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05025 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

59 サンレブンワース 牡3鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社
ケイズ 518＋ 41：49．0 7．2�

714 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト
クラブ B448＋ 21：49．74 78．8�

815 テーオークレール 牡3鹿 56 西村 淳也小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 21：49．91� 5．7�
611 リュッカクローナ 牡3鹿 56 富田 暁西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 462＋ 41：50．64 8．4�
816 フジフォンテ 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：50．91� 16．4�
12 シックザイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和ディアレストクラブ� 角田 晃一 浦河 ディアレスト
クラブ 460－ 4 〃 クビ 9．7	

612 ワンダーウィルク 牡3芦 56 吉田 隼人山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 504＋121：51．21� 3．4

47 タロファイター 牡3鹿 56 斎藤 新髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 454－ 41：51．41� 73．4�
35 マルトドラゴン �3鹿 56

55 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 468－10 〃 ハナ 11．0�
24 イーサンカレラ 牡3鹿 56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 448－ 4 〃 アタマ 24．9
510 サフランブライト 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 494－ 41：51．61 87．8�
11 ワイワイウォリアー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子山田 泰司氏 田中 清隆 むかわ 宇南山牧場 466－ 21：51．7� 153．6�
48 パフオブウインド 牡3栗 56

53 ▲原 優介西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 476－ 41：52．01� 6．5�
23 ベガスバケーション 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 446＋ 81：52．1� 27．1�
713 ル ミ ラ イ ズ 牡3青鹿 56

52 ★永島まなみ吉岡 輝美氏 本田 優 浦河 市正牧場 472＋ 41：53．37 216．6�
36 ジュウセンシャ 牡3鹿 56 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 日高 アイズスタッド株式会社 524－ 21：53．4� 360．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，211，600円 複勝： 43，723，600円 枠連： 10，902，900円
馬連： 43，653，300円 馬単： 18，126，100円 ワイド： 47，387，300円
3連複： 77，214，000円 3連単： 67，966，200円 計： 334，185，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 1，720円 � 200円 枠 連（5－7） 11，200円

馬 連 �� 29，830円 馬 単 �� 50，350円

ワ イ ド �� 6，720円 �� 770円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 52，980円 3 連 単 ��� 232，430円

票 数

単勝票数 計 252116 的中 � 27839（4番人気）
複勝票数 計 437236 的中 � 52439（4番人気）� 5071（11番人気）� 66464（2番人気）
枠連票数 計 109029 的中 （5－7） 754（26番人気）
馬連票数 計 436533 的中 �� 1134（52番人気）
馬単票数 計 181261 的中 �� 270（97番人気）
ワイド票数 計 473873 的中 �� 1762（51番人気）�� 16905（5番人気）�� 1774（49番人気）
3連複票数 計 772140 的中 ��� 1093（120番人気）
3連単票数 計 679662 的中 ��� 212（617番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．5―44．1―57．5―1：09．9―1：22．6―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．1
1
3
5，15（4，11）（3，10）（8，14）16（7，2，9）－（1，13，12）＝6・（5，15，9）12，11（8，14，3）16（4，2）10－（7，13）1，6

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

勝馬の
紹 介

サンレブンワース �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．30 阪神7着

2019．4．7生 牡3鹿 母 ネ ビ ュ ラ 母母 スプリングレイン 5戦1勝 賞金 8，080，000円
〔騎手変更〕 サフランブライト号の騎手西谷凜は，病気のため松本大輝に変更。
〔制裁〕 サフランブライト号に騎乗予定の騎手西谷凜は，体重調整が出来ず，騎手変更となったことについて令和4年3月5日から

令和4年4月3日まで騎乗停止。
〔3走成績による出走制限〕 ワイワイウォリアー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競走に出走で

きない。

05026 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：06．0
1：06．0

良
良

510 ニホンピロポート 牝3鹿 54 吉田 隼人小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 434－ 21：10．5 10．1�
48 イ ラ ー レ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440± 0 〃 アタマ 4．3�

713 オウケンミッキー 牝3鹿 54 小崎 綾也福井 明氏 牧浦 充徳 浦河 辻 牧場 450－ 41：10．6� 53．6�
714 ソングフォーユー 牝3鹿 54 西村 淳也三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B440－ 2 〃 アタマ 6．4�
12 ディージェーサン 牝3黒鹿54 丹内 祐次ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 オカモトファーム 416－ 61：10．7� 5．9�
816 グラストンベリー 牝3鹿 54 斎藤 新 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 424－ 61：10．8クビ 13．6	
612 ウインクルシャープ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 462＋ 41：11．01� 6．0

715 ルナエルモッサ 牝3栗 54 岩田 康誠岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 420－10 〃 ハナ 14．7�
24 ウ ム ラ ウ ト 牝3青鹿54 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 380± 0 〃 アタマ 43．8�
611 アンジーニョ 牝3鹿 54 �島 克駿 シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 416－ 6 〃 ハナ 19．5�
11 ミ キ ネ ス 牝3青鹿54 浜中 俊三嶋牧場 長谷川浩大 浦河 岡本牧場 458＋ 2 〃 クビ 8．5�
47 グッドフィーリング 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝ターフ・スポート新谷 功一 浦河 中島牧場 468－ 2 〃 アタマ 240．7�
36 プリムスフィーリア 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 446＋181：11．31� 300．9�
818 グ ア ナ バ ラ 牝3鹿 54 富田 暁ゴドルフィン 新谷 功一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－12 〃 クビ 65．0�
23 カ ラ ウ ヌ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋ 41：11．4� 28．0�

817 スナークステージ 牝3芦 54 田中 健杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 412－ 21：11．82� 186．1�
59 ト ゥ ワ イ ス 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子�野 智博氏 田中 剛 新冠 イワミ牧場 386－ 81：11．9� 129．9�
35 ゼットシャルマン 牝3栗 54 古川 吉洋フォーレスト 川村 禎彦 新ひだか 嶋田牧場 456 ―1：12．75 89．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，992，800円 複勝： 45，798，100円 枠連： 11，804，600円
馬連： 41，659，900円 馬単： 16，844，600円 ワイド： 45，861，800円
3連複： 81，241，900円 3連単： 62，684，200円 計： 333，887，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 310円 � 200円 � 1，150円 枠 連（4－5） 3，170円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 9，900円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 66，810円 3 連 単 ��� 360，680円

票 数

単勝票数 計 279928 的中 � 22020（6番人気）
複勝票数 計 457981 的中 � 38778（6番人気）� 73197（1番人気）� 8385（12番人気）
枠連票数 計 118046 的中 （4－5） 2883（17番人気）
馬連票数 計 416599 的中 �� 10583（9番人気）
馬単票数 計 168446 的中 �� 1785（23番人気）
ワイド票数 計 458618 的中 �� 12261（9番人気）�� 1164（70番人気）�� 2446（46番人気）
3連複票数 計 812419 的中 ��� 912（173番人気）
3連単票数 計 626842 的中 ��� 126（905番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―11．6―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロポート �
�
父 ザファクター �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2021．7．4 小倉9着

2019．5．7生 牝3鹿 母 ニホンピロシェリー 母母 ニホンピロステージ 7戦1勝 賞金 8，050，000円
〔騎手変更〕 スナークステージ号の騎手西谷凜は，病気のため田中健に変更。

第２回 小倉競馬 第３日



05027 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3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 5，200，000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
56．8
56．8

重
重

57 イスラアネーロ 牡3栗 56 岩田 康誠堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 59．7 1．6�
712 ド リ ー ム 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ阿部東亜子氏 高橋 康之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 446－101：00．76 81．3�

33 ワンダークレイモア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 482＋ 4 〃 アタマ 4．4�
46 ジダイノチョウジ 牡3芦 56

53 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 510＋ 41：00．91� 9．2�
58 ロサロッサーナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B496－ 81：01．11� 5．6�
22 セイキングダム 牡3黒鹿56 斎藤 新金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 462－ 41：01．3� 62．3�
11 ド キ 牡3栗 56 西村 淳也中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 462＋ 61：01．4� 52．7	
45 エピックウォリアー 牡3鹿 56 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 434－ 61：01．61� 60．4

610 スマイルムーン 牝3栗 54 川又 賢治青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 リコーファーム 418－ 4 〃 アタマ 31．1�
711 カフェベラノッテ 牡3栗 56

53 ▲角田 大和西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 456＋ 41：01．7クビ 140．2�
69 バーグチャン 牝3黒鹿54 加藤 祥太戸佐 眞弓氏 杉山 佳明 日高 白瀬 盛雄 418－ 4 〃 アタマ 324．3
814 ハルノトゥーリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介丸山 竜一氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 462－ 6 〃 ハナ 227．1�
813 キリシマコトブキ 牝3青鹿54 古川 吉洋土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 424± 01：02．02 112．4�
34 サンオークレア 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 株式会社 加
藤ステーブル 458＋ 61：04．7大差 395．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，188，900円 複勝： 98，629，400円 枠連： 8，806，700円
馬連： 33，920，400円 馬単： 24，001，300円 ワイド： 34，761，800円
3連複： 61，484，500円 3連単： 92，467，100円 計： 383，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，140円 � 150円 枠 連（5－7） 1，660円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 6，680円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 200円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 33，020円

票 数

単勝票数 計 291889 的中 � 144078（1番人気）
複勝票数 計 986294 的中 � 724025（1番人気）� 4796（11番人気）� 66135（3番人気）
枠連票数 計 88067 的中 （5－7） 4111（6番人気）
馬連票数 計 339204 的中 �� 6061（10番人気）
馬単票数 計 240013 的中 �� 2693（18番人気）
ワイド票数 計 347618 的中 �� 6496（10番人気）�� 58967（1番人気）�� 2191（29番人気）
3連複票数 計 614845 的中 ��� 6883（20番人気）
3連単票数 計 924671 的中 ��� 2030（81番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．3―34．7―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イスラアネーロ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2021．12．5 阪神2着

2019．4．6生 牡3栗 母 エリモフェザー 母母 リトルマーメード 4戦1勝 賞金 12，100，000円
〔騎手変更〕 サンオークレア号の騎手西谷凜は，病気のため秋山稔樹に変更。
〔発走状況〕 ハルノトゥーリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セイキングダム号の騎手斎藤新は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンオークレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月19日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 サンオークレア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月19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。
（非抽選馬） 4頭 アルティマボス号・タガノシリフケ号・フェスティヴメノコ号・ボンボレーロ号

05028 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3日 第4競走 ��2，860�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400万円超過馬は超過額300
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3：06．6良

55 マイサンシャイン 牡6栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 490－ 43：12．4 4．4�
56 � ブラックワンダー �6青鹿60 伴 啓太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 444－123：12．61� 171．7�
811 ショウナンサルヴォ 牡4栗 59 難波 剛健国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 502＋ 43：13．13 6．8�
68 � ペ ガ ー ズ 牡8鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 510＋ 83：14．48 10．0�
33 ワ ー ウ ル フ 牡5黒鹿60 西谷 誠窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 456－ 43：14．6	 2．5�
812 ニューツーリズム �6青鹿60 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 504－123：14．7	 24．5	
44 テイエムグッドマン 牡8鹿 60 高田 潤竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B498± 03：15．23 35．4

79 クライムメジャー 牡8栗 60 植野 貴也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞
湖 レイクヴィラファーム 528－143：16．47 6．2�
710 テイエムチューハイ 牡8黒鹿60 小坂 忠士竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B464± 03：16．82� 28．5
11 メイショウハニー 牝7黒鹿58 中村 将之松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 2 （競走中止） 30．7�
22 ゲインスプレマシー �6鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B492＋ 8 （競走中止） 16．4�
67 マイネルダンク 牡4芦 59 金子 光希 �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 442－ 4 （競走中止） 53．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，593，100円 複勝： 26，262，100円 枠連： 6，328，800円
馬連： 27，856，800円 馬単： 14，029，000円 ワイド： 26，638，400円
3連複： 53，317，400円 3連単： 58，655，100円 計： 231，680，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 3，010円 � 240円 枠 連（5－5） 14，250円

馬 連 �� 27，320円 馬 単 �� 40，940円

ワ イ ド �� 7，840円 �� 430円 �� 9，730円

3 連 複 ��� 47，540円 3 連 単 ��� 312，680円

票 数

単勝票数 計 185931 的中 � 33449（2番人気）
複勝票数 計 262621 的中 � 40555（2番人気）� 1719（12番人気）� 31061（3番人気）
枠連票数 計 63288 的中 （5－5） 344（31番人気）
馬連票数 計 278568 的中 �� 790（50番人気）
馬単票数 計 140290 的中 �� 257（91番人気）
ワイド票数 計 266384 的中 �� 822（52番人気）�� 17854（2番人気）�� 661（58番人気）
3連複票数 計 533174 的中 ��� 841（113番人気）
3連単票数 計 586551 的中 ��� 136（653番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 53．6－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイサンシャイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．7．21 中京4着

2016．2．12生 牡6栗 母 フラッテローザ 母母 フ ァ ー ザ 障害：8戦2勝 賞金 37，900，000円
〔競走中止〕 マイネルダンク号は，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。

メイショウハニー号は，6号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
ゲインスプレマシー号は，6号障害〔竹柵〕で転倒した「メイショウハニー」号に触れた際にバランスをくずしたため，2周目

1コーナーで競走中止。
※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 エコロドリーム号・グランドレグルス号・サトノパシュート号・リッジマン号



05029 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3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3：06．6良

89 バーンスター 牡6鹿 60 黒岩 悠�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 506＋ 23：16．6 6．5�
11 レオアルティメット 牡7栗 60 小野寺祐太�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 550－ 2 〃 クビ 17．7�
44 エイムアンドエンド 牡7鹿 60 伴 啓太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 514＋ 43：17．13 1．6�
22 ルドンカズマ 牡5鹿 60 中村 将之合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 498± 03：18．05 7．1�
55 プレイヤーサムソン �9鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 490＋103：18．85 8．3	
77 アースブレイブ �5青鹿60 大江原 圭松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 454－ 83：19．01 48．3

33 サムライスピアー 牡4栗 59 草野 太郎玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 460＋ 6 〃 クビ 7．3�
88 エフティエトワール 牝4青鹿57 大庭 和弥吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 480－ 43：35．5大差 85．4�
66 クリスタルアゲン 牝4栗 57 蓑島 靖典浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 450± 0 （競走中止） 111．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，308，200円 複勝： 28，055，700円 枠連： 4，887，100円
馬連： 22，723，100円 馬単： 15，852，900円 ワイド： 21，089，700円
3連複： 40，789，200円 3連単： 75，153，300円 計： 226，859，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 290円 � 110円 枠 連（1－8） 4，600円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 950円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 20，030円

票 数

単勝票数 計 183082 的中 � 22237（2番人気）
複勝票数 計 280557 的中 � 26147（4番人気）� 12660（6番人気）� 137402（1番人気）
枠連票数 計 48871 的中 （1－8） 823（16番人気）
馬連票数 計 227231 的中 �� 4390（14番人気）
馬単票数 計 158529 的中 �� 1582（25番人気）
ワイド票数 計 210897 的中 �� 5145（12番人気）�� 20584（4番人気）�� 10789（6番人気）
3連複票数 計 407892 的中 ��� 13843（10番人気）
3連単票数 計 751533 的中 ��� 2720（57番人気）
上り 1マイル 1：53．0 4F 55．8－3F 41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バーンスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．29 阪神8着

2016．4．16生 牡6鹿 母 ヒ シ ア ニ マ 母母 Anima 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 クリスタルアゲン号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 レオアルティメット号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 エフティエトワール号は，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〕 エフティエトワール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月19日まで出走できない。

05030 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3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 5，200，000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

69 ゼンノインヴォーク 牡3鹿 56 富田 暁大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 446＋ 22：04．2 7．0�
710 ミ ア ス テ ラ 牡3栗 56 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 484－ 22：04．3� 10．7�
812 カズプレスト 牡3鹿 56 �島 克駿合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 稲葉牧場 510－ 22：04．4� 4．7�
813 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448－102：04．71� 18．0�
22 ミッキーフローガ 牡3青鹿56 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 アタマ 4．0�
11 コスモゴレアドール 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 428＋202：04．8� 18．1	
56 インブレッドセンス 牡3鹿 56 西村 淳也吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 42：05．22� 12．6

57 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 岩田 康誠井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 462＋ 22：05．41� 4．2�
44 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 426－ 42：05．5クビ 139．2�
45 ウィズザタイムズ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心 グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：05．81� 13．7�
33 トロワスール 牝3鹿 54 斎藤 新GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 414－ 62：06．33 27．3�
68 テイエムライコオ 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 480＋ 22：06．61� 81．4�
711 ステラグローリア 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹平川 浩之氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 82：11．3大差 354．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，519，000円 複勝： 40，472，400円 枠連： 7，949，900円
馬連： 38，798，000円 馬単： 17，843，300円 ワイド： 41，097，300円
3連複： 61，012，000円 3連単： 66，209，500円 計： 301，901，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 320円 � 180円 枠 連（6－7） 3，070円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 710円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 47，060円

票 数

単勝票数 計 285190 的中 � 32257（4番人気）
複勝票数 計 404724 的中 � 42153（4番人気）� 29114（6番人気）� 68553（2番人気）
枠連票数 計 79499 的中 （6－7） 2003（14番人気）
馬連票数 計 387980 的中 �� 6660（21番人気）
馬単票数 計 178433 的中 �� 1864（34番人気）
ワイド票数 計 410973 的中 �� 6234（23番人気）�� 15423（6番人気）�� 10233（13番人気）
3連複票数 計 610120 的中 ��� 5855（26番人気）
3連単票数 計 662095 的中 ��� 1020（163番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―12．7―12．5―12．4―12．1―12．3―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．7―49．4―1：01．9―1：14．3―1：26．4―1：38．7―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゼンノインヴォーク �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．11．28 阪神5着

2019．3．27生 牡3鹿 母 ヴォワルドール 母母 ウインマリアベール 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステラグローリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月19日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ステラグローリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競走に出走でき

ない。
※ステラグローリア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



05031 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：43．8
1：43．8

良
良

12 アインゲーブング 牝4鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 61：51．3 2．7�

815 ラブアンバサダー 牝5鹿 55 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430＋10 〃 クビ 4．1�
816 ヘネラルカレーラ 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 474± 01：51．72� 10．2�
24 ルヴァンノワール 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 434＋ 21：51．91� 4．0�
35 ローズパルファン 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 434－ 21：52．0クビ 10．1�
611� クリノサンシャイン 牝5鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 438－ 4 〃 クビ 223．7	
47 リュウグウヒメ 牝6鹿 55

51 ★永島まなみ深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 462＋ 6 〃 ハナ 18．4

612 セラスチューム 牝4栗 54

51 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 478± 01：52．1� 92．5�
713 ファンタジーアスク 牝4鹿 54 吉田 隼人廣崎利洋HD� 野中 賢二 日高 下河辺牧場 410± 0 〃 アタマ 25．1�
714� ケリアテソーロ 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 446＋ 41：52．2クビ 159．1

59 エ ル メ ー ム 牝5鹿 55
54 ☆秋山 稔樹�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476－ 2 〃 クビ 141．7�
36 アーニングフェイム 牝5黒鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 454－101：52．41� 41．9�

510 シシリエンヌ 牝6青鹿 55
52 ▲松本 大輝手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B510± 01：52．71� 55．1�

48 � ジョブックルーチェ 牝4黒鹿54 斎藤 新�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 476－ 2 〃 ハナ 131．2�
23 ゴールドジャーニー 牝4鹿 54 富田 暁吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 458± 01：53．12� 88．2�
11 クラーロイメル 牝4青鹿 54

53 ☆亀田 温心ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 456＋ 81：53．31� 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，765，100円 複勝： 32，041，500円 枠連： 9，788，100円
馬連： 37，919，800円 馬単： 18，311，000円 ワイド： 37，818，400円
3連複： 62，218，200円 3連単： 71，541，000円 計： 296，403，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（1－8） 420円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 267651 的中 � 76959（1番人気）
複勝票数 計 320415 的中 � 83293（1番人気）� 53221（2番人気）� 28343（5番人気）
枠連票数 計 97881 的中 （1－8） 17686（1番人気）
馬連票数 計 379198 的中 �� 42980（2番人気）
馬単票数 計 183110 的中 �� 11552（2番人気）
ワイド票数 計 378184 的中 �� 35514（2番人気）�� 15942（5番人気）�� 12899（7番人気）
3連複票数 計 622182 的中 ��� 24032（4番人気）
3連単票数 計 715410 的中 ��� 7457（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―37．8―50．1―1：02．1―1：14．3―1：26．4―1：38．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アインゲーブング �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2020．8．30 新潟7着

2018．6．3生 牝4鹿 母 マイネグロリアーナ 母母 Elizabeth Street 15戦2勝 賞金 29，658，000円
※ジョブックルーチェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05032 2月19日 雨 稍重 （4小倉2） 第3日 第8競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時45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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

55 ワセダハーツ 牡4栗 56 西村 淳也大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 426－ 82：35．0 2．3�
33 ルージュジャドール 牝4鹿 54 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 438－ 22：35．21� 48．8�
22 クロスザルビコン 牡5青鹿 57

54 ▲角田 大和小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 42：35．3クビ 24．6�

11 タイミングハート 牡5黒鹿57 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448± 02：35．51� 5．7�
44 ミステリーウェイ �4黒鹿56 斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B482± 02：35．7� 5．6	
79 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 492－ 62：35．8� 17．6

66 エルディアブロ 牡4黒鹿56 	島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B454＋ 4 〃 クビ 7．4�
67 アシェットデセール �5青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B482＋ 22：36．75 13．4�

811 メイショウカスガ 牝6栗 55 富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 482＋ 22：37．97 44．5
810 ハ イ チ ー ズ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 518－10 〃 アタマ 103．5�
78 ブ ラ ビ オ 牡4黒鹿 56

53 ▲松本 大輝 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 浦河 川越ファーム 466＋102：38．85 8．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，910，200円 複勝： 29，790，000円 枠連： 6，345，400円
馬連： 30，918，000円 馬単： 15，695，100円 ワイド： 31，095，500円
3連複： 48，333，800円 3連単： 61，223，100円 計： 251，311，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 810円 � 670円 枠 連（3－5） 4，630円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 1，530円 �� 7，580円

3 連 複 ��� 27，710円 3 連 単 ��� 147，950円

票 数

単勝票数 計 279102 的中 � 94636（1番人気）
複勝票数 計 297900 的中 � 79747（1番人気）� 7295（10番人気）� 9102（8番人気）
枠連票数 計 63454 的中 （3－5） 1062（17番人気）
馬連票数 計 309180 的中 �� 3475（27番人気）
馬単票数 計 156951 的中 �� 1225（39番人気）
ワイド票数 計 310955 的中 �� 3341（27番人気）�� 5341（18番人気）�� 1037（46番人気）
3連複票数 計 483338 的中 ��� 1308（79番人気）
3連単票数 計 612231 的中 ��� 300（412番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．6―37．0―49．7―1：02．5―1：15．7―1：28．9―1：42．0―1：55．2―2：08．2―2：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．0―3F39．8
1
�
・（8，11）－4，7－1－5，2，6，9，10－3・（8，11，4）（5，1，2）7（6，9，3）－10

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

勝馬の
紹 介

ワセダハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2020．10．24 京都8着

2018．5．7生 牡4栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 14戦2勝 賞金 22，420，000円



05033 2月19日 雨 重 （4小倉2） 第3日 第9競走 1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：43．8
1：43．8

良
良

812 ホウオウジョルノ 牡4芦 56 斎藤 新小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 472＋101：51．8 7．2�
67 � サ ジ ェ ス 牡4鹿 56 亀田 温心清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 448± 01：51．9� 31．3�
55 デルマアシュラ 牡4青 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 � 11．5�
44 タウゼントシェーン 牝4青 54 川又 賢治 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438＋141：52．11� 3．6�
68 � レ ヴ ォ リ オ 牡4鹿 56 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B478－ 61：52．2クビ 12．1	
710 スマートワン 牡4青鹿56 浜中 俊橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 3．2

11 サンデージャック 牡4青鹿56 富田 暁エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：52．4� 5．3�
811 キュンストラー 牝4芦 54 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 402± 01：52．5� 19．9�

56 コアレスロング 牝4黒鹿54 角田 大和小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 468＋ 61：53．14 119．2
79 ホウオウラフィット 牝4青鹿54 秋山 稔樹小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：53．2クビ 35．5�
33 メイレンシュタイン 	4栗 56 丹内 祐次 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：53．3� 22．2�
22 アドマイヤリーブラ 牡6栗 57 勝浦 正樹近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 490＋121：54．04 115．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，879，600円 複勝： 38，137，500円 枠連： 7，319，100円
馬連： 39，415，700円 馬単： 16，990，400円 ワイド： 36，329，500円
3連複： 64，880，100円 3連単： 74，994，900円 計： 302，946，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 310円 � 1，170円 � 240円 枠 連（6－8） 1，930円

馬 連 �� 10，740円 馬 単 �� 16，350円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，100円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 30，110円 3 連 単 ��� 153，590円

票 数

単勝票数 計 248796 的中 � 27418（4番人気）
複勝票数 計 381375 的中 � 33458（6番人気）� 7194（10番人気）� 46489（4番人気）
枠連票数 計 73191 的中 （6－8） 2937（10番人気）
馬連票数 計 394157 的中 �� 2842（34番人気）
馬単票数 計 169904 的中 �� 779（58番人気）
ワイド票数 計 363295 的中 �� 2676（37番人気）�� 8836（13番人気）�� 1944（40番人気）
3連複票数 計 648801 的中 ��� 1616（90番人気）
3連単票数 計 749949 的中 ��� 354（466番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―38．7―51．3―1：03．3―1：15．6―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウジョルノ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．12．13 中京3着

2018．3．30生 牡4芦 母 リトルビスケット 母母 タニノマウナケア 10戦2勝 賞金 19，016，000円
〔3走成績による出走制限〕 コアレスロング号・ホウオウラフィット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月19日まで平

地競走に出走できない。

05034 2月19日 雨 重 （4小倉2） 第3日 第10競走 ��2，600�
さ ら く ら や ま

皿 倉 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，3．2．20以降4．2．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

23 テ ン カ ハ ル 牡4栗 54 吉田 隼人ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－ 42：44．4 11．9�
510 ショウサンイチマツ 牡4栗 53 松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 452± 02：44．5� 5．4�
36 プルミエロール 牡4青鹿53 小崎 綾也 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B488－ 22：44．6� 8．3�
35 サンサルドス 牡6鹿 54 斎藤 新 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 552± 02：44．7� 20．0�
59 ダノングレーター �6黒鹿54 富田 暁�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B462－162：44．9� 27．2	
714 トーホウバロン 牡4黒鹿54 勝浦 正樹東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 488± 02：45．11� 4．9

612 メイショウラツワン 牡5鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 494＋142：45．31� 21．4�
611 ラヴィンジャー 牝6黒鹿53 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 アタマ 19．8�
11 イ ベ リ ア 牡7黒鹿52 亀田 温心森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－122：45．62 32．7
24 サンデーミラージュ 牡5鹿 54 岩田 康誠エムズレーシング 宮本 博 千歳 社台ファーム 496－ 22：45．7� 50．3�
48 シルバーエース 牡5芦 54 浜中 俊林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 470－102：45．9� 33．5�
815 リーブルミノル 牡4栗 54 川又 賢治吉岡 實氏 本田 優 洞	湖 レイクヴィラファーム 490－102：46．21� 33．5�
12 ツクバソヴァール 牡6黒鹿54 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 502＋ 4 〃 クビ 24．3�
47 アルバーシャ 牡4栗 55 
島 克駿ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502± 02：46．41� 3．2�
816 ゲンティアナ 牝6鹿 52 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 434－ 22：48．110 95．5�
713 トウカイデュエル 牡5鹿 52 秋山 稔樹内村 正則氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 480＋102：48．2クビ 119．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，576，000円 複勝： 57，671，100円 枠連： 16，272，200円
馬連： 66，539，300円 馬単： 25，497，100円 ワイド： 63，140，100円
3連複： 114，782，100円 3連単： 108，985，500円 計： 488，463，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 270円 � 210円 � 530円 枠 連（2－5） 2，640円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 8，270円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 3，570円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 26，160円 3 連 単 ��� 142，360円

票 数

単勝票数 計 355760 的中 � 23838（5番人気）
複勝票数 計 576711 的中 � 57677（4番人気）� 81596（2番人気）� 24022（7番人気）
枠連票数 計 162722 的中 （2－5） 4772（13番人気）
馬連票数 計 665393 的中 �� 12707（14番人気）
馬単票数 計 254971 的中 �� 2311（27番人気）
ワイド票数 計 631401 的中 �� 10497（15番人気）�� 4493（42番人気）�� 7711（23番人気）
3連複票数 計1147821 的中 ��� 3290（88番人気）
3連単票数 計1089855 的中 ��� 555（445番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―12．4―12．9―13．4―13．6―12．4―12．1―12．3―12．2―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．1―37．8―50．2―1：03．1―1：16．5―1：30．1―1：42．5―1：54．6―2：06．9―2：19．1―2：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．8―3F37．5
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

テ ン カ ハ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2020．10．3 中京2着

2018．3．4生 牡4栗 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 12戦3勝 賞金 39，692，000円



05035 2月19日 雨 重 （4小倉2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�

お お ほ り

大 濠 特 別
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

11 � ヴィズサクセス 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Airlie Stud 484＋ 21：10．0 5．3�
24 スズノヤマト 	5鹿 57 古川 吉洋小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 478± 01：10．1
 30．6�
715 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B486－ 61：10．2� 72．3�
612 アスクキングコング 	4黒鹿57 浜中 俊廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 ハナ 5．7�
713 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 松本 大輝一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 470－ 4 〃 ハナ 5．5�
23 タイセイトレンディ 	7青鹿57 川又 賢治田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 41：10．62� 90．6	
817 アンセーニュ 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：10．7� 12．0

714 カシノフォワード 	4鹿 57 秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 430－ 21：10．8クビ 22．7�
611 クープドクール 牝4栗 55 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 480＋ 2 〃 クビ 3．7�
59 マリアルージュ 牝6青鹿55 角田 大和河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 472－121：10．9クビ 120．0
47  ミキノバスドラム 牡4鹿 57 原 優介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 514＋ 21：11．0� 19．3�
35 エールヴィフ 牝5鹿 55 亀田 温心佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 B520＋14 〃 ハナ 76．6�
816 アイティナリー 牡5黒鹿57 富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋121：11．1
 75．9�
510 ヴィクトワールメイ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 454＋ 21：11．2
 28．5�
12 ケ ワ ロ ス 牝7鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 478＋141：11．41 47．7�
36 ロフティーピーク 牝5鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 480＋ 8 〃 ハナ 23．3�
48 スターズプレミア 牡5鹿 57 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 474－ 41：11．61� 19．8�
818 サウスジェラート 牝4鹿 55 藤田菜七子�谷岡牧場 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 480－ 81：12．55 42．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，854，500円 複勝： 80，079，300円 枠連： 45，041，200円
馬連： 160，834，800円 馬単： 56，263，700円 ワイド： 129，991，800円
3連複： 278，024，500円 3連単： 258，676，000円 計： 1，059，765，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 740円 � 1，700円 枠 連（1－2） 4，200円

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 8，430円 �� 22，630円

3 連 複 ��� 208，100円 3 連 単 ��� 753，170円

票 数

単勝票数 計 508545 的中 � 75985（2番人気）
複勝票数 計 800793 的中 � 105260（3番人気）� 26411（11番人気）� 10808（14番人気）
枠連票数 計 450412 的中 （1－2） 8297（17番人気）
馬連票数 計1608348 的中 �� 17642（26番人気）
馬単票数 計 562637 的中 �� 3978（34番人気）
ワイド票数 計1299918 的中 �� 14568（22番人気）�� 3955（79番人気）�� 1466（129番人気）
3連複票数 計2780245 的中 ��� 1002（411番人気）
3連単票数 計2586760 的中 ��� 249（1660番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 7（3，16）（2，1，6）（4，9，18）（8，14）12－（13，11）（15，10，17）5 4 ・（1，7）（4，16）（2，3）（9，6）（8，14）12（15，13，18，11）17，5，10

勝馬の
紹 介

�ヴィズサクセス �
�
父 Siyouni �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．3．28生 牡5鹿 母 Viz 母母 For Example 11戦3勝 賞金 46，140，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レインボービーム号
（非抽選馬） 6頭 ココクラッシュ号・コスモカッティーボ号・ホーリーライン号・マテンロウディーバ号・メイショウソウビ号・

ルクルト号

05036 2月19日 小雨 稍重 （4小倉2） 第3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

612 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 浜中 俊森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532－ 41：45．4 5．9�

12 ハイラブハンター 牡4鹿 56
53 ▲松本 大輝服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 494＋ 41：45．61� 5．2�

11 ベンチャーアウト 牡4栗 56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 504－181：45．81� 4．7�
47 トーホウスザク 牡4栗 56

55 ☆泉谷 楓真東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486± 01：45．9� 2．4�
35 � ガ ム ラ ン 牡4栗 56 勝浦 正樹ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 514－ 21：46．22 24．3�
24 メイショウメイユウ 牡5鹿 57 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－ 21：46．3� 25．8	
23 � 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 B448－ 61：46．5� 60．5

713 レッドロムルス 牡4栗 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 448－ 6 〃 クビ 52．2�
714 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542－ 21：46．6クビ 35．8�

815 アルマトップエンド 牡7栗 57 �島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 510＋ 21：46．7� 30．5
48 ソ ツ ナ サ 牡5鹿 57 長岡 禎仁佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 458－ 41：47．65 132．8�
36 ユールファーナ 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：48．02� 26．2�
611 アイルビーメジャー 牡5栗 57 富田 暁岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 468－ 81：48．1クビ 176．7�
816 サツキワルツ 牝7鹿 55 川又 賢治小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462± 01：48．31 208．3�
510� エ ナ ホ ー プ 牝8黒鹿55 吉田 隼人宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 504－ 71：49．04 32．0�
59 ユークレース 牝5鹿 55

54 ☆亀田 温心 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474－ 41：49．1� 52．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，504，700円 複勝： 50，054，700円 枠連： 20，673，600円
馬連： 75，323，800円 馬単： 32，222，700円 ワイド： 67，588，000円
3連複： 136，246，200円 3連単： 140，273，800円 計： 563，887，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 190円 � 160円 枠 連（1－6） 780円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 690円 �� 550円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 16，050円

票 数

単勝票数 計 415047 的中 � 56179（4番人気）
複勝票数 計 500547 的中 � 82710（3番人気）� 62637（4番人気）� 84841（2番人気）
枠連票数 計 206736 的中 （1－6） 20515（3番人気）
馬連票数 計 753238 的中 �� 30538（6番人気）
馬単票数 計 322227 的中 �� 7487（11番人気）
ワイド票数 計 675880 的中 �� 24413（6番人気）�� 31526（5番人気）�� 36489（4番人気）
3連複票数 計1362462 的中 ��� 45965（4番人気）
3連単票数 計1402738 的中 ��� 6336（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―43．5―55．5―1：07．5―1：19．9―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒカルダイヤ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．6 京都2着

2016．4．28生 牡6鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ 22戦2勝 賞金 32，060，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ハイラブハンター号の騎手西谷凜は，病気のため松本大輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジョブックルーチェ号・マイネルエンカント号
（非抽選馬） 2頭 ショコラルビー号・レッドウッドヒル号



（4小倉2）第3日 2月19日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

202，140，000円
9，940，000円
18，470，000円
1，660，000円
25，280，000円
74，699，000円
5，941，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
355，303，700円
570，715，400円
156，119，600円
619，562，900円
271，677，200円
582，799，600円
1，079，543，900円
1，138，829，700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 4，774，552，000円

総入場人員 2，232名 （有料入場人員 1，544名）
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