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05037 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4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

23 エアフォースワン 牡3鹿 56 菱田 裕二藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 452－ 41：46．8 6．9�
713 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 432－ 4 〃 アタマ 153．9�
47 ソルトゴールド 牡3栗 56 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 浦河 大北牧場 508± 01：47．54 12．0�
612 サトノキリンジ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 448＋ 41：47．6� 36．6�
510 ト ラ ー パ ニ 牝3黒鹿54 西村 淳也吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 454－ 41：47．81� 3．2�
36 グレイトショーマン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝岡 浩二氏 新谷 功一 様似 様似堀牧場 522＋ 2 〃 クビ 2．1	
815 ドンシャーク 牡3鹿 56 団野 大成山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 490＋ 21：47．9� 7．7

24 ショットオブザデイ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 454＋141：48．21� 44．6�
11 ゴールドペアン 牡3鹿 56 酒井 学�Mahalo 谷 潔 浦河 市川フアーム 462＋ 61：48．51� 39．6�
816 デルマドワーフ 牡3栗 56 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 村田 一誠 日高 ファニーヒルファーム 450＋ 2 〃 アタマ 133．4
714 キューバンピート 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 476－ 21：48．6� 128．9�
12 ウォーターアイアイ 牝3鹿 54 国分 恭介山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 430± 0 〃 ハナ 248．0�
611 ハクアイボリイ 牡3鹿 56 小崎 綾也石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 470± 01：48．91� 109．7�
48 セ リ ガ チ 牡3栗 56

54 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 472＋101：49．43 381．0�
59 ラビットライト 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大高橋 文男氏 宗像 義忠 平取 船越 伸也 432± 01：50．14 232．0�
（15頭）

35 トキノファースト 牡3栗 56
53 ▲原 優介田中 準市氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，099，800円 複勝： 47，867，500円 枠連： 9，232，200円
馬連： 45，337，900円 馬単： 23，792，900円 ワイド： 50，030，700円
3連複： 83，463，000円 3連単： 93，924，800円 計： 384，748，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 2，530円 � 370円 枠 連（2－7） 10，560円

馬 連 �� 28，890円 馬 単 �� 45，400円

ワ イ ド �� 6，730円 �� 780円 �� 8，940円

3 連 複 ��� 59，780円 3 連 単 ��� 410，210円

票 数

単勝票数 差引計 310998（返還計 601） 的中 � 35799（3番人気）
複勝票数 差引計 478675（返還計 1075） 的中 � 52968（3番人気）� 4195（11番人気）� 35167（4番人気）
枠連票数 差引計 92322（返還計 551） 的中 （2－7） 677（24番人気）
馬連票数 差引計 453379（返還計 3177） 的中 �� 1216（42番人気）
馬単票数 差引計 237929（返還計 1611） 的中 �� 393（70番人気）
ワイド票数 差引計 500307（返還計 4020） 的中 �� 1861（43番人気）�� 17618（8番人気）�� 1397（50番人気）
3連複票数 差引計 834630（返還計 10556） 的中 ��� 1047（103番人気）
3連単票数 差引計 939248（返還計 10514） 的中 ��� 166（566番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．3―13．5―13．0―12．4―12．7―12．6―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．4―43．9―56．9―1：09．3―1：22．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアフォースワン �
�
父 リヤンドファミユ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．9．20 中京3着

2019．4．8生 牡3鹿 母 レディラック 母母 ビビットダンサー 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔騎手変更〕 ゴールドペアン号の騎手西谷凜は，病気のため酒井学に変更。
〔競走除外〕 トキノファースト号は，馬場入場後に疾病〔左下腿部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※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 メッセージソング号

05038 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時15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
1：56．9
1：56．1

良
良

611 ダ イ ム 牝3栗 54 横山 和生五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 440－ 22：02．9 3．7�
34 カンティプール 牝3鹿 54 団野 大成 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 478－ 42：03．11 3．1�
814 ゴルトシュミーデ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 432－ 82：03．74 34．2�
59 ゲーテローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：04．44 3．8�
610 ルージュアルル 牝3栗 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 446± 02：04．5� 10．8	
713 ラ エ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 414± 02：04．6クビ 26．3

712 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 22：04．91� 67．7�
815 ジ ェ ン ヌ 牝3鹿 54 古川 吉洋エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 416－ 42：05．11� 22．8�
22 シ ズ オ ウ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 438－ 42：05．41� 209．9
35 エンチャント 牝3黒鹿54 富田 暁中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 420＋ 42：05．5� 54．7�
11 リアンスカイ 牝3黒鹿54 加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 434－ 22：05．81� 26．2�
46 シ ロ ン 牝3鹿 54 西村 淳也山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 B512－ 22：06．01� 13．6�
23 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿54 丸山 元気海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 42：07．06 20．7�
58 レアリアルノーヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 466－102：07．85 307．6�
47 ラティツィア 牝3芦 54

51 ▲角田 大和�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 42：12．0大差 154．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，111，000円 複勝： 42，865，900円 枠連： 9，060，900円
馬連： 43，303，600円 馬単： 19，109，700円 ワイド： 48，061，100円
3連複： 75，974，900円 3連単： 68，504，900円 計： 333，992，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 600円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，510円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 271110 的中 � 58216（2番人気）
複勝票数 計 428659 的中 � 78221（3番人気）� 78829（2番人気）� 13132（10番人気）
枠連票数 計 90609 的中 （3－6） 14516（1番人気）
馬連票数 計 433036 的中 �� 49273（1番人気）
馬単票数 計 191097 的中 �� 9725（4番人気）
ワイド票数 計 480611 的中 �� 37208（3番人気）�� 7698（20番人気）�� 6919（23番人気）
3連複票数 計 759749 的中 ��� 9511（21番人気）
3連単票数 計 685049 的中 ��� 2287（63番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―13．3―12．4―12．3―12．6―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．3―48．6―1：01．0―1：13．3―1：25．9―1：38．2―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダ イ ム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Singspiel デビュー 2022．2．6 小倉3着

2019．4．21生 牝3栗 母 シ ン バ ル Ⅱ 母母 Valdara 2戦1勝 賞金 6，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。
〔制裁〕 カンティプール号の騎手団野大成は，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〕 ラティツィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月20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〕 シズオウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月20日まで平地競走に出走できない。

第２回 小倉競馬 第４日



05039 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4日 第3競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時45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

58 ビーアイフェリペ 牡4栗 57 菱田 裕二馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 516＋20 58．8 7．1�
69 ウェーブメジャー 牡4鹿 57 藤岡 康太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B476＋ 2 58．9� 12．2�
711 ユスティニアン 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 426－ 6 〃 クビ 5．6�
814 メイショウゼッケイ 牝6栗 55

52 ▲原 優介松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 422－10 59．0� 24．4�
34 スターオブスパーダ 牡4芦 57 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 448＋26 59．31� 79．5�
46 � クリノパイソン 	4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 480－ 2 59．4� 44．5�
22 
 ア ス カ ロ ン 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family
Stables, LLC 482± 0 59．5� 1．7	

33 ヒ ヤ 牡4鹿 57
54 ▲角田 大和山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 456＋ 6 〃 アタマ 8．6


45 ク リ オ ズ ナ 牝4栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B440＋ 4 59．6クビ 21．4�
712� ダイメイソテツ 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大宮本 孝一氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 524＋14 59．7� 153．4
11 ノ ヘ ア 牝5芦 55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 442＋20 〃 アタマ 41．7�
57 ベ ル ポ ー ト 牝6青鹿 55

53 ◇藤田菜七子大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B468＋ 8 59．8� 127．5�
813 ス ト レ ガ 牝5栗 55 丹内 祐次清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 460＋ 41：00．01� 223．1�
610� ホイッスルヴォイス 牝5鹿 55 西村 淳也藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：00．85 173．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，543，500円 複勝： 44，451，400円 枠連： 7，274，900円
馬連： 34，528，400円 馬単： 20，188，300円 ワイド： 36，971，700円
3連複： 59，334，600円 3連単： 75，089，500円 計： 307，382，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 300円 � 190円 枠 連（5－6） 3，690円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 750円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 29，450円

票 数

単勝票数 計 295435 的中 � 32994（3番人気）
複勝票数 計 444514 的中 � 37279（4番人気）� 36128（5番人気）� 71035（2番人気）
枠連票数 計 72749 的中 （5－6） 1525（12番人気）
馬連票数 計 345284 的中 �� 8349（11番人気）
馬単票数 計 201883 的中 �� 2074（23番人気）
ワイド票数 計 369717 的中 �� 8514（12番人気）�� 12825（7番人気）�� 12571（8番人気）
3連複票数 計 593346 的中 ��� 9262（13番人気）
3連単票数 計 750895 的中 ��� 1848（92番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．6―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーアイフェリペ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．9．13 中京2着

2018．3．5生 牡4栗 母 エムアイルシェル 母母 レヴェランス 6戦2勝 賞金 16，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ホイッスルヴォイス号の騎手西谷凜は，病気のため西村淳也に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 アイルビーザワン号・ミューティー号

05040 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時15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

810 サンティーニ �7栗 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 494＋ 63：13．4 1．8�
44 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 43：13．61� 5．2�
811� デ ス ト ロ イ �8栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B518＋ 23：15．6大差 8．0�
55 メイショウアツイタ 牡4黒鹿59 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 496＋ 43：16．87 5．9�
22 ロードリスペクト 牡4鹿 59 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 486± 03：17．22� 76．2	
67 アポロファントム 牡5鹿 60 金子 光希アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 470± 03：17．3� 15．3

78 フ ル ネ ー ズ 牡4鹿 59 草野 太郎�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 518± 03：18．15 40．7�
11 シーニッククルーズ 牡4芦 59 西谷 誠 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500－ 23：18．95 26．4�
66 ミッキーセサミ 牡4青鹿59 小野寺祐太野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 490－ 23：19．32� 43．9
33 フォスキーア �4栗 59 蓑島 靖典山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 488＋ 23：23．2大差 178．5�
79 タマモアポローン 牡6黒鹿60 平沢 健治タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 522＋ 23：27．2大差 16．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，661，900円 複勝： 30，021，000円 枠連： 6，988，600円
馬連： 26，440，300円 馬単： 18，453，000円 ワイド： 24，267，300円
3連複： 52，672，700円 3連単： 81，908，800円 計： 260，413，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 180円 枠 連（4－8） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 250円 �� 250円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 196619 的中 � 84101（1番人気）
複勝票数 計 300210 的中 � 141849（1番人気）� 26249（3番人気）� 26216（4番人気）
枠連票数 計 69886 的中 （4－8） 10723（1番人気）
馬連票数 計 264403 的中 �� 34389（1番人気）
馬単票数 計 184530 的中 �� 17334（2番人気）
ワイド票数 計 242673 的中 �� 25765（2番人気）�� 26583（1番人気）�� 8403（8番人気）
3連複票数 計 526727 的中 ��� 37024（3番人気）
3連単票数 計 819088 的中 ��� 22201（3番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 52．2－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンティーニ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2017．12．24 阪神2着

2015．3．27生 �7栗 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 障害：4戦1勝 賞金 13，090，000円
〔制裁〕 ロードリスペクト号の騎手中村将之は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。

アポロファントム号の騎手金子光希は，2周目向正面での御法（鞭の使用）について戒告。



05041 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4日 第5競走 1，200�3歳未勝利
発走12時05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

817 スクリーンショット 牝3栗 54 丹内 祐次小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496± 01：10．4 2．0�
48 ディスフルタール 牝3鹿 54

51 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 440－101：10．93 95．0�
36 ショウナンナージャ 牝3青鹿54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 442＋ 21：11．0クビ 75．1�
715 ベ ニ テ マ リ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 430± 01：11．1� 19．2�
714 テイエムラトーヌ 牝3芦 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 428－ 2 〃 クビ 52．6�
11 ラッキークローバー 牝3鹿 54 原田 和真 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 440± 01：11．2クビ 50．3	
510 シナモンロール 牝3栗 54 横山 和生
ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 432－ 21：11．41� 7．0�
24 ブライトオンベイス 牝3鹿 54 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 410－ 81：11．71� 27．6�
611 イデアノキセキ 牡3青鹿 56

55 ☆秋山 稔樹益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 446＋ 21：11．8� 23．4
59 ロッホローモンド 牡3鹿 56 富田 暁合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 444－ 8 〃 クビ 9．4�
713 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 456－ 21：11．9アタマ 257．2�
23 タマモサウルス 牡3芦 56

55 ☆泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 444－ 6 〃 � 17．8�
612 スンヌンタイ 牝3鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 502± 01：12．0クビ 6．2�
35 サバイバルダンス 牝3鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 406＋ 21：12．31� 241．3�
47 ワールドブルックス 牡3芦 56

53 ▲角田 大和本間 茂氏 本田 優 日高 天羽牧場 486－ 61：12．51� 303．6�
818 チャーミーアイズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝グリーンスウォード羽月 友彦 新冠 村上 進治 424－ 61：12．92� 93．5�
816 メイショウイモジ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 斉藤英牧場 446－ 81：13．0クビ 12．9�
12 マイティキッチョウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 城地牧場 432－ 21：13．11 134．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，580，200円 複勝： 50，063，500円 枠連： 14，432，600円
馬連： 46，258，400円 馬単： 24，380，800円 ワイド： 57，285，400円
3連複： 92，415，300円 3連単： 91，735，600円 計： 408，151，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，370円 � 1，390円 枠 連（4－8） 4，320円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 14，020円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 2，350円 �� 26，560円

3 連 複 ��� 134，840円 3 連 単 ��� 527，840円

票 数

単勝票数 計 315802 的中 � 122839（1番人気）
複勝票数 計 500635 的中 � 154305（1番人気）� 6861（12番人気）� 6766（13番人気）
枠連票数 計 144326 的中 （4－8） 2587（13番人気）
馬連票数 計 462584 的中 �� 3907（28番人気）
馬単票数 計 243808 的中 �� 1304（41番人気）
ワイド票数 計 572854 的中 �� 5149（29番人気）�� 6370（24番人気）�� 547（106番人気）
3連複票数 計 924153 的中 ��� 514（240番人気）
3連単票数 計 917356 的中 ��� 126（989番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―11．7―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．1―46．8―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スクリーンショット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．6．6 東京8着

2019．5．13生 牝3栗 母 メジャーフォルム 母母 ビルアンドクー 6戦1勝 賞金 13，300，000円
〔騎手変更〕 マイティキッチョウ号の騎手西谷凜は，病気のため菱田裕二に変更。
※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。
（非抽選馬） 4頭 ウインオワーズ号・ニシノランディ号・フォースチルドレン号・ミズノコキュウ号

05042 2月20日 曇 重 （4小倉2） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時35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
1：43．8
1：43．8

良
良

714 タガノバルコス 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484± 01：51．4 7．9�

12 モンステラマオ 牝3鹿 54 小崎 綾也宮﨑 吉二氏 小崎 憲 浦河 三好牧場 436－ 81：51．5クビ 4．4�
47 コルトレーン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 4 〃 クビ 14．4�

23 ファインバーグ 牡3青鹿56 横山 和生林 正道氏 清水 久詞 日高 白井牧場 506－ 61：51．81� 2．4�
35 グランドゴールド 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 440－ 61：52．01� 25．1�
815� リタリエイション 牡3栗 56 西村 淳也 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 The Honorina

Partnership 468 ―1：52．21 6．1	
611 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 434± 0 〃 クビ 45．5

59 アンタゴニスタ 牡3栗 56 富田 暁畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富塚ファーム 498± 01：52．41� 46．7�
816 ビレッジライナー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 B480＋ 41：52．82	 150．3�
48 ギャラクシーセブン 牡3栗 56 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 456± 01：53．22	 26．3
713 アスカノツバサ 牡3鹿 56 津村 明秀豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B482＋ 61：53．41	 15．5�
510 クリノユキツバキ 牝3栗 54 丹内 祐次栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 452－101：53．82 205．9�
11 ゼンダンクラージュ 牡3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 村田 一誠 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B484＋ 61：54．22	 159．4�
612 リネンスイング 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 450－ 41：54．41� 77．8�
24 アラッキーフェイス 牡3黒鹿56 浜中 俊 STレーシング 坂口 智康 新冠 武田牧場 428± 01：57．5大差 31．0�
36 マ ハ ロ マ ヤ 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 430＋ 41：58．24 264．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，013，500円 複勝： 31，203，900円 枠連： 8，984，900円
馬連： 34，034，600円 馬単： 16，818，300円 ワイド： 37，186，000円
3連複： 59，705，700円 3連単： 64，178，500円 計： 276，125，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 320円 � 160円 � 290円 枠 連（1－7） 1，280円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，620円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 30，430円

票 数

単勝票数 計 240135 的中 � 24135（4番人気）
複勝票数 計 312039 的中 � 21957（5番人気）� 60851（2番人気）� 25599（4番人気）
枠連票数 計 89849 的中 （1－7） 5399（5番人気）
馬連票数 計 340346 的中 �� 11117（7番人気）
馬単票数 計 168183 的中 �� 2610（16番人気）
ワイド票数 計 371860 的中 �� 9652（10番人気）�� 5733（17番人気）�� 14054（5番人気）
3連複票数 計 597057 的中 ��� 6728（18番人気）
3連単票数 計 641785 的中 ��� 1529（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―37．1―49．7―1：02．1―1：14．4―1：26．7―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノバルコス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．9 阪神11着

2019．3．1生 牡3鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 アンタゴニスタ号の騎手西谷凜は，病気のため富田暁に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラッキーフェイス号・マハロマヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月

20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〕 ビレッジライナー号・マハロマヤ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月20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。
（非当選馬） 1頭 ステラグローリア号



05043 2月20日 晴 重 （4小倉2） 第4日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

815 バライロノキセキ 牝4鹿 54
51 ▲松本 大輝岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 474－ 61：46．5 3．9�

36 カラレーション 牝4黒鹿54 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 420＋ 4 〃 ハナ 15．7�
611 イッツユアタイム 牝4鹿 54 横山 和生 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 456－ 41：46．92 5．7�
23 リキサンハート 牝4黒鹿54 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496＋ 21：47．11� 9．7�
35 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 476＋101：47．2� 24．4�
612 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿55 国分 恭介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 494＋121：47．41� 85．2	
713 クーファイザナミ 牝5鹿 55 田中 勝春大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 420－ 41：47．5� 5．4

816 ハイラブサンケイ 牝4栗 54

51 ▲角田 大和服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 510－ 81：47．81� 12．5�
510 ドリームアゲイン 牝4鹿 54 丸山 元気前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 4 〃 クビ 16．3�
714 チアフルローズ 牝6青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹ディアレストクラブ 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 21：47．9アタマ 63．0�

12 ワイドアウェイク 牝4栗 54 柴山 雄一 グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 502＋ 61：48．32� 26．6�
11 プリヴェット 牝7鹿 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 494－ 6 〃 クビ 35．5�
47 ジョイフルダンサー 牝4鹿 54 丹内 祐次大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 21：48．4クビ 12．8�
59 アオイシチフク 牝4黒鹿 54

51 ▲原 優介鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 488± 01：48．82� 11．9�
24 � ソルフィネット 牝4鹿 54 勝浦 正樹水上ふじ子氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 432－ 61：49．12 83．2�
48 レスプロンディール 牝4栗 54

51 ▲小林 凌大中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 468± 01：49．73� 44．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，421，800円 複勝： 40，417，700円 枠連： 9，108，400円
馬連： 44，254，100円 馬単： 19，007，200円 ワイド： 48，346，900円
3連複： 80，326，000円 3連単： 77，067，300円 計： 349，949，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 310円 � 200円 枠 連（3－8） 1，580円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 870円 �� 540円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 38，130円

票 数

単勝票数 計 314218 的中 � 63631（1番人気）
複勝票数 計 404177 的中 � 93132（1番人気）� 26608（5番人気）� 49503（2番人気）
枠連票数 計 91084 的中 （3－8） 4443（6番人気）
馬連票数 計 442541 的中 �� 11426（9番人気）
馬単票数 計 190072 的中 �� 2941（11番人気）
ワイド票数 計 483469 的中 �� 14246（4番人気）�� 24253（2番人気）�� 6463（21番人気）
3連複票数 計 803260 的中 ��� 8056（13番人気）
3連単票数 計 770673 的中 ��� 1465（68番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．2―43．7―56．7―1：09．3―1：21．6―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バライロノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Nedawi デビュー 2020．8．9 新潟4着

2018．5．12生 牝4鹿 母 クルザダアメリカーナ 母母 Spring Princess 18戦2勝 賞金 29，440，000円
※ゴムマリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05044 2月20日 晴 稍重 （4小倉2） 第4日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

68 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 56
53 ▲松本 大輝金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 472＋ 62：03．2 2．8�
45 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 488－ 22：03．73 7．0�

56 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 488＋ 22：04．12 5．6�
710 ウインアステロイド 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 2 〃 クビ 17．3�
33 アマネセール �6青鹿57 西村 淳也 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：04．41� 19．6	
711 ガンバンテイン 牝4芦 54

51 ▲原 優介 �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± 0 〃 クビ 35．6

57 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 476＋ 42：04．6	 38．1�
22 ケルンキングダム �6鹿 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 444＋ 4 〃 クビ 10．7�
812 ピクシーカット 牝4黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472－102：05．23� 31．4
11 ダイシンサニー 牡4鹿 56 富田 暁大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 62：05．51	 51．5�
44 ヤップヤップヤップ 牡6栗 57

55 ◇藤田菜七子薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 456＋ 22：05．6� 24．3�
813 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 456± 02：06．02� 4．4�
69 � ナイルリバー 牡5黒鹿57 団野 大成馬場 幸夫氏 茶木 太樹 米 Rosedown Rac-

ing Stable, LLC 580＋162：07．710 93．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，041，800円 複勝： 34，209，100円 枠連： 8，284，800円
馬連： 40，004，800円 馬単： 18，113，300円 ワイド： 38，817，800円
3連複： 66，379，400円 3連単： 74，569，400円 計： 306，420，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（4－6） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 260418 的中 � 72783（1番人気）
複勝票数 計 342091 的中 � 72619（1番人気）� 32393（5番人気）� 47600（3番人気）
枠連票数 計 82848 的中 （4－6） 9887（2番人気）
馬連票数 計 400048 的中 �� 44681（1番人気）
馬単票数 計 181133 的中 �� 13382（1番人気）
ワイド票数 計 388178 的中 �� 36787（1番人気）�� 22873（3番人気）�� 11748（8番人気）
3連複票数 計 663794 的中 ��� 25516（3番人気）
3連単票数 計 745694 的中 ��� 8484（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―36．5―49．3―1：01．9―1：14．5―1：26．7―1：38．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゾ ン ニ ッ ヒ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．4．25 阪神6着

2018．4．12生 牡4鹿 母 エンドレスノット 母母 ウィキウィキ 7戦2勝 賞金 15，160，000円
〔騎手変更〕 ガンバンテイン号の騎手西谷凜は，病気のため原優介に変更。



05045 2月20日 晴 稍重 （4小倉2） 第4日 第9競走 ��
��1，200�あ ざ み 賞

発走14時05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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

612 テイエムスパーダ 牝3芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 浦河小林牧場 490＋ 61：10．3 5．5�
713 セリノーフォス 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 454＋ 61：10．83 4．4�
815 タッカーシルバー 牝3黒鹿54 小林 凌大小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 460＋ 4 〃 アタマ 32．4�
816 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 54 酒井 学�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 21：10．9クビ 3．9�
611 プレヴォール 牡3栗 56 団野 大成杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 2 〃 クビ 22．9	
11 ブランデーロック 牡3栗 56 原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464＋ 6 〃 ハナ 47．1

510 トリップトゥムーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 450± 01：11．0クビ 5．7�
36 ライラボンド 牡3黒鹿56 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 506± 0 〃 アタマ 43．4�
47 ナムラデイリリー 牝3黒鹿54 富田 暁奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 470± 01：11．1� 146．7
12 � アウトパフォーム 牡3芦 56 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston

Stud 442＋ 61：11．2クビ 10．9�
714 サンダビューク 牡3黒鹿56 秋山 稔樹 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 474＋ 8 〃 アタマ 17．5�
23 ザ ウ リ 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 512－ 6 〃 アタマ 11．1�
59 フォースチルドレン 牡3鹿 56 丹内 祐次井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 21：11．4	 201．9�
35 タムロキュラムン 牝3鹿 54 泉谷 楓真谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 452± 01：11．5	 36．6�
24 ケイティソルジャー 牡3栗 56 古川 吉洋瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 488－121：11．92� 86．0�
48 キョウエイゾロ 牝3黒鹿54 藤田菜七子田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 468＋ 41：12．1	 94．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，953，900円 複勝： 51，214，600円 枠連： 12，437，300円
馬連： 62，052，400円 馬単： 24，425，200円 ワイド： 59，845，000円
3連複： 112，657，400円 3連単： 104，823，900円 計： 464，409，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 210円 � 820円 枠 連（6－7） 1，000円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，360円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 70，620円

票 数

単勝票数 計 369539 的中 � 53536（3番人気）
複勝票数 計 512146 的中 � 76448（2番人気）� 68953（3番人気）� 12680（11番人気）
枠連票数 計 124373 的中 （6－7） 9587（3番人気）
馬連票数 計 620524 的中 �� 27263（4番人気）
馬単票数 計 244252 的中 �� 5563（9番人気）
ワイド票数 計 598450 的中 �� 24033（4番人気）�� 4431（41番人気）�� 6717（27番人気）
3連複票数 計1126574 的中 ��� 5235（56番人気）
3連単票数 計1048239 的中 ��� 1076（234番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．6―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．9―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムスパーダ �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2021．7．11 小倉1着

2019．4．25生 牝3芦 母 トシザコジーン 母母 トシメロディー 3戦2勝 賞金 24，107，000円
〔その他〕 セリノーフォス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 セリノーフォス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月20日まで出走できない。
※フォースチルドレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05046 2月20日 晴 重 （4小倉2） 第4日 第10競走 ��1，000�
い ま り

伊 万 里 特 別
発走14時40分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

46 � エ ル ズ リ ー 牝6栗 55 泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan

d Farm 528－ 2 58．3 11．3�
58 アッティーヴォ 牡8栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 460± 0 58．4クビ 34．9�
712 コ ウ バ コ 牝4栗 55 藤岡 康太�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 486＋ 6 58．71� 15．2�
33 テンテキセンセキ 牡5黒鹿57 団野 大成岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470－12 〃 アタマ 10．0�
814� キュウドウクン 牡6鹿 57 松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 482－ 2 58．8クビ 18．1�
813 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 B488－ 6 〃 クビ 10．1	
57 � ジェットマックス 牡5鹿 57 浜中 俊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 512± 0 〃 クビ 2．4

711 ヒロノトウリョウ 牡6鹿 57 荻野 極小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B516＋ 4 59．01� 14．7�
22 テ オ ド ラ 牝4栗 55 丸山 元気�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋ 4 59．31� 41．6�
34 ルーチェデラヴィタ 牝5鹿 55 富田 暁安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 468± 0 59．4	 26．1
11 ム ジ ッ ク 牝4栗 55 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B484－ 2 59．61� 5．6�
69 トリプルシックス 牝5黒鹿55 丹内 祐次西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 478± 01：00．66 39．0�
610 ステラダイヤ 牝4鹿 55 酒井 学 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 498＋ 61：00．81� 22．0�
45 ローズオブシャロン 牝5青鹿55 秋山 稔樹�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 21：01．65 28．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，609，000円 複勝： 53，509，300円 枠連： 17，670，000円
馬連： 74，104，400円 馬単： 32，196，800円 ワイド： 70，783，100円
3連複： 124，511，400円 3連単： 128，880，800円 計： 546，264，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 320円 � 780円 � 340円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 14，560円 馬 単 �� 27，100円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 1，490円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 47，300円 3 連 単 ��� 291，990円

票 数

単勝票数 計 446090 的中 � 31517（5番人気）
複勝票数 計 535093 的中 � 47476（3番人気）� 16110（12番人気）� 42652（4番人気）
枠連票数 計 176700 的中 （4－5） 12490（5番人気）
馬連票数 計 741044 的中 �� 3943（46番人気）
馬単票数 計 321968 的中 �� 891（87番人気）
ワイド票数 計 707831 的中 �� 5157（39番人気）�� 12552（13番人気）�� 3623（53番人気）
3連複票数 計1245114 的中 ��� 1974（150番人気）
3連単票数 計1288808 的中 ��� 320（889番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．9―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ ル ズ リ ー �
�
父 Graydar �

�
母父 Henny Hughes デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．3．31生 牝6栗 母 Miss Luna 母母 In Her Glory 26戦3勝 賞金 49，581，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ルーチェデラヴィタ号の騎手西谷凜は，病気のため富田暁に変更。
〔制裁〕 エルズリー号の騎手泉谷楓真は，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30，000円。（被害馬：14番・11

番・7番・13番）
※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。
（非抽選馬） 7頭 ジェットエンブレム号・ドラゴンズバック号・ニシノダンテ号・フチサンメルチャン号・マリノエンブレム号・

ルーリング号・ロードクラージュ号



05047 2月20日 晴 稍重 （4小倉2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�第56回小 倉 大 賞 典（ＧⅢ）

発走15時20分 （芝・右）
4歳以上，3．2．20以降4．2．13まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

福岡県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

816 ア リ ー ヴ ォ 牡4鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：49．2 4．4�
612 ランブリングアレー 牝6黒鹿55．5 藤岡 康太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 482＋ 41：49．51� 6．1�
47 カ デ ナ 牡8鹿 57．5 泉谷 楓真前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 484－10 〃 クビ 17．2�
48 ヴァイスメテオール 牡4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋181：49．6クビ 5．1�
36 スカーフェイス 牡6鹿 55 団野 大成伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462－ 21：49．7� 8．1�
24 ノルカソルカ 牡5栗 54 勝浦 正樹幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 498－ 61：49．8� 11．4	
35 � ダブルシャープ 牡7鹿 56 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 498± 0 〃 ハナ 8．0

510 スーパーフェザー 	7鹿 54 浜中 俊吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：50．0� 11．8�
714 ジェネラーレウーノ 牡7青鹿55 柴山 雄一 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム B518－ 6 〃 ハナ 79．1
713 サトノアーサー 牡8青鹿57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋141：50．1
 45．0�
611 アイスバブル 牡7芦 54 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 67．0�
59 トップウイナー 牡6栗 54 城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B478＋ 21：50．2
 178．9�
12 ヴェロックス 牡6鹿 56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：50．3クビ 24．4�
815 ブ ラ ヴ ァ ス 牡6鹿 57 西村 淳也佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：50．4
 61．3�
11 アールスター 牡7鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 B516＋ 21：50．5� 29．5�
23 レッドフラヴィア 牝5栗 52 津村 明秀 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 508± 01：51．03 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 161，778，300円 複勝： 217，288，800円 枠連： 88，352，800円
馬連： 497，996，000円 馬単： 157，460，500円 ワイド： 374，312，000円
3連複： 1，022，973，800円 3連単： 973，695，400円 計： 3，493，857，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 230円 � 480円 枠 連（6－8） 1，270円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，950円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 39，610円

票 数

単勝票数 計1617783 的中 � 290405（1番人気）
複勝票数 計2172888 的中 � 332030（1番人気）� 249050（3番人気）� 99476（9番人気）
枠連票数 計 883528 的中 （6－8） 53698（4番人気）
馬連票数 計4979960 的中 �� 242922（2番人気）
馬単票数 計1574605 的中 �� 38867（5番人気）
ワイド票数 計3743120 的中 �� 143942（2番人気）�� 48128（21番人気）�� 48487（20番人気）
3連複票数 計10229738 的中 ��� 71904（29番人気）
3連単票数 計9736954 的中 ��� 17818（104番人気）

ハロンタイム 12．3―12．1―12．7―12．2―11．7―12．0―11．9―12．1―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．2
1
3
4，9，14，8，12（3，10，15）（13，16）（1，2，11）6，5，7
4，9，14，8（3，10，12）（13，2，15，16）（1，11，5）6，7

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

勝馬の
紹 介

ア リ ー ヴ ォ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．3 中京11着

2018．5．17生 牡4鹿 母 エスメラルディーナ 母母 Tasha’s Star 10戦5勝 賞金 96，633，000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。
（非抽選馬） 3頭 ソッサスブレイ号・メイショウテンモン号・ワールドウインズ号

05048 2月20日 晴 稍重 （4小倉2） 第4日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00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

24 シュアーヴアリア 牝4黒鹿55 荻野 極ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B476－ 41：10．2 9．0�

510� タイクーンバゴ 牡5青鹿57 藤岡 康太�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 496－ 21：10．41� 10．5�
611 ファイアダンサー 牝4青鹿55 丹内 祐次ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 8 〃 クビ 2．9�
48 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 470＋ 21：10．5� 31．2�
713 モズマンジロウ �4鹿 57 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 446＋ 4 〃 ハナ 12．3	
12 グランチェイサー �5黒鹿57 柴山 雄一落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 456＋ 6 〃 アタマ 97．6

612� ペプチドルーカス 牡6鹿 57 富田 暁沼川 一彦氏 吉村 圭司 様似 猿倉牧場 452＋ 81：10．6� 3．8�
47 スワーヴドン 牡5鹿 57 西村 淳也�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム B506－ 41：10．7クビ 6．0�
11 ミトグラフィア 牝4鹿 55

52 ▲原 優介�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 424＋12 〃 クビ 114．2
23 � ハッピーペコ 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大 �ローレルレーシング 鈴木 伸尋 新冠 ハクツ牧場 412＋ 21：10．91� 53．2�
59 ナンヨーローズ 牡4黒鹿57 丸山 元気中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 466＋ 41：11．01 84．6�
818 メイショウオニテ 牡6青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 454－ 21：11．1クビ 20．1�
715� オールマイフレンズ 牝4青鹿 55

53 ◇藤田菜七子松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 444＋ 2 〃 アタマ 72．8�
35 スペシャリティ 牝4青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 424＋ 21：11．42 92．7�
714 シンシアハート 牝4芦 55

54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 416－ 41：11．61 48．2�

817 メイショウイチヒメ 牝4青鹿 55
52 ▲角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 430－ 61：11．7� 76．8�

816 セイウンエンプレス 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 本間 忍 日高 西山牧場 378± 01：11．91� 185．3�
（17頭）

36 スズノムサシ 牡6青鹿57 古川 吉洋小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 62，358，000円 複勝： 75，067，900円 枠連： 37，042，100円
馬連： 123，750，800円 馬単： 49，051，400円 ワイド： 109，427，300円
3連複： 211，170，800円 3連単： 226，294，400円 計： 894，162，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 230円 � 290円 � 150円 枠 連（2－5） 4，170円

馬 連 �� 5，320円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 690円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 43，100円

票 数

単勝票数 計 623580 的中 � 55372（4番人気）
複勝票数 計 750679 的中 � 75962（4番人気）� 56988（6番人気）� 164754（1番人気）
枠連票数 計 370421 的中 （2－5） 6882（16番人気）
馬連票数 計1237508 的中 �� 18025（16番人気）
馬単票数 計 490514 的中 �� 3774（29番人気）
ワイド票数 計1094273 的中 �� 17832（15番人気）�� 41007（5番人気）�� 47456（3番人気）
3連複票数 計2111708 的中 ��� 34359（10番人気）
3連単票数 計2262944 的中 ��� 3806（115番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．7―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュアーヴアリア �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．11 東京2着

2018．4．1生 牝4黒鹿 母 スズノネイロ 母母 ア グ レ ス 16戦2勝 賞金 30，410，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔出走取消〕 スズノムサシ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 セイウンエンプレス号の騎手西谷凜は，病気のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 タイクーンバゴ号の騎手藤岡康太は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・12番・

14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サンライズシューズ号・ジャストザビアンカ号・タイセイレフィーノ号・タツリュウオー号
（非抽選馬） 1頭 ブラックアーシャ号

３レース目



（4小倉2）第4日 2月20日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 181頭 本 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

243，410，000円
23，800，000円
1，860，000円
31，630，000円
78，071，000円
5，898，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
526，172，700円
718，180，600円
228，869，500円
1，072，065，700円
422，997，400円
955，334，300円
2，041，585，000円
2，060，673，300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 8，025，878，500円

総入場人員 5，742名 （有料入場人員 3，990名）
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