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02085 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

22 アイファーテイオー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社
アースファーム 450＋221：48．8 19．7�

34 バロックダンス 牝3青鹿54 西村 淳也吉田 照哉氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 4．5�
712 キャロルビアンカ 牝3鹿 54 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468－ 21：48．9クビ 52．2�
11 ヘラクレスノット �3栗 56

55 ☆泉谷 楓真吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム B464± 01：49．21� 19．7�
46 サウンドズーム 牡3鹿 56 富田 暁増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 474－ 4 〃 クビ 3．3�
58 パクパクデスワ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 416－ 21：49．3� 22．2	
23 セクシーコマンドー 牡3鹿 56 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 470± 01：49．51� 6．0

47 チュウワヒーロー 牡3栗 56 加藤 祥太中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 436－101：49．6� 86．2�
610 ハワイアンパレス 牝3栗 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 青森 風ノ丘ファーム 466± 01：49．8� 234．2�
814 グリューンヴァルト 牡3青鹿 56

54 △原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 21：49．91 413．9
35 ハクアイジュピター 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 中神牧場 492－ 21：50．64 17．4�
815 サンライズクリード 牡3青 56

53 ▲鷲頭 虎太松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 浦河小林牧場 464± 01：52．6大差 275．6�
59 テイエムスペシャル �3鹿 56

53 ▲大久保友雅竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 坂本 春雄 478± 0 〃 ハナ 316．3�
713 ハートフルアース 牡3栗 56 団野 大成 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 新ひだか 八田ファーム 482＋ 41：52．7アタマ 12．9�
611 カルンウェナン 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和前田 幸治氏 角田 晃一 浦河 オカモトファーム 522＋ 81：52．8� 4．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，009，800円 複勝： 43，178，900円 枠連： 8，668，700円
馬連： 50，462，000円 馬単： 20，808，300円 ワイド： 53，185，800円
3連複： 91，332，500円 3連単： 86，709，200円 計： 384，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 670円 � 210円 � 580円 枠 連（2－3） 890円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 20，800円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 9，310円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 90，960円 3 連 単 ��� 465，660円

票 数

単勝票数 計 300098 的中 � 12171（7番人気）
複勝票数 計 431789 的中 � 14816（10番人気）� 67524（3番人気）� 17399（8番人気）
枠連票数 計 86687 的中 （2－3） 7503（4番人気）
馬連票数 計 504620 的中 �� 4996（27番人気）
馬単票数 計 208083 的中 �� 750（62番人気）
ワイド票数 計 531858 的中 �� 5089（32番人気）�� 1459（48番人気）�� 3572（37番人気）
3連複票数 計 913325 的中 ��� 753（136番人気）
3連単票数 計 867092 的中 ��� 135（763番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．3―13．2―13．0―12．7―12．8―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．7―43．9―56．9―1：09．6―1：22．4―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アイファーテイオー �
�
父 アイファーソング �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．10．1 中京5着

2020．5．6生 牡3黒鹿 母 ピ コ ッ ト 母母 クールグレース 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 チュウワヒーロー号の騎手加藤祥太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）

グリューンヴァルト号の騎手原優介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・13番）
アイファーテイオー号の騎手藤懸貴志は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

02086 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第2競走 1，800�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

33 アグラシアド 牝3鹿 54 北村 友一ライオンレースホース� 中村 直也 新ひだか 矢野牧場 470＋ 21：49．0 2．5�
69 サトノキャサリン 牝3栗 54 西村 淳也里見 治氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 420－ 2 〃 クビ 7．8�
814 デアデルマーレ 牝3鹿 54 団野 大成 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 484－ 2 〃 ハナ 3．6�
712 ア イ ヤ ナ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太水野 淳氏 高橋 義忠 日高 戸川牧場 450＋101：49．1� 336．3�
46 ア イ サ マ ン 牝3鹿 54 藤岡 佑介伊藤 弘人氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 420± 01：49．31� 8．1�
813 ダッチアイリス 牝3黒鹿54 丹内 祐次	杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 424－ 81：49．61� 37．1

711 クレーンロケット 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂	本桐牧場 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 438± 01：49．7� 44．1�
58 アムブロシアー 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大久保龍志 新ひだか 静内フアーム 432－ 6 〃 アタマ 28．5�

11 パルメリータ 牝3栗 54 幸 英明 	キャロットファーム 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 81：50．01� 7．3

34 ジ ー フ ァ ー 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 寺島 良 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464＋ 41：50．1� 48．5�

57 インクルードダイヤ 牝3鹿 54 富田 暁 	シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：50．31� 13．8�
22 チョウウマクイク 牝3鹿 54 丸山 元気丸山 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 420－ 8 〃 クビ 297．6�
610 アイラブユー 牝3黒鹿54 黛 弘人	ミルファーム 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 428＋ 61：50．61� 150．6�
45 タマモガーベラ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 408＋ 41：50．7� 255．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，616，300円 複勝： 50，502，300円 枠連： 7，841，700円
馬連： 47，682，500円 馬単： 19，945，200円 ワイド： 49，939，200円
3連複： 77，915，100円 3連単： 76，090，900円 計： 366，533，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 140円 枠 連（3－6） 810円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 366163 的中 � 115491（1番人気）
複勝票数 計 505023 的中 � 118749（1番人気）� 70950（3番人気）� 88977（2番人気）
枠連票数 計 78417 的中 （3－6） 7424（2番人気）
馬連票数 計 476825 的中 �� 36680（2番人気）
馬単票数 計 199452 的中 �� 10150（3番人気）
ワイド票数 計 499392 的中 �� 41253（2番人気）�� 48773（1番人気）�� 21415（7番人気）
3連複票数 計 779151 的中 ��� 38988（2番人気）
3連単票数 計 760909 的中 ��� 9549（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．3―12．0―12．0―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―49．1―1：01．1―1：13．1―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグラシアド �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Teofilo デビュー 2022．11．20 阪神4着

2020．3．5生 牝3鹿 母 サ ラ シ ー 母母 Marella 4戦1勝 賞金 9，580，000円
〔制裁〕 アムブロシアー号の騎手角田大和は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

第１回 小倉競馬 第８日



02087 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第3競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，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
56．8
56．8

重
重

814� デルマシルフ 牝4鹿 56
53 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 466＋ 8 58．5 11．5�

69 ナツイロノオトメ 牝4青鹿 56
52 ★永島まなみ岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 482－ 6 58．71� 2．6�

22 フレンドパル 牝5鹿 56
54 ◇藤田菜七子前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462＋10 59．23 23．3�

46 � クインズプリーズ 牝4鹿 56 西村 淳也亀田 和弘氏 吉岡 辰弥 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 8 59．3� 6．0�
57 � ブリュットミレジメ 牡4鹿 58 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 522＋10 59．4� 5．6�
813 ア カ ザ 牝4鹿 56 丹内 祐次鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 438＋ 2 59．5クビ 4．0�
34 タイガークリスエス 牡4黒鹿58 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 486－ 4 59．81� 88．2	
33 エヴリーサンクス 牝4鹿 56

54 △原 優介フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B464－ 6 59．9� 136．4

712 フウゲツムヘン 牝4鹿 56

53 ▲佐々木大輔 �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 428± 01：00．32� 82．8�
11 キュートヘスティア 牝4栗 56

55 ☆角田 大和杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 442＋ 21：00．4� 17．9�
45 � コンバットマーチ 牝6芦 56 亀田 温心岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin

& Brian Foret B472－ 91：00．71	 281．2�
58 � スズカロココ 牝6栗 56 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 81：01．01	 43．0�
610 イ カ ロ ス 牡4鹿 58 富田 暁�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B474－181：01．11 20．8�

（13頭）
711 ペイシャカレン 牝4栗 56

53 ▲今村 聖奈北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 456＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，902，000円 複勝： 42，056，900円 枠連： 9，294，300円
馬連： 33，012，200円 馬単： 13，953，900円 ワイド： 38，098，600円
3連複： 43，933，700円 3連単： 40，245，500円 計： 249，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 310円 � 140円 � 430円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，870円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 47，670円

票 数

単勝票数 差引計 289020（返還計 79807） 的中 � 19990（5番人気）
複勝票数 差引計 420569（返還計 75343） 的中 � 29922（5番人気）� 103626（1番人気）� 19863（7番人気）
枠連票数 差引計 92943（返還計 613） 的中 （6－8） 10664（3番人気）
馬連票数 差引計 330122（返還計193207） 的中 �� 12947（6番人気）
馬単票数 差引計 139539（返還計 83215） 的中 �� 2405（16番人気）
ワイド票数 差引計 380986（返還計195180） 的中 �� 12579（10番人気）�� 3293（24番人気）�� 8864（13番人気）
3連複票数 差引計 439337（返還計422779） 的中 ��� 3469（29番人気）
3連単票数 差引計 402455（返還計426422） 的中 ��� 612（166番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．7―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デルマシルフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー

2019．4．27生 牝4鹿 母 ミ ル ト ス 母母 タケショウティアラ 9戦1勝 賞金 18，300，000円
初出走 JRA

〔競走除外・発走状況〕 ペイシャカレン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。枠外へくぐり出た際，疾病〔左前肢挫
創〕を発症したため競走除外。発走時刻9分遅延。
ナツイロノオトメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ペイシャカレン号は，令和5年2月6日から令和5年3月7日まで出走停止。停止期間の満了後に発
走調教再審査。

※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 ラージベル号

02088 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8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3：06．3良

710 イ ロ ゴ ト シ 牡6鹿 60 黒岩 悠内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 476－ 23：09．2 4．1�
22 メリディアンローグ 牡6黒鹿60 大江原 圭山本 英俊氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 492－ 43：10．15 1．8�
44 レディステディゴー 牡5鹿 60 難波 剛健 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 520＋ 23：10．73� 10．6�
68 ドンシャーク 牡4鹿 59 森 一馬山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 508＋ 23：11．65 9．0�
79 トライフォーリアル �6栗 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋ 63：12．45 27．2�
11 パーディシャー 牡6鹿 60 草野 太郎 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 452＋123：12．5� 6．5	
33 アコルドエール �6栗 60 伴 啓太 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 43：14．4大差 26．2

55 � プリンスオブジオン 牡6青鹿60 小野寺祐太 COCORO組合 服部 利之 日高 中川 哲也 472＋103：14．93 208．3�
56 キーストーリー 牡5青 60 中村 将之北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 496＋183：18．9大差 60．5�
812 スズカモービル 牡4栗 59 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460＋ 63：21．7大差 168．1
811 エムズジャガー 牡4黒鹿59 小坂 忠士柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 490＋ 43：22．65 57．7�

（11頭）
67 エンプティチェア 牡6鹿 60

57 ▲小牧加矢太江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，997，200円 複勝： 35，453，800円 枠連： 7，377，400円
馬連： 31，143，500円 馬単： 19，688，800円 ワイド： 29，566，000円
3連複： 57，758，900円 3連単： 89，514，200円 計： 293，499，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 229972 的中 � 44019（2番人気）
複勝票数 計 354538 的中 � 43910（2番人気）� 199273（1番人気）� 24571（4番人気）
枠連票数 計 73774 的中 （2－7） 16046（1番人気）
馬連票数 計 311435 的中 �� 61319（1番人気）
馬単票数 計 196888 的中 �� 16084（3番人気）
ワイド票数 計 295660 的中 �� 47115（1番人気）�� 19067（6番人気）�� 22422（4番人気）
3連複票数 計 577589 的中 ��� 42723（3番人気）
3連単票数 計 895142 的中 ��� 12053（14番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 49．8－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ロ ゴ ト シ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．27 小倉4着

2017．3．7生 牡6鹿 母 イ ロ ジ カ ケ 母母 リッジローズ 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔出走取消〕 エンプティチェア号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 アコルドエール号の騎手石神深一は，第7日第5競走での落馬負傷のため伴啓太に変更。



02089 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第5競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

23 ジオパーククラウン 牡3黒鹿56 団野 大成小関 勝紀氏 長谷川浩大 様似 様似共栄牧場 444 ―2：03．6 23．3�
510 ブレイクボーイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介藤田 晋氏 四位 洋文 洞�湖 レイクヴィラファーム 478 ―2：03．7クビ 5．3�
35 プロミシングギャル 牝3鹿 54 丹内 祐次近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440 ― 〃 クビ 49．7�
47 マコトヴェリーキー 牡3鹿 56 北村 友一�ディアマント 上村 洋行 浦河 辻 牧場 466 ―2：04．01� 7．5�
12 フォティック 牡3芦 56 富田 暁今村 明浩氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 490 ―2：04．1クビ 11．0�
815 セルリアンロケット 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真	イクタ 庄野 靖志 平取 川向高橋育
成牧場 464 ―2：04．52� 29．2


48 オクタグラム 牡3青鹿56 西村 淳也 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474 ―2：04．6� 5．4�
59 スカーレットアリア 牝3鹿 54 野中悠太郎 	社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 458 ―2：04．7� 5．2�
611 ディーエスソフィア 牡3青鹿56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 458 ―2：04．91� 23．1
714 モズマワシゲリ 牡3鹿 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 株式会社

目黒牧場 502 ―2：05．54 14．6�
24 マリノビューティー 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ矢野まり子氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 430 ―2：05．6クビ 53．2�
612 ヴェルミセル 牝3栗 54 浜中 俊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 442 ―2：06．13� 10．1�
36 サンジャックマン 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和 �加藤ステーブル 角田 晃一 平取 清水牧場 478 ―2：06．2� 95．9�
11 シャイニーコンドル 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 518 ―2：06．83� 66．9�
816 ウインリージェント 牡3鹿 56 加藤 祥太�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 472 ―2：07．22� 123．7�
713 ツァウバークライス 牝3黒鹿54 幸 英明吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456 ―2：08．69 9．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，136，800円 複勝： 41，575，600円 枠連： 14，081，100円
馬連： 45，106，100円 馬単： 18，909，600円 ワイド： 49，111，500円
3連複： 76，432，000円 3連単： 71，082，800円 計： 349，435，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 570円 � 200円 � 1，130円 枠 連（2－5） 2，590円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 7，740円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 69，560円 3 連 単 ��� 481，630円

票 数

単勝票数 計 331368 的中 � 11363（10番人気）
複勝票数 計 415756 的中 � 17382（9番人気）� 67030（1番人気）� 8154（12番人気）
枠連票数 計 140811 的中 （2－5） 4203（11番人気）
馬連票数 計 451061 的中 �� 6151（25番人気）
馬単票数 計 189096 的中 �� 964（65番人気）
ワイド票数 計 491115 的中 �� 7070（23番人気）�� 1617（70番人気）�� 2571（54番人気）
3連複票数 計 764320 的中 ��� 824（201番人気）
3連単票数 計 710828 的中 ��� 107（1294番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．8―13．1―13．0―12．4―12．4―12．5―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．3―50．4―1：03．4―1：15．8―1：28．2―1：40．7―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジオパーククラウン �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 バトルプラン 初出走

2020．4．20生 牡3黒鹿 母 ジオパーククイーン 母母 アドマイヤパンチ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ツァウバークライス号は，枠入り不良。

02090 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

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

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

48 トーセンエスクード 牡3鹿 56 丹内 祐次島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－ 41：08．9 2．4�

715 ライクアフラワー 牡3黒鹿56 菱田 裕二大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 494－ 41：09．11� 19．5�
816 サトノグレイト 牡3鹿 56 幸 英明里見 治氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 494＋ 41：09．2アタマ 16．7�
714 カシノインディード 牡3鹿 56 北村 友一柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 458＋ 4 〃 クビ 24．5�
12 アスキーアート 牝3黒鹿54 原田 和真�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 408＋ 21：09．3� 36．9	
817 ワタシハマジョ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 458－ 21：09．61� 382．1

36 ファルマリン 牝3芦 54 富田 暁髙樽さゆり氏 森田 直行 浦河 ディアレスト

クラブ 412－ 41：09．7� 308．8�
35 ジョーイルムシュ 牝3芦 54 松若 風馬上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 450＋ 4 〃 アタマ 39．2�
24 アスクダイアムーン 牡3鹿 56 浜中 俊廣崎利洋HD 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 5．8�
11 サンライズサラー 牡3黒鹿56 西村 淳也ライフハウス 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 454－ 2 〃 ハナ 7．4�
47 サンタアナテソーロ 牝3栗 54

52 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス 栗田 徹 日高 リョーケンファー

ム株式会社 390± 01：09．8クビ 23．4�
818 スカプラリオ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 468－ 61：09．9� 15．4�
59 ハ イ ネ ス 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 410－ 61：10．0� 91．8�
23 イースターエッグ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 432－ 21：10．32 6．0�
510 ニホンピロベイリー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 426－ 41：10．4� 461．4�
713 ゴーゴーオンリー 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子八嶋 長久氏 本間 忍 新ひだか キヨタケ牧場 416 ―1：10．5クビ 74．9�
612 ネ オ ト キ オ 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅兼松 康太氏 池添 学 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 452－ 2 〃 クビ 163．7�

611 ウィズアットダンス 牝3黒鹿 54
51 ▲今村 聖奈 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 406＋141：10．6� 60．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，069，900円 複勝： 50，675，200円 枠連： 14，071，900円
馬連： 55，513，600円 馬単： 22，469，800円 ワイド： 61，959，200円
3連複： 104，083，400円 3連単： 91，131，500円 計： 437，974，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 400円 � 420円 枠 連（4－7） 1，010円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 710円 �� 810円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 28，170円

票 数

単勝票数 計 380699 的中 � 125416（1番人気）
複勝票数 計 506752 的中 � 131743（1番人気）� 26711（6番人気）� 24976（7番人気）
枠連票数 計 140719 的中 （4－7） 10785（3番人気）
馬連票数 計 555136 的中 �� 23659（4番人気）
馬単票数 計 224698 的中 �� 6167（6番人気）
ワイド票数 計 619592 的中 �� 23192（5番人気）�� 20063（8番人気）�� 4819（32番人気）
3連複票数 計1040834 的中 ��� 10153（23番人気）
3連単票数 計 911315 的中 ��� 2345（74番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．7―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンエスクード �
�
父 トーセンラー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2022．11．12 福島2着

2020．4．20生 牡3鹿 母 トーセンアルバータ 母母 Alverta 4戦1勝 賞金 11，800，000円
〔発走状況〕 イースターエッグ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 シンリンゲンカイ号・テーオードリアン号・ミルレーヴ号・ヨドノルーキー号



02091 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時10分 （芝・右）

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

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ラレーヌデリス 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 434－102：01．1 1．7�
22 フィールザオーラ 牝3鹿 54 黛 弘人フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 460－ 22：01．63 7．8�
77 ラバタンシン 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 486－ 42：01．7� 3．9�
89 ド ゥ ワ ー 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 444± 02：02．65 48．3�
33 ウイントルヴェール 牡3青 56

54 ◇藤田菜七子�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：03．23� 87．7	
66 キ ト リ 牝3鹿 54 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 466－102：03．3クビ 21．6

11 クラウンエンペラー 牡3青鹿56 柴山 雄一矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 430＋ 22：03．51� 177．2�
88 ピヌスアモリス 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 478－102：04．03� 4．6�
55 サンシンシア 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔 �加藤ステーブル 新開 幸一 新ひだか 原 弘之 444－ 62：05．17 327．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 35，277，500円 複勝： 54，577，400円 枠連： 6，724，100円
馬連： 39，791，700円 馬単： 24，605，500円 ワイド： 31，879，200円
3連複： 73，224，300円 3連単： 126，774，900円 計： 392，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（2－4） 500円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 300円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，530円

票 数

単勝票数 計 352775 的中 � 159450（1番人気）
複勝票数 計 545774 的中 � 329336（1番人気）� 47442（4番人気）� 69949（2番人気）
枠連票数 計 67241 的中 （2－4） 10297（3番人気）
馬連票数 計 397917 的中 �� 82515（3番人気）
馬単票数 計 246055 的中 �� 32005（3番人気）
ワイド票数 計 318792 的中 �� 53797（2番人気）�� 46537（3番人気）�� 22253（5番人気）
3連複票数 計 732243 的中 ��� 136317（2番人気）
3連単票数 計1267749 的中 ��� 60041（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．8―48．3―1：00．7―1：13．2―1：25．6―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラレーヌデリス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．11．27 東京2着

2020．1．27生 牝3鹿 母 レ イ リ オ ン 母母 リ リ サ イ ド 2戦1勝 賞金 8，300，000円

02092 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時40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
2：30．1
2：28．6

不良
不良

811 ケリーズノベル �4鹿 57 富田 暁 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム B524＋162：35．4 37．3�
11 フロンタルジェダイ 牡4栗 57 菱田 裕二髙橋 正雄氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B516－ 22：36．14 3．7�
56 タマモモンレーブ 牡4芦 57 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502－ 42：36．63 25．0�
710 タマモエイトビート 牡4鹿 57 田中 健タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 512－ 62：36．81 6．1�
67 � ダノンフロンティア 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 愛 Fethard

Bloodstock 502＋ 4 〃 アタマ 4．5	
33 アンノウンウォリア 牡4黒鹿57 藤懸 貴志
田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 458－ 4 〃 ハナ 99．3�
55 グランメテオール �5栗 58

54 ★永島まなみ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：36．9クビ 41．3�
79 イーサンバーニング 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 508＋ 4 〃 アタマ 5．7
812 シュガーコルト �4鹿 57

54 ▲今村 聖奈飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B496－122：37．11 7．5�
44 メイショウシヅキ 牡4鹿 57

56 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 470－ 62：37．31� 44．3�
68 � ワンダフルヘヴン 牝4青鹿55 西村 淳也�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B482－ 42：37．62 17．9�
22 サムハンター 牡5栗 58 野中悠太郎�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 506＋ 42：38．02� 8．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，846，000円 複勝： 43，560，200円 枠連： 9，150，600円
馬連： 40，390，700円 馬単： 18，159，700円 ワイド： 42，676，100円
3連複： 71，146，700円 3連単： 76，811，900円 計： 333，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，730円 複 勝 � 840円 � 190円 � 490円 枠 連（1－8） 1，080円

馬 連 �� 7，570円 馬 単 �� 25，220円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 9，600円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 45，960円 3 連 単 ��� 350，240円

票 数

単勝票数 計 318460 的中 � 6823（9番人気）
複勝票数 計 435602 的中 � 11356（10番人気）� 78204（1番人気）� 20723（8番人気）
枠連票数 計 91506 的中 （1－8） 6514（5番人気）
馬連票数 計 403907 的中 �� 4133（28番人気）
馬単票数 計 181597 的中 �� 540（80番人気）
ワイド票数 計 426761 的中 �� 4662（27番人気）�� 1122（60番人気）�� 7002（18番人気）
3連複票数 計 711467 的中 ��� 1161（129番人気）
3連単票数 計 768119 的中 ��� 159（810番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．4―13．5―13．5―13．3―13．3―12．8―12．2―12．5―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．0―38．4―51．9―1：05．4―1：18．7―1：32．0―1：44．8―1：57．0―2：09．5―2：22．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケリーズノベル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tapit デビュー 2021．9．26 中山14着

2019．5．7生 �4鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 5戦1勝 賞金 10，080，000円
〔その他〕 フロンタルジェダイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フロンタルジェダイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月5日まで出走できない。



02093 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第9競走 1，200�
お う ま

合 馬 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

36 タイセイブリリオ 牡4鹿 58 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 村田牧場 478＋ 61：08．1 5．8�
713 ヤマニンアンフィル 牝4青鹿56 団野 大成土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 462－ 21：08．41� 10．3�
11 タガノスペルノヴァ 牡5青鹿58 高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430＋ 61：08．61� 83．8�
817 ダブルスナッチ 牝5鹿 56 勝浦 正樹 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 4 〃 ハナ 41．1�
510 ミッキーチャレンジ 牡4鹿 58 西村 淳也野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B496－ 61：08．7クビ 3．1�
612 ウナギノボリ 牡4黒鹿58 富田 暁小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 466＋ 2 〃 アタマ 16．8	
48 ニューノーマル 牝4鹿 56 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 ハナ 47．3

816 ゼンノテンバ 牝4栗 56 原 優介大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 438＋ 21：08．8� 70．1�
611 ビップシュプリーム 牝4鹿 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 504－ 41：09．01 6．6�
47 スクリーンショット 牝4栗 56 丹内 祐次小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B490－101：09．1� 9．5
23 � パルフェアンジュ 牝7栗 56 北村 友一�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 472－10 〃 クビ 338．2�
818 トリップトゥムーン 牡4黒鹿58 菱田 裕二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 458＋ 61：09．2アタマ 11．3�
24 � タマモテラコッタ 牡4芦 58 亀田 温心タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B488＋ 2 〃 クビ 49．8�
35 ジョーブリッランテ 牡4栗 58 丸山 元気上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 510＋ 2 〃 アタマ 18．9�
12 マイネルチューダ 牡6鹿 58 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 466＋ 21：09．3クビ 58．1�
715 テーオースパロー 牡4黒鹿58 藤岡 佑介小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 500＋ 2 〃 ハナ 12．0�
59 ショウナンナウシカ 牝4鹿 56 小沢 大仁国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 470＋ 61：09．4� 143．0�
714 エヴァジョーネ 牝6黒鹿56 今村 聖奈 �社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム B430－ 4 〃 ハナ 91．9�
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売 得 金
単勝： 48，490，800円 複勝： 64，645，600円 枠連： 18，215，500円
馬連： 80，887，300円 馬単： 30，029，800円 ワイド： 89，636，900円
3連複： 160，801，000円 3連単： 151，300，700円 計： 644，007，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 280円 � 320円 � 1，550円 枠 連（3－7） 1，260円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 8，840円 �� 9，380円

3 連 複 ��� 121，690円 3 連 単 ��� 431，860円

票 数

単勝票数 計 484908 的中 � 66228（2番人気）
複勝票数 計 646456 的中 � 67249（3番人気）� 56397（4番人気）� 9279（14番人気）
枠連票数 計 182155 的中 （3－7） 11121（5番人気）
馬連票数 計 808873 的中 �� 19265（12番人気）
馬単票数 計 300298 的中 �� 3605（20番人気）
ワイド票数 計 896369 的中 �� 19337（11番人気）�� 2569（74番人気）�� 2421（80番人気）
3連複票数 計1608010 的中 ��� 991（296番人気）
3連単票数 計1513007 的中 ��� 254（1184番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイブリリオ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．22 小倉1着

2019．3．11生 牡4鹿 母 メ リ オ ー ル 母母 メリュジーヌ 12戦2勝 賞金 31，962，000円
〔制裁〕 トリップトゥムーン号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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。
（非当選馬） 5頭 クインズコスモス号・グレイトミッション号・コスモサンレミ号・ニホンピロポート号・ネイキッドハート号
（非抽選馬） 4頭 エイシンディアデム号・スカイトレイル号・バトルシャイニング号・ピンクセイラー号

02094 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第10競走 ��1，700�
ゆ ふ い ん

由 布 院 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．2．5以降R5．1．29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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

612 イチネンエーグミ 牡4鹿 56 団野 大成藤本 彰氏 茶木 太樹 新ひだか 前田牧場 558＋ 61：45．8 18．6�
47 メイショウホマレ 牝4黒鹿55 小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460＋ 2 〃 アタマ 4．1�
11 タイキドミニオン 牡5鹿 57 松若 風馬�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B528± 01：46．01� 6．2�
48 ワンダーブレット �4鹿 55 小牧 太山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 500± 01：46．1クビ 5．3�
713 マジックスピーチ �6黒鹿55 今村 聖奈前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 468－ 21：46．31� 5．8	
12 コスモルーテウス 牡4栗 54 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 468± 0 〃 ハナ 50．4

36 ヴィブラフォン 牝4栗 53 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 448± 01：46．61� 15．1�
59 � フローラルドレス 牝6鹿 51 古川 奈穂髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 432＋ 8 〃 ハナ 100．7�
510 サトノスライヴ 牡6黒鹿55 亀田 温心里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B528＋ 4 〃 クビ 16．0
816 サンライズグリット 牡5栗 54 角田 大和松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：47．34 43．5�
611 トーホウボルツ 牡5黒鹿55 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B486－ 2 〃 クビ 30．7�
815 ユ ウ ゲ ン 牡6鹿 56 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 498＋ 21：47．4� 13．2�
24 サバンナモンキー 牡4黒鹿54 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 B466－ 4 〃 クビ 85．8�
35 ビーアイフェリペ 牡5栗 55 幸 英明馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム B524－ 41：47．5� 18．6�
23 フラッグアドミラル 牡9黒鹿55 佐々木大輔岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 486＋ 81：48．56 161．7�
714 ダイシンピスケス 牡5鹿 57 西村 淳也大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 504－ 81：48．6� 13．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，615，800円 複勝： 67，832，300円 枠連： 20，962，600円
馬連： 95，170，700円 馬単： 31，061，600円 ワイド： 96，593，600円
3連複： 156，589，900円 3連単： 157，094，200円 計： 675，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 480円 � 170円 � 240円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 10，940円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 2，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 8，160円 3 連 単 ��� 68，320円

票 数

単勝票数 計 506158 的中 � 21726（10番人気）
複勝票数 計 678323 的中 � 29102（9番人気）� 128437（1番人気）� 73809（4番人気）
枠連票数 計 209626 的中 （4－6） 10026（7番人気）
馬連票数 計 951707 的中 �� 17289（16番人気）
馬単票数 計 310616 的中 �� 2129（44番人気）
ワイド票数 計 965936 的中 �� 16753（16番人気）�� 11557（30番人気）�� 47185（2番人気）
3連複票数 計1565899 的中 ��� 14381（20番人気）
3連単票数 計1570942 的中 ��� 1667（214番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．1―12．7―12．6―12．0―12．5―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．2―42．9―55．5―1：07．5―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．3
1
3
7，12（1，3，8）16，14（2，4，6）11（5，10，15）9，13・（7，12）（1，8，16）（2，4）（3，14）（5，6，11）（10，15）9－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イチネンエーグミ �
�
父 ポアゾンブラック �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．7．3 福島1着

2019．3．10生 牡4鹿 母 アマノブラウニイー 母母 エイユーヴィーナス 9戦3勝 賞金 35，198，000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 サヴァビアン号・フームスムート号・メイショウヨシテル号



02095 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第11競走 ��
��2，000�

かんもんきょう

関門橋ステークス
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：4歳56�5歳以上57�，
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，�：4歳56�5歳
以上57�，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）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

713 ディープモンスター 牡5青鹿57 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 464± 01：57．9 2．8�
34 ダンディズム 	7黒鹿57 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 478＋ 61：58．21
 12．1�
712 ビッグリボン 牝5鹿 55 西村 淳也石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 502－101：58．41
 3．5�
11 バ ジ オ ウ 牡5鹿 57 菱田 裕二鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 480＋ 81：58．71
 7．7�
58 ジェットモーション 	7黒鹿57 藤岡 佑介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B546＋16 〃 クビ 46．4�
815 プレシャスブルー 牡9鹿 57 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438－ 41：58．8クビ 74．0	
46 ニホンピロスクーロ 	6青鹿57 高倉 稜小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B502＋ 21：59．01� 48．1

610 ゴールドギア 牡8黒鹿58 丸山 元気有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B490＋ 8 〃 クビ 93．8�
814 プリマヴィスタ 牡6栗 57 幸 英明加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 41：59．1� 16．0�
35 レッドベルオーブ 牡5青鹿58 北村 友一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－18 〃 ハナ 5．7
22 ラ セ ッ ト 牡8鹿 58 加藤 祥太桂土地� 庄野 靖志 浦河 三好牧場 488－ 61：59．2クビ 50．2�
47  ナ イ マ マ 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 日高 道見牧場 484－ 4 〃 クビ 30．7�
23 ヴァンランディ 牡7鹿 57 団野 大成 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：59．3
 112．5�
611 エヴァーガーデン 牝6黒鹿55 黛 弘人 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 21：59．61
 27．2�
59 バイオスパーク 牡8黒鹿59 角田 大和宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 484＋222：00．34 272．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，640，500円 複勝： 92，041，600円 枠連： 48，042，700円
馬連： 210，247，000円 馬単： 79，476，200円 ワイド： 162，705，400円
3連複： 384，147，500円 3連単： 424，719，500円 計： 1，487，020，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 230円 � 140円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 640円 �� 220円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 856405 的中 � 240904（1番人気）
複勝票数 計 920416 的中 � 230068（1番人気）� 75756（5番人気）� 180643（2番人気）
枠連票数 計 480427 的中 （3－7） 87977（1番人気）
馬連票数 計2102470 的中 �� 89750（6番人気）
馬単票数 計 794762 的中 �� 21409（9番人気）
ワイド票数 計1627054 的中 �� 59042（5番人気）�� 221919（1番人気）�� 44871（10番人気）
3連複票数 計3841475 的中 ��� 144159（3番人気）
3連単票数 計4247195 的中 ��� 28224（19番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―10．8―11．5―11．4―11．7―12．4―12．7―12．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．9―33．7―45．2―56．6―1：08．3―1：20．7―1：33．4―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープモンスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2020．10．31 京都1着

2018．3．5生 牡5青鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 11戦4勝 賞金 100，162，000円
〔制裁〕 ディープモンスター号の騎手浜中俊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）

ディープモンスター号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

02096 2月5日 晴 良 （5小倉1） 第8日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

12 � モズゴールドバレル 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-
sley Thompson 434－ 41：47．0 7．0�

59 ロ ム ネ ヤ 牝4鹿 55
52 ▲今村 聖奈金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 414－ 41：47．1クビ 8．0�
11 � ピエドラアギーラ 牡5鹿 58 団野 大成ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

482－10 〃 クビ 59．5�
23 ロードラプソディ 牡4鹿 57 松若 風馬 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 498＋101：47．52� 49．6�
36 フ ォ レ ス タ 牝5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 長浜 秀昭 418－ 2 〃 アタマ 6．2	
510 ヴィスパメンテ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋101：47．6クビ 3．3

714 エイムトゥルー 牡5青鹿58 幸 英明吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 2 〃 クビ 10．3�
47 クラシックステップ 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：47．81 3．4�
48 � キ ヨ ラ 牝5鹿 56

54 △原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 472－ 61：48．11� 255．4
611� ユ イ 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434－23 〃 アタマ 69．8�
815 ヒルノアントラ 	6青鹿58 勝浦 正樹�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B460± 01：48．2� 43．8�
612 タイニープライド 牝4鹿 55 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B442－ 2 〃 クビ 262．6�
713 フィルムスコア 牝5黒鹿 56

52 ★永島まなみ水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 454＋ 41：48．41
 49．4�
24 � ヨ ン ウ ォ ニ 牝6鹿 56

53 ▲水沼 元輝�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 460＋ 61：48．5クビ 363．7�
35 ク オ ン タ ム 牝5芦 56 黛 弘人�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 B452－ 41：48．71
 220．9�
816 マイネルパリオート 牡5鹿 58 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474± 01：49．23� 32．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，305，500円 複勝： 90，648，700円 枠連： 28，947，400円
馬連： 125，728，400円 馬単： 45，725，100円 ワイド： 117，524，100円
3連複： 208，782，000円 3連単： 224，882，400円 計： 922，543，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 290円 � 310円 � 1，130円 枠 連（1－5） 910円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 980円 �� 3，840円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 32，910円 3 連 単 ��� 154，540円

票 数

単勝票数 計 803055 的中 � 90538（4番人気）
複勝票数 計 906487 的中 � 89373（4番人気）� 81780（5番人気）� 18100（10番人気）
枠連票数 計 289474 的中 （1－5） 24414（3番人気）
馬連票数 計1257284 的中 �� 39735（11番人気）
馬単票数 計 457251 的中 �� 6847（20番人気）
ワイド票数 計1175241 的中 �� 32050（12番人気）�� 7747（41番人気）�� 5104（47番人気）
3連複票数 計2087820 的中 ��� 4758（95番人気）
3連単票数 計2248824 的中 ��� 1055（438番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．9―47．7―59．7―1：11．6―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�モズゴールドバレル �
�
父 Optimizer �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2021．12．19 中京1着

2019．5．19生 牝4黒鹿 母 Sweeter Still 母母 Beltisaal 9戦2勝 賞金 22，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 タイニープライド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競走に出走でき

ない。

３レース目



（5小倉1）第8日 2月5日（日曜日） 晴 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

210，620，000円
5，620，000円
31，600，000円
1，760，000円
26，860，000円
78，700，000円
5，406，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
521，908，100円
676，748，500円
193，378，000円
855，135，700円
344，833，500円
822，875，600円
1，506，147，000円
1，616，357，700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 6，537，384，100円

総入場人員 7，081名 （有料入場人員 6，559名）



令和5年度 第1回小倉競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，353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

1，645，530，000円
36，060，000円
231，080，000円
12，080，000円
205，700，000円
612，847，500円
45，526，500円
12，988，800円

勝馬投票券売得金
3，944，096，800円
5，240，730，800円
1，381，525，600円
6，305，314，200円
2，633，974，400円
6，214，852，200円
11，106，276，600円
11，988，330，000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 48，815，100，600円

総入場延人員 48，995名 （有料入場延人員 45，446名）
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