数

単勝票数 計 580352 的中 � 221129（1番人気）
複勝票数 計 554934 的中 � 203429（1番人気）� 65942（3番人気）� 121265（2番人気）
馬連票数 計 755456 的中 �� 99075（2番人気）
馬単票数 計 407344 的中 �� 34271（3番人気）
ワイド票数 計 620732 的中 �� 66451（2番人気）�� 127857（1番人気）�� 46886（5番人気）
3連複票数 計1051700 的中 ��� 175324（1番人気）
3連単票数 計2132914 的中 ��� 82223（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．8―37．4―49．9―1：02．4―1：14．8―1：27．1―1：38．9―1：50．3―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ ゼ �

父 デクラレーションオブウォー �


母父 キングカメハメハ デビュー 2022．9．11 中山10着

2020．3．11生 牡3鹿 母 ハワイアンローズ 母母 サンタローズ 5戦2勝 賞金 18，862，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピーストークス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月25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。

06010 2月25日 曇 良 （5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57�5歳以上58�，牝馬2�減

富里市長賞（1着）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

55 デコラシオン 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム B516＋ 61：47．8 5．0�
11 ボーンディスウェイ 牡4黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 1．9�
78 � ヤマニンガラッシア 牡6青鹿58 菅原 明良土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 452－ 4 〃 アタマ 25．6�
89 � マイネルダグラス 牡5鹿 58 T．バシュロ �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 516－ 41：48．22 17．3�
（仏）

44 グランドライン 牡4青鹿57 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 542＋ 21：48．3	 3．5	
33 ヒットザシーン 牝5黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 21：48．51
 8．2

66 シャーマンズケイブ 牡4鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 534－ 21：48．6クビ 52．0�
810 フィデリオグリーン 牡7鹿 58 原 優介斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 500＋ 41：48．81
 113．9�
77 ヤマニンプレシオサ 牝6黒鹿56 木幡 巧也土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 482± 01：48．9
 133．9
22 サイモンルモンド �6栗 58 永野 猛蔵澤田 昭紀氏 小桧山 悟 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：49．64 290．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 65，934，000円 複勝： 112，873，100円 枠連： 19，323，100円
馬連： 106，768，500円 馬単： 61，053，100円 ワイド： 82，753，900円
3連複： 156，852，400円 3連単： 310，098，000円 計： 915，656，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 110円 � 330円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 230円 �� 870円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 8，110円

票 数

単勝票数 計 659340 的中 � 104969（3番人気）
複勝票数 計1128731 的中 � 90907（4番人気）� 646395（1番人気）� 37144（6番人気）
枠連票数 計 193231 的中 （1－5） 34010（2番人気）
馬連票数 計1067685 的中 �� 186487（2番人気）
馬単票数 計 610531 的中 �� 41628（5番人気）
ワイド票数 計 827539 的中 �� 105678（2番人気）�� 20871（11番人気）�� 58055（5番人気）
3連複票数 計1568524 的中 ��� 69907（7番人気）
3連単票数 計3100980 的中 ��� 27711（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―36．5―48．5―1：00．5―1：12．5―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3

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

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4鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 11戦3勝 賞金 37，994，000円
※サイモンルモンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06011 2月25日 曇 良 （5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，58�，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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

24 ジ ネ ス ト ラ 牝5鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 41：33．2 2．0�
59 フィールシンパシー 牝4鹿 56 横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 442－ 61：33．41� 25．6�
47 ヴィアルークス 牡5鹿 58 T．バシュロ�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 21：33．5クビ 8．2�
（仏）

713 エリオトローピオ 牝4栗 56 菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 21：33．71	 79．7�

510 ソウルトレイン 牡6芦 58 大野 拓弥安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 490－ 2 〃 アタマ 15．1	
36 ル ー カ ス 
8鹿 58 田辺 裕信 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 512－ 2 〃 ハナ 15．0

611 ボ ー デ ン 牡5鹿 58 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－ 61：33．8クビ 8．1�
815 エ ン ペ ザ ー 牡4鹿 58 戸崎 圭太�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 486－ 8 〃 ハナ 9．9�
612 アオイシンゴ 
9芦 58 横山 武史新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 21．6
35 アールバロン 牡5鹿 58 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 506± 01：34．11� 9．3�
11 クロスマジェスティ 牝4鹿 56 武藤 雅辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 468± 01：34．2� 36．2�
12 ル ー ス 牝5栗 56 木幡 巧也山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B486－ 81：34．3� 54．0�
714 トーセンヴァンノ 牡4黒鹿58 永野 猛蔵島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 492± 0 〃 クビ 178．9�
48 リトルクレバー 牡6鹿 58 津村 明秀岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 470－ 41：34．72� 73．5�
816 シ ャ チ 牡6鹿 58 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476＋ 41：34．8� 304．9�
23 トミケンボハテル 牡9芦 58 秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B506＋ 61：35．43� 562．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，688，200円 複勝： 172，941，400円 枠連： 67，353，600円
馬連： 309，060，200円 馬単： 116，041，600円 ワイド： 246，492，100円
3連複： 543，487，600円 3連単： 598，493，400円 計： 2，182，558，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 440円 � 230円 枠 連（2－5） 1，000円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 880円 �� 460円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 26，020円

票 数

単勝票数 計1286882 的中 � 513264（1番人気）
複勝票数 計1729414 的中 � 523118（1番人気）� 71351（9番人気）� 169272（3番人気）
枠連票数 計 673536 的中 （2－5） 51928（4番人気）
馬連票数 計3090602 的中 �� 94993（8番人気）
馬単票数 計1160416 的中 �� 25343（12番人気）
ワイド票数 計2464921 的中 �� 70738（8番人気）�� 147172（2番人気）�� 24487（35番人気）
3連複票数 計5434876 的中 ��� 62839（24番人気）
3連単票数 計5984934 的中 ��� 16675（80番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．6―10．7―11．2―11．9―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．2―45．9―57．1―1：09．0―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ジ ネ ス ト ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．2 新潟4着

2018．2．21生 牝5鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 16戦4勝 賞金 89，083，000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。

06012 2月25日 曇 良 （5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）

牝；負担重量は，56�
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

46 アイヴォリードレス 牝4芦 56 横山 武史 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：11．8 2．6�

58 カ ン ザ シ 牝4芦 56 戸崎 圭太嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 496± 0 〃 クビ 3．5�
45 ハイアムズビーチ 牝4白 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：12．11� 3．1�
22 ロープスピニング 牝4鹿 56

54 △小林 脩斗吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446± 01：12．31 33．3�
57 ノボベルサイユ 牝5青鹿56 菅原 明良矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 480＋141：12．4� 53．5�
11 � ポピュラーソング 牝6黒鹿56 菊沢 一樹酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 中館牧場 444－ 8 〃 アタマ 163．9	
610 アルマセクメト 牝5黒鹿56 津村 明秀コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 21：12．5� 15．1

813 マリーアミノル 牝5栗 56

55 ☆永野 猛蔵吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 416－ 41：12．71� 96．8�
814� サウスジェラート 牝5鹿 56 石川裕紀人�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 476－121：12．8� 10．8�
69 メルテッドハニー 牝6黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 410－ 41：12．9アタマ 172．3
34 ライクアジュエリー 牝6鹿 56 松岡 正海青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B472± 01：13．11� 251．2�
712 プランセスカグヤ 牝4鹿 56 武藤 雅岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：13．31� 56．9�
711 アレクサンドラ 牝4栗 56

54 △原 優介�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム B502－ 41：13．61� 57．8�
33 � ディアナグラン 牝5栗 56

54 △横山 琉人湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B490－ 21：14．23� 68．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 98，479，400円 複勝： 107，484，500円 枠連： 39，248，700円
馬連： 183，879，800円 馬単： 83，726，500円 ワイド： 161，459，900円
3連複： 284，110，200円 3連単： 416，164，700円 計： 1，374，553，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，580円

票 数

単勝票数 計 984794 的中 � 295212（1番人気）
複勝票数 計1074845 的中 � 282138（1番人気）� 191928（3番人気）� 225086（2番人気）
枠連票数 計 392487 的中 （4－5） 110473（1番人気）
馬連票数 計1838798 的中 �� 326023（2番人気）
馬単票数 計 837265 的中 �� 88617（1番人気）
ワイド票数 計1614599 的中 �� 218613（2番人気）�� 236295（1番人気）�� 173810（3番人気）
3連複票数 計2841102 的中 ��� 565305（1番人気）
3連単票数 計4161647 的中 ��� 190329（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．5―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイヴォリードレス �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．2 中山1着

2019．3．22生 牝4芦 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 6戦3勝 賞金 32，654，000円



（5中山2）第1日 2月25日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

199，560，000円
3，020，000円
37，390，000円
1，070，000円
25，020，000円
79，025，000円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
753，809，800円
1，195，980，700円
262，152，600円
1，252，329，300円
563，218，800円
1，128，258，300円
1，974，591，200円
2，537，945，100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 9，668，285，800円

総入場人員 11，361名 （有料入場人員 10，973名）
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