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05013 2月13日 雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

46 レ ガ ー ミ 牝3芦 54 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 494± 01：48．2 4．8�
11 ウインメイフラワー 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 474± 01：49．26 5．8�
813 ミ テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 490－ 21：49．83� 19．9�
22 リアルファンタジア 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B456＋161：50．11� 19．8�
814 バーニングヒート 牝3黒鹿54 横山 和生 �社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：50．73� 2．0	
69 アトラクティッド 牝3鹿 54

51 ▲原 優介山上 和良氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 436± 01：50．91 247．7

610 ダンツキタイ 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 484－ 61：51．0クビ 6．2�
711 ワイドマティーニ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：51．63� 112．0�
57 カルミチャン 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 428± 01：51．71 132．4
34 カナリコッタゲーム 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 61：51．91 180．3�
33 ジ ロ ロ ー ザ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 村下 清志 444－ 21：52．0� 294．0�
45 フジシラユキヒメ 牝3芦 54

51 ▲角田 大和�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 B482＋ 21：52．1� 11．2�
58 タートザッヘ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 41：55．2大差 114．8�

712 ク エ ル チ ア 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 448＋ 21：55．52 272．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，794，800円 複勝： 43，572，400円 枠連： 8，147，200円
馬連： 46，715，900円 馬単： 24，078，100円 ワイド： 44，557，800円
3連複： 77，073，400円 3連単： 97，185，200円 計： 377，124，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 170円 � 520円 枠 連（1－4） 710円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，390円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 29，660円

票 数

単勝票数 計 357948 的中 � 59051（2番人気）
複勝票数 計 435724 的中 � 91766（2番人気）� 72967（3番人気）� 15187（7番人気）
枠連票数 計 81472 的中 （1－4） 8798（4番人気）
馬連票数 計 467159 的中 �� 35683（4番人気）
馬単票数 計 240781 的中 �� 8095（9番人気）
ワイド票数 計 445578 的中 �� 37453（3番人気）�� 7687（15番人気）�� 7211（17番人気）
3連複票数 計 770734 的中 ��� 9658（19番人気）
3連単票数 計 971852 的中 ��� 2375（89番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―13．0―12．5―12．5―12．8―13．2―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．1―43．1―55．6―1：08．1―1：20．9―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．1
1
3
2，6（5，11）1（8，14）－（10，9）（7，13）12，3－4・（2，6）5（1，14）13，11（9，10）7，4－（8，3）－12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レ ガ ー ミ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Galileo デビュー 2021．8．15 小倉5着

2019．5．5生 牝3芦 母 アクアシャンデリア 母母 Showdown 5戦1勝 賞金 8，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タートザッヘ号・クエルチア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日ま

で平地競走に出走できない。

05014 2月13日 雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

35 エスオーライアン 牡3鹿 56 富田 暁岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 450＋ 21：09．9 4．2�
816 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿56 松若 風馬土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 500± 01：10．0� 8．3�
817 ピースキーパー 牝3栗 54 藤岡 佑介 �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－ 21：10．32 5．1�
611 ゲンパチレオニダス 牡3黒鹿56 荻野 極平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 484＋ 81：10．4� 3．0�
714 メイショウアルル 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 406－ 21：10．5� 88．8	
715 ダ グ ザ �3鹿 56 横山 和生 
キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：10．6� 16．4�
713 ニホンピロオーサー �3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 408＋ 81：10．7� 216．2�
818 グ ン タ ー 牡3栗 56 菱田 裕二門野 重雄氏 池添 兼雄 浦河 王蔵牧場 468－ 2 〃 クビ 11．6
612 キタサンユーダイ 牡3鹿 56 吉田 隼人
大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 61：10．8クビ 10．9�
48 オーケークィーン 牝3栗 54 川須 栄彦小野 建氏 奥村 豊 新ひだか 畠山牧場 446－10 〃 クビ 34．5�
510 メイショウコマヒメ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 400－ 61：11．0� 123．3�
12 ヴァンクールシチー 牡3黒鹿56 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 426＋121：11．1� 27．5�
23 ライヴトパーズ 牝3鹿 54 丹内 祐次澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 408＋ 4 〃 クビ 39．4�
47 ア ン ド レ ア 牝3青鹿54 川又 賢治
高橋ファーム 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 442－101：11．73� 249．6�
11 ナッシングマターズ 牡3芦 56 加藤 祥太琴浦 諒氏 杉山 佳明 日高 シンボリ牧場 B482± 0 〃 クビ 457．8�
59 マ ハ ロ マ ヤ 牝3青鹿 54

51 ▲松本 大輝友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 426－ 61：11．8クビ 199．9�
36 インヘリテッドラヴ 牝3黒鹿54 原田 和真岡田 牧雄氏 和田 雄二 新ひだか 佐藤 鉄也 420－101：12．22� 483．1�
24 ステラグローリア 牡3栗 56 杉原 誠人平川 浩之氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 81：12．41� 387．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，792，500円 複勝： 45，311，300円 枠連： 15，609，500円
馬連： 52，137，400円 馬単： 21，368，600円 ワイド： 52，095，100円
3連複： 88，302，300円 3連単： 84，160，200円 計： 391，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 220円 � 170円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 860円 �� 600円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 327925 的中 � 62279（2番人気）
複勝票数 計 453113 的中 � 65993（3番人気）� 47459（4番人気）� 77573（2番人気）
枠連票数 計 156095 的中 （3－8） 15578（4番人気）
馬連票数 計 521374 的中 �� 15720（11番人気）
馬単票数 計 213686 的中 �� 3416（19番人気）
ワイド票数 計 520951 的中 �� 15141（12番人気）�� 22439（5番人気）�� 23854（3番人気）
3連複票数 計 883023 的中 ��� 14837（12番人気）
3連単票数 計 841602 的中 ��� 2269（84番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．7―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―45．9―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 15，16（7，11，18）14（3，12）（2，8，13）（9，10）17（1，5）－6－4 4 ・（15，16）18（7，11，14）12（3，13，17）（2，8）（10，5）9，1－6－4

勝馬の
紹 介

エスオーライアン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．6．27 札幌4着

2019．5．9生 牡3鹿 母 アルーリングアイズ 母母 アルーリングアクト 6戦1勝 賞金 7，590，000円
※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 アラッキーフェイス号

第２回 小倉競馬 第２日



05015 2月13日 雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第3競走 ��1，700�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 5，200，000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

88 パーティーベル 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458± 01：48．3 2．2�
44 スリードゥラメンテ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真永井商事� 南井 克巳 むかわ 市川牧場 462－ 61：49．68 11．7�
22 クロスオブゴールド 牡3栗 56

53 ▲角田 大和下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 436± 0 〃 クビ 17．4�
66 フィリップスベア 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝吉田 和美氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 ハナ 4．4�
55 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 480－ 21：50．13 9．0�
11 ス ク ナ 牡3鹿 56 菅原 明良鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 上野 正恵 462－ 81：50．52� 3．6	
33 スナークユウマ 牡3栗 56 富田 暁杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 488－ 41：51．13� 66．7

77 ベルウッドメルシー 牡3鹿 56

53 ▲原 優介鈴木 照雄氏 辻 哲英 浦河 市川フアーム 516－141：51．73� 23．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 27，845，000円 複勝： 31，972，800円 枠連： 発売なし
馬連： 31，540，000円 馬単： 19，339，300円 ワイド： 28，070，200円
3連複： 43，488，700円 3連単： 99，131，700円 計： 281，387，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 230円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 510円 �� 570円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 278450 的中 � 98619（1番人気）
複勝票数 計 319728 的中 � 170549（1番人気）� 18815（6番人気）� 19436（5番人気）
馬連票数 計 315400 的中 �� 24213（4番人気）
馬単票数 計 193393 的中 �� 9699（6番人気）
ワイド票数 計 280702 的中 �� 14675（6番人気）�� 12862（7番人気）�� 4259（16番人気）
3連複票数 計 434887 的中 ��� 8920（13番人気）
3連単票数 計 991317 的中 ��� 6251（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．9―31．6―45．0―57．7―1：09．5―1：22．0―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パーティーベル �

父 ハービンジャー �


母父 デュランダル デビュー 2021．10．23 阪神2着

2019．5．6生 牡3鹿 母 パーティードレス 母母 グロンシャール 5戦1勝 賞金 10，520，000円

05016 2月13日 小雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20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

33 ゼノヴァース 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 466－ 43：12．6 2．6�

11 オメガエリタージュ �5青鹿60 高田 潤原 �子氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 440－ 23：14．08 31．0�
67 ハ デ ィ ア 牡5鹿 60 伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 472± 03：14．53 4．6�
66 エールヴィオレ 牝5栗 58 白浜 雄造佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 アタマ 25．8�
810 ディープサドラーズ �6鹿 60 草野 太郎廣崎利洋HD� 久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 63：14．71� 147．0	
811 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 520＋ 83：14．8� 11．6

79 トモノコテツ 牡7鹿 60 難波 剛健共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 B488＋123：15．32� 94．1�
55 ローレリスト 牡5鹿 60 石神 深一多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474＋ 23：15．4� 3．7�
22 アプルーヴァル 牡7鹿 60 北沢 伸也近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 18．0
78 クリノラピッド 牝4黒鹿57 蓑島 靖典栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 450－ 43：17．010 147．1�
44 マリスドランジュ 牝5黒鹿58 中村 将之�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 452± 0 （競走中止） 6．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，000，800円 複勝： 22，007，700円 枠連： 5，444，200円
馬連： 26，426，600円 馬単： 14，414，800円 ワイド： 25，685，500円
3連複： 51，918，100円 3連単： 69，742，600円 計： 234，640，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 450円 � 160円 枠 連（1－3） 5，610円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 330円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 190008 的中 � 57157（1番人気）
複勝票数 計 220077 的中 � 49940（1番人気）� 8669（8番人気）� 38340（3番人気）
枠連票数 計 54442 的中 （1－3） 751（18番人気）
馬連票数 計 264266 的中 �� 4271（19番人気）
馬単票数 計 144148 的中 �� 1905（24番人気）
ワイド票数 計 256855 的中 �� 4228（20番人気）�� 22467（3番人気）�� 4790（18番人気）
3連複票数 計 519181 的中 ��� 7587（21番人気）
3連単票数 計 697426 的中 ��� 2328（83番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 53．1－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡5鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔競走中止〕 マリスドランジュ号は，1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〕 クリノラピッド号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



05017 2月13日 小雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10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

810 エーデルブルーメ 牝3鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466－ 42：03．0 2．8�
78 メイショウブレゲ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 464＋ 42：03．42� 4．6�
66 レッドファーロ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 510± 02：03．93� 5．9�
67 グッドヴィンテージ 牡3鹿 56 菱田 裕二平田 修氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 492－102：04．0クビ 3．5�
79 マイネルクリソーラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 2 〃 クビ 28．8	
44 エンドウノハナ 牡3栗 56

53 ▲角田 大和瀬谷 
雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 82：04．2� 9．6�

11 ララアンセストラル 牡3栗 56 浜中 俊フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468± 02：04．52 21．6�
（法942）

55 カガギムレット 牡3鹿 56
53 ▲原 優介香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 430± 02：04．81� 87．4

33 サンライズルーチェ 牡3黒鹿56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 518－ 22：04．9� 44．0�
22 カスターニャルーナ 牝3栗 54 富田 暁吉田 安惠氏 武 英智 安平 追分ファーム 450± 02：06．9大差 142．2�
811 クレスコキャニオン �3鹿 56 柴山 雄一堀川 三郎氏 藤沢 則雄 浦河 グランデファーム 492－ 42：09．7大差 196．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，327，900円 複勝： 45，232，000円 枠連： 7，858，600円
馬連： 42，070，600円 馬単： 20，555，700円 ワイド： 42，182，800円
3連複： 66，030，500円 3連単： 89，778，500円 計： 348，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 210円 �� 300円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 343279 的中 � 96867（1番人気）
複勝票数 計 452320 的中 � 112431（1番人気）� 85619（2番人気）� 64211（4番人気）
枠連票数 計 78586 的中 （7－8） 15878（2番人気）
馬連票数 計 420706 的中 �� 54008（2番人気）
馬単票数 計 205557 的中 �� 15318（1番人気）
ワイド票数 計 421828 的中 �� 56350（1番人気）�� 35198（3番人気）�� 21865（7番人気）
3連複票数 計 660305 的中 ��� 43010（3番人気）
3連単票数 計 897785 的中 ��� 15228（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．6―49．7―1：02．4―1：14．9―1：27．2―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エーデルブルーメ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．2 中京6着

2019．5．26生 牝3鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレスコキャニオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地

競走に出走できない。

05018 2月13日 小雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

612 バトーデュシエル 牝5鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B484± 01：09．3 2．7�
48 � ベ ン ガ ン 牡5芦 57 菅原 明良小林 薫氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460± 01：09．51� 53．4�
35 � ホウオウエンジェル 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 61：09．6� 22．2�
36 バイシクルキック 牡4鹿 57 原田 和真�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 81：09．7� 245．9�
23 ピュリフィアン 牝5鹿 55

52 ▲松本 大輝野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 414－ 21：09．8クビ 93．2�
510 セイラブミー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 476＋ 8 〃 クビ 40．4

11 � メイショウイジゲン 牡4芦 57 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 446－ 2 〃 アタマ 17．3�
24 トーカイキング 牡4栗 57 富田 暁田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 484＋ 81：09．9� 7．1�
59 � ゴスホーククレスト 牡4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B510－ 21：10．11� 5．5
713 スマートルミエール 牡5鹿 57 川又 賢治大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B460－ 61：10．31� 10．8�
12 � 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 408＋ 21：10．4� 56．3�

818 ミエノベルル 牡4鹿 57 古川 吉洋里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 8 〃 アタマ 24．9�
817 マイネルホイッスル 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 6 〃 アタマ 13．4�
714 ノックトゥワイス �4栗 57 藤岡 佑介飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 01：10．5クビ 22．7�
47 エイボンクリフ 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 クビ 228．7�
715 ラマルセイエーズ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 486－ 41：10．71 326．1�
611 ニホンピロジャック 牡4黒鹿57 吉田 隼人小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 474＋181：10．8� 9．9�
816 エ イ リ ア ス �5鹿 57 松若 風馬 	サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：10．9クビ 42．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，881，900円 複勝： 43，351，700円 枠連： 12，922，300円
馬連： 49，562，500円 馬単： 19，519，000円 ワイド： 54，633，300円
3連複： 97，574，500円 3連単： 83，619，300円 計： 393，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，200円 � 430円 枠 連（4－6） 6，870円

馬 連 �� 10，900円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 920円 �� 10，950円

3 連 複 ��� 54，160円 3 連 単 ��� 183，700円

票 数

単勝票数 計 318819 的中 � 94341（1番人気）
複勝票数 計 433517 的中 � 108030（1番人気）� 7028（15番人気）� 22268（8番人気）
枠連票数 計 129223 的中 （4－6） 1456（25番人気）
馬連票数 計 495625 的中 �� 3523（39番人気）
馬単票数 計 195190 的中 �� 964（51番人気）
ワイド票数 計 546333 的中 �� 3564（47番人気）�� 16032（6番人気）�� 1248（90番人気）
3連複票数 計 975745 的中 ��� 1351（171番人気）
3連単票数 計 836193 的中 ��� 330（586番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．2―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．4
3 3（2，5，6）（7，10）（9，11）18（12，13）1，4（8，16）17（15，14） 4 3（2，5）（7，6）10（1，9，12）（11，18）（8，13，4）－16，17（15，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトーデュシエル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 中京2着

2017．1．23生 牝5鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 15戦2勝 賞金 31，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジャストザビアンカ号・セイウンエンプレス号・タツリュウオー号・メイショウオニテ号
（非抽選馬） 1頭 シュルルヴァン号



05019 2月13日 小雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

22 エンジェルサークル 牝5黒鹿55 菅原 明良吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B446± 02：01．6 25．8�
713 ウインミニヨン 牝4栗 54 横山 和生�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 420－ 22：01．8� 5．2�
47 エニシノウタ 牝4黒鹿54 富田 暁岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 442＋ 22：01．9� 15．0�
814 ネ グ ロ ー ニ 牝4黒鹿54 川須 栄彦亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 38．5�
611 メイプルリズム 牝4鹿 54 菱田 裕二飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B424± 0 〃 クビ 7．0�
35 フローレスクイーン 牝4鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 田中 克典 安平 追分ファーム 506＋ 22：02．0� 7．9	
23 ヒットザシーン 牝4黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �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 490＋ 62：02．31� 6．8


59 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿54 浜中 俊大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 410－ 8 〃 ハナ 7．5�
712 ガンバンテイン 牝4芦 54

51 ▲松本 大輝 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 474＋142：03．04 25．5
58 � パリスデージー 牝5黒鹿55 古川 吉洋松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 426－ 42：03．2� 28．8�
11 フラワリングナイト 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：03．3� 34．6�
815 レットミーアウト 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：03．61� 17．7�
46 アサケレディ 牝4黒鹿54 吉田 隼人大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 468－ 82：03．92 5．8�
34 ウエスタンエポナ 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 22：04．21� 168．6�
610 ラピスデラビオス 牝4鹿 54 西村 淳也名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 420－ 6 〃 ハナ 22．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，514，400円 複勝： 44，337，600円 枠連： 9，164，300円
馬連： 44，582，600円 馬単： 16，433，000円 ワイド： 49，119，500円
3連複： 83，091，000円 3連単： 80，277，100円 計： 352，519，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 500円 � 200円 � 330円 枠 連（2－7） 1，470円

馬 連 �� 7，970円 馬 単 �� 23，380円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 4，370円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 31，740円 3 連 単 ��� 229，130円

票 数

単勝票数 計 255144 的中 � 7899（11番人気）
複勝票数 計 443376 的中 � 20273（8番人気）� 68213（1番人気）� 34052（7番人気）
枠連票数 計 91643 的中 （2－7） 4809（7番人気）
馬連票数 計 445826 的中 �� 4333（32番人気）
馬単票数 計 164330 的中 �� 527（98番人気）
ワイド票数 計 491195 的中 �� 4369（41番人気）�� 2861（59番人気）�� 8060（20番人気）
3連複票数 計 830910 的中 ��� 1963（124番人気）
3連単票数 計 802771 的中 ��� 254（881番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．2―12．5―12．0―11．8―12．1―12．0―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．6―48．1―1：00．1―1：11．9―1：24．0―1：36．0―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンジェルサークル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．1．29生 牝5黒鹿 母 ツインエンジェルズ 母母 マウンテンエンジェル 19戦2勝 賞金 26，030，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウエスタンエポナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月13日まで平地競走に出走で

きない。

05020 2月13日 小雨 稍重 （4小倉2） 第2日 第8競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走13時40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

46 プラチナムレイアー 牡4芦 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド B494＋14 59．3 6．0�
69 デアリングウーマン 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 432－ 2 59．4クビ 1．8�
11 ユスティニアン 牡4鹿 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 2 59．61� 8．3�
58 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 426＋ 2 〃 クビ 44．2�
813� 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 500－ 4 〃 アタマ 12．0�
22 チ カ リ ヨ ン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 6 59．7� 43．5	
45 フィールドモーリス 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 470± 0 〃 ハナ 13．6

57 ナリタローゼ 牝4青鹿55 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B476± 01：00．01� 12．0�
34 ホーキーポーキー 牝4栗 55 勝浦 正樹�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 466± 0 〃 クビ 57．2
712� モメチョッタ 牝6黒鹿55 杉原 誠人清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 462－ 4 〃 アタマ 139．3�
610� ミューティー 牝5鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 488± 01：00．31� 42．7�
33 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 482＋ 21：00．4� 17．8�

711 セピアノーツ 牝4芦 55 菅原 明良谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 484＋10 〃 アタマ 47．1�
814 カネトシバレンシア 牝4栗 55 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 432－ 41：00．5クビ 50．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，910，800円 複勝： 40，138，100円 枠連： 9，079，000円
馬連： 44，405，100円 馬単： 21，525，000円 ワイド： 48，006，800円
3連複： 75，421，500円 3連単： 87，579，300円 計： 362，065，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 110円 � 190円 枠 連（4－6） 410円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 360円 �� 730円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 359108 的中 � 47257（2番人気）
複勝票数 計 401381 的中 � 42067（3番人気）� 133736（1番人気）� 42679（2番人気）
枠連票数 計 90790 的中 （4－6） 16989（1番人気）
馬連票数 計 444051 的中 �� 41009（2番人気）
馬単票数 計 215250 的中 �� 8495（5番人気）
ワイド票数 計 480068 的中 �� 35447（2番人気）�� 15187（7番人気）�� 41516（1番人気）
3連複票数 計 754215 的中 ��� 31260（1番人気）
3連単票数 計 875793 的中 ��� 6311（11番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．9―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラチナムレイアー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．10．10 京都12着

2018．4．25生 牡4芦 母 スノークラフト 母母 スノースタイル 13戦2勝 賞金 21，760，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウゼッケイ号
（非抽選馬） 2頭 ベルポート号・ミヤコシスター号



05021 2月13日 曇 稍重 （4小倉2） 第2日 第9競走 ��
��2，000�あ す な ろ 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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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
1：56．9
1：56．1

良
良

66 シ ー グ ラ ス 牝3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 412－ 82：03．4 8．5�

88 シホノスペランツァ 牡3青鹿56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋142：03．5� 3．6�
55 ワーフデール 牝3栗 54 横山 和生�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 444－ 42：03．6� 14．4�
77 コナブラック 牡3黒鹿56 西村 淳也 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506± 02：04．02� 11．8�
33 メイショウウネビ 牡3鹿 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462－ 8 〃 � 11．9	
11 タイセイディバイン 牡3鹿 56 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 512± 02：04．2	 3．2

44 エクラノーブル 牝3青 54 菱田 裕二 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 430＋142：05．15 4．0�
22 アランヴェリテ 牡3芦 56 菅原 明良加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 02：09．6大差 15．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 38，687，200円 複勝： 37，943，000円 枠連： 発売なし
馬連： 47，748，900円 馬単： 23，781，800円 ワイド： 41，419，200円
3連複： 66，561，800円 3連単： 115，257，500円 計： 371，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 150円 � 420円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，110円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 25，070円

票 数

単勝票数 計 386872 的中 � 36284（4番人気）
複勝票数 計 379430 的中 � 47263（4番人気）� 80229（2番人気）� 18087（8番人気）
馬連票数 計 477489 的中 �� 29789（5番人気）
馬単票数 計 237818 的中 �� 5969（12番人気）
ワイド票数 計 414192 的中 �� 26518（4番人気）�� 9231（18番人気）�� 9269（17番人気）
3連複票数 計 665618 的中 ��� 10404（22番人気）
3連単票数 計1152575 的中 ��� 3332（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．8―50．3―1：03．0―1：14．8―1：26．6―1：38．5―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ー グ ラ ス 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．4．26生 牝3鹿 母 マイネプレセア 母母 コスモキララ 6戦2勝 賞金 17，782，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アランヴェリテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地競走

に出走できない。

05022 2月13日 曇 稍重 （4小倉2） 第2日 第10競走 1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

812 ソニックベガ 牝5黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 464－ 41：49．3 9．9�
710 シャイニングフジ 牝4鹿 54 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 490± 01：49．51 5．2�
68 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿54 古川 吉洋大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 アタマ 43．5�
813 タニノヨセミテ 牝5鹿 55 横山 和生谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 424± 0 〃 クビ 7．3�
44 フィアスプライド 牝4青鹿54 菅原 明良ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 61：49．71� 3．3�
33 シーニックウェイ 牝4鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 6 〃 クビ 4．6	
22 ペドラフォルカ 牝4鹿 54 吉田 隼人下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 462± 01：49．8クビ 21．7

57 � カ サ ー レ 牝7青鹿55 川又 賢治飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 452＋ 81：50．01 72．3�
56 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 松若 風馬矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 454＋ 41：50．21� 23．4�
45 ル ー ス 牝4栗 54 丹内 祐次山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 494＋ 2 〃 クビ 10．3
69 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 484＋101：50．3� 106．7�
711 ナ ギ サ 牝4鹿 54 泉谷 楓真本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 484± 01：50．5� 46．3�
11 ジ ャ ル ジ ェ 牝5青 55 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 498－ 41：50．6� 16．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，742，900円 複勝： 54，545，000円 枠連： 14，097，900円
馬連： 72，672，100円 馬単： 29，370，000円 ワイド： 63，488，700円
3連複： 122，963，100円 3連単： 135，005，100円 計： 526，884，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 220円 � 770円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 940円 �� 4，630円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 29，740円 3 連 単 ��� 146，740円

票 数

単勝票数 計 347429 的中 � 28012（5番人気）
複勝票数 計 545450 的中 � 50322（5番人気）� 74712（3番人気）� 15466（10番人気）
枠連票数 計 140979 的中 （7－8） 9720（4番人気）
馬連票数 計 726721 的中 �� 19460（11番人気）
馬単票数 計 293700 的中 �� 3677（25番人気）
ワイド票数 計 634887 的中 �� 18035（10番人気）�� 3449（43番人気）�� 4691（34番人気）
3連複票数 計1229631 的中 ��� 3100（87番人気）
3連単票数 計1350051 的中 ��� 667（423番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．5―48．7―1：00．9―1：12．9―1：24．8―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4
1
3
11－5，7，6（10，12，13）（2，3，4）（1，9）8・（11，5）7（2，6，12）（1，13）（8，10，4）（3，9）

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

勝馬の
紹 介

ソニックベガ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．8．11 小倉4着

2017．4．20生 牝5黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 13戦3勝 賞金 49，396，000円



05023 2月13日 曇 稍重 （4小倉2） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1
着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

北九州市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

714 ビオグラフィー 牝5鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 488－ 61：08．7 10．7�
47 	 デトロイトテソーロ 牝5黒鹿54 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 470＋ 6 〃 クビ 14．3�

36 マイネルジェロディ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470± 0 〃 アタマ 4．7�

611 ヴェントヴォーチェ 牡5鹿 56 吉田 隼人エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518＋ 61：08．8クビ 8．2�
510 ビ リ ー バ ー 牝7黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464＋ 41：08．91 106．7	
816 ラヴィングアンサー 牡8鹿 59 勝浦 正樹江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 504－ 81：09．0
 16．7

59 アスコルターレ 牡4黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：09．1クビ 15．7�
817 ボンボヤージ 牝5鹿 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 450＋ 61：09．2� 24．9�
24 ロードアクア 牡6鹿 57 亀田 温心 �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 476－ 6 〃 クビ 69．5
35 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 510＋ 2 〃 ハナ 7．3�
11 カイザーメランジェ 牡7鹿 58 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 490－ 6 〃 ハナ 105．6�
713 メイショウケイメイ 牝6鹿 54 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 444＋101：09．3クビ 58．7�
612 メイショウミモザ 牝5芦 54 田中 健松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B456± 0 〃 アタマ 7．5�
48 ショウナンバビアナ 牝6青鹿54 松本 大輝国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 B472－ 2 〃 クビ 194．9�
715 ダイメイフジ 牡8鹿 58 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 536＋ 41：09．5
 39．5�
23 ロードベイリーフ 牡5黒鹿56 横山 和生 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 498＋ 61：09．71� 20．2�
818 ローレルアイリス 牝5鹿 54 川又 賢治 �ローレルレーシング 杉山 佳明 新冠 新冠橋本牧場 442－ 4 〃 クビ 13．5�
12 ス テ ィ ク ス 牝4鹿 54 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：10．87 8．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 87，684，200円 複勝： 121，857，800円 枠連： 66，224，800円
馬連： 262，372，800円 馬単： 86，712，300円 ワイド： 197，609，100円
3連複： 512，647，500円 3連単： 481，937，000円 計： 1，817，045，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 340円 � 430円 � 180円 枠 連（4－7） 5，120円

馬 連 �� 9，600円 馬 単 �� 18，280円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，280円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 13，630円 3 連 単 ��� 100，250円

票 数

単勝票数 計 876842 的中 � 65337（6番人気）
複勝票数 計1218578 的中 � 86467（6番人気）� 64074（10番人気）� 221428（1番人気）
枠連票数 計 662248 的中 （4－7） 10006（27番人気）
馬連票数 計2623728 的中 �� 21165（45番人気）
馬単票数 計 867123 的中 �� 3557（85番人気）
ワイド票数 計1976091 的中 �� 15364（50番人気）�� 39991（9番人気）�� 46294（6番人気）
3連複票数 計5126475 的中 ��� 28191（35番人気）
3連単票数 計4819370 的中 ��� 3485（316番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．1
3 7（2，14）（6，17）（1，11，18）（3，4，12）（8，15）（10，5，16）13，9 4 7（3，1，2，14）17，6（4，11，18）12（10，8）15（5，16）13，9

勝馬の
紹 介

ビオグラフィー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．14 中京12着

2017．4．9生 牝5鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 16戦5勝 賞金 75，799，000円
〔制裁〕 ボンボヤージ号の騎手川須栄彦は，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・18

番・12番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アスタールビー号・コロラトゥーレ号・ジョーアラビカ号・ダノンチェイサー号・ビッククインバイオ号・

モントライゼ号・リンゴアメ号・レシプロケイト号・ロードエース号

05024 2月13日 曇 稍重 （4小倉2） 第2日 第12競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走16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
1：40．9
1：40．9

重
重

47 シゲルバクハツ 牡4栗 56
53 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：46．5 3．2�

22 ハイエストポイント 牡4青鹿56 菅原 明良�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－101：47．14 3．6�

11 マンインザミラー 牡4鹿 56 浜中 俊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 81：47．31� 5．4�
611 ディーエスボンバー 牡4黒鹿56 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496＋ 61：47．4クビ 37．8�
712� レッドレジェーラ �4黒鹿56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474－181：48．14 19．2�
610 ロードトランス 牡4鹿 56 富田 暁 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 6 〃 クビ 7．4	
23 � ジョブックルーチェ 牝4黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 478－ 8 〃 アタマ 140．0

58 マイネルエンカント 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 462－10 〃 ハナ 133．8�
34 � シングンジョーイ 牡4鹿 56

53 ▲小林 凌大伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B454＋ 61：48．2� 78．0�
815 シフクユウヒ 牡5栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 536－ 41：48．4	 14．6
814� フ ロ イ ン グ 牡4鹿 56 川又 賢治宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 464－ 4 〃 クビ 121．1�
46 � キットサクラサク 牡5栗 57

56 ☆秋山 稔樹塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B482± 01：48．5クビ 9．3�
35 タイセイポジション 牡4栗 56

53 ▲松本 大輝田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 504＋ 2 〃 アタマ 44．5�
713
 スカイナイル 牝4芦 54

53 ☆亀田 温心 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya
Yoshida B488＋221：48．6� 35．1�

59 � ノーブルパレス 牡4鹿 56 的場 勇人吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 新冠 新冠伊藤牧場 460± 01：51．0大差 113．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 60，375，400円 複勝： 66，423，600円 枠連： 24，127，400円
馬連： 104，476，800円 馬単： 40，426，700円 ワイド： 89，790，300円
3連複： 171，340，600円 3連単： 191，001，600円 計： 747，962，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（2－4） 570円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 603754 的中 � 150578（1番人気）
複勝票数 計 664236 的中 � 159982（1番人気）� 124948（2番人気）� 85330（3番人気）
枠連票数 計 241274 的中 （2－4） 32719（1番人気）
馬連票数 計1044768 的中 �� 119460（1番人気）
馬単票数 計 404267 的中 �� 23951（1番人気）
ワイド票数 計 897903 的中 �� 79690（1番人気）�� 54863（2番人気）�� 47584（4番人気）
3連複票数 計1713406 的中 ��� 88493（1番人気）
3連単票数 計1910016 的中 ��� 24784（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．1―12．8―12．3―12．4―12．6―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．2―43．0―55．3―1：07．7―1：20．3―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―3F38．8
1
3
13－（1，6）（2，9）4，3－10（8，11）7（5，15）－12－14・（13，1）（2，6，11）（4，3）10（9，8）（7，15）5，12－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルバクハツ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．11．8 東京10着

2018．6．13生 牡4栗 母 アフロディシアス 母母 パワーオブラブ 13戦2勝 賞金 26，360，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4小倉2）第2日 2月13日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

205，410，000円
3，020，000円
22，740，000円
1，280，000円
25，280，000円
70，737，000円
5，131，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
464，557，800円
596，693，000円
172，675，200円
824，711，300円
337，524，300円
736，658，300円
1，456，413，000円
1，614，675，100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 6，203，908，000円

総入場人員 2，681名 （有料入場人員 1，781名）
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