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05001 2月11日 晴 不良 （5小倉2） 第1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 5，500，000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

713 ワイドカイゼリン 牝3鹿 54 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 奥村 豊 日高 槇本牧場 474－ 21：46．2 2．8�
48 グッドハビッツ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 真歌田中牧場 408± 01：46．31 20．0�
59 カ ン ノ ー リ 牝3鹿 54 富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 424－101：46．5� 44．5�
510 レ オ キ ー 牝3栗 54 幸 英明親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 大狩部牧場 482＋ 4 〃 クビ 3．4�
12 エーテルノカゼ 牝3栗 54 西村 淳也藤田 岳彦氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 21：46．71 11．6�
35 テイエムユキフブキ 牝3芦 54 藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 静内白井牧場 470± 0 〃 ハナ 83．2	
24 リグレイアー 牝3黒鹿54 亀田 温心上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 464± 01：46．8� 4．9

23 シャイナライ 牝3鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 432－ 4 〃 ハナ 263．1�
36 ビッグヒップ 牝3黒鹿 54

53 ☆角田 大和フィールドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：47．11� 11．4
815 シルバービスケッツ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大島川 利子氏 新開 幸一 日高 日西牧場 430－ 21：47．41� 72．8�
47 アエディフィカータ 牝3鹿 54 松田 大作今村 明浩氏 武 英智 むかわ 上水牧場 438－ 4 〃 ハナ 34．3�
612 ドナビスケット 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁山田 容子氏 牧浦 充徳 むかわ 市川牧場 418－ 61：48．46 47．8�
714 メイショウリリアム 牝3芦 54

51 ▲今村 聖奈松本 好雄氏 高橋 亮 新ひだか 静内白井牧場 454－ 6 〃 ハナ 21．8�
611 ポピュラーダンサー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太吉田 千津氏 加用 正 千歳 社台ファーム 436－121：48．5� 38．3�
816 パープルダイヤ 牝3鹿 54 斎藤 新�木村牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム 436＋ 81：49．03 219．7�
11 プレンティーハーツ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔中村 孝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478± 01：50．48 159．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，817，300円 複勝： 41，179，000円 枠連： 8，722，600円
馬連： 43，489，900円 馬単： 19，960，100円 ワイド： 48，936，500円
3連複： 84，167，200円 3連単： 80，020，500円 計： 352，293，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 390円 � 770円 枠 連（4－7） 1，390円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，750円 �� 5，690円

3 連 複 ��� 21，280円 3 連 単 ��� 73，990円

票 数

単勝票数 計 258173 的中 � 72290（1番人気）
複勝票数 計 411790 的中 � 91906（2番人気）� 23920（6番人気）� 11012（8番人気）
枠連票数 計 87226 的中 （4－7） 4847（5番人気）
馬連票数 計 434899 的中 �� 11443（11番人気）
馬単票数 計 199601 的中 �� 3682（11番人気）
ワイド票数 計 489365 的中 �� 12741（12番人気）�� 7196（20番人気）�� 2148（44番人気）
3連複票数 計 841672 的中 ��� 2966（57番人気）
3連単票数 計 800205 的中 ��� 784（209番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．0―13．3―12．5―12．3―12．6―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．1―43．4―55．9―1：08．2―1：20．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
・（2，7）9（4，13）（6，14）10，1（8，15）（5，11）12，3－16・（2，7，9）（4，8，13）（6，10，14）（5，11）（3，15）－12＝1，16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドカイゼリン �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2022．10．22 阪神4着

2020．4．3生 牝3鹿 母 ワイルドシンガー 母母 ウインルーシッド 6戦1勝 賞金 9，150，000円

05002 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

56 サンライズタイソン 牡3鹿 56 北村 友一�ライフハウス 平田 修 日高 下河辺牧場 418－ 61：50．0 6．5�
710 ウ マ ピ ョ イ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和大田 恭充氏 角田 晃一 新冠 中山 高鹿康 442＋ 21：50．31� 5．7�
68 ア ラ メ ダ 牝3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432－ 41：50．51 2．0�
812 ハ ガ ネ 牡3鹿 56 斎藤 新佐藤 守宏氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 クビ 20．9�
45 コイニョウボウ 牝3黒鹿54 幸 英明岡 浩二氏 中尾 秀正 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 404＋ 41：50．71� 28．5�
44 シャドウレディー 牝3鹿 54 西村 淳也飯塚 知一氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 430－ 8 〃 クビ 14．3	
22 コスモアメジスト 牝3芦 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 61：50．8� 37．9�
813 シルバープリペット 牡3芦 56 嶋田 純次
ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 456－ 21：50．9クビ 42．1�
69 エイトキングゴッド 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：51．0� 33．6
33 ナンヨークリスタル 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 21：51．1� 6．2�
11 メイショウケンセイ 牡3青 56 富田 暁松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 440＋ 41：51．2� 28．9�
711 ロンスアンドロンス 牡3青鹿 56

55 ☆小沢 大仁熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 438－ 41：51．51� 422．1�
57 リッタースポーツ 牡3黒鹿56 松若 風馬山口 正行氏 �島 一歩 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466± 01：51．92� 295．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，404，900円 複勝： 50，514，600円 枠連： 8，360，200円
馬連： 46，765，000円 馬単： 22，982，200円 ワイド： 53，256，600円
3連複： 79，824，100円 3連単： 83，086，600円 計： 379，194，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 150円 � 140円 � 110円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 500円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 344049 的中 � 42267（4番人気）
複勝票数 計 505146 的中 � 68397（3番人気）� 73395（2番人気）� 170817（1番人気）
枠連票数 計 83602 的中 （5－7） 8501（4番人気）
馬連票数 計 467650 的中 �� 21591（5番人気）
馬単票数 計 229822 的中 �� 5512（10番人気）
ワイド票数 計 532566 的中 �� 24234（5番人気）�� 57675（1番人気）�� 51118（2番人気）
3連複票数 計 798241 的中 ��� 56399（1番人気）
3連単票数 計 830866 的中 ��� 7649（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―37．4―50．0―1：02．3―1：14．2―1：26．2―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズタイソン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．12．11 阪神8着

2020．3．14生 牡3鹿 母 マイアトラクション 母母 マーキーアトラクション 3戦1勝 賞金 6，900，000円

第２回 小倉競馬 第１日



05003 2月11日 晴 不良 （5小倉2） 第1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

46 デルマカミーラ 牝4芦 56 浜中 俊浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新冠 協和牧場 472－ 2 57．2 2．8�
814 エ バ ニ ス タ 牡4鹿 58

55 ▲鷲頭 虎太畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 476± 0 57．84 27．7�
45 ヤマタカフェイス 牡4青鹿58 国分 優作 STレーシング 辻野 泰之 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 6 57．9アタマ 4．5�
33 テイエムヒマラヤ 牡4鹿 58 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B470＋ 2 〃 クビ 5．0�
11 ワンエルメス 牝4栗 56 丸山 元気嶋田 賢氏 大和田 成 日高 門別牧場 460－ 8 58．32� 11．5�
22 サンランシング 牝5青鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �加藤ステーブル 堀内 岳志 日高 株式会社
ケイズ B480＋ 6 58．61� 7．8	

34 ラ ー ジ ベ ル 牝4鹿 56
55 ☆秋山 稔樹�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 484＋10 〃 クビ 21．8


69 クリノアンビシャス �5青鹿58 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 480－ 8 58．7クビ 50．2�
712� ニ シ ノ コ チ 牝4鹿 56

53 ▲佐々木大輔西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 490＋ 6 58．91� 15．8�
610 キリシマタウン 牡4栗 58

55 ▲水沼 元輝西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 462＋ 2 59．0� 26．1
58 ネイキッドハート 牝4青鹿 56

55 ☆角田 大和スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 422－ 4 59．1� 22．9�
711� アルティマボス 牡4黒鹿 58

56 △小林 凌大�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 B528± 0 59．2クビ 111．9�
813� フラスティー 牝4黒鹿 56

54 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 428－ 4 〃 クビ 120．7�
57 スズカメジャー 牡9鹿 58 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 504－ 61：00．15 129．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，754，800円 複勝： 44，753，800円 枠連： 9，530，100円
馬連： 46，519，600円 馬単： 20，786，600円 ワイド： 49，511，400円
3連複： 79，923，800円 3連単： 81，219，700円 計： 361，999，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 540円 � 180円 枠 連（4－8） 2，150円

馬 連 �� 5，170円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 410円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 34，610円

票 数

単勝票数 計 297548 的中 � 82461（1番人気）
複勝票数 計 447538 的中 � 90906（1番人気）� 15564（10番人気）� 70191（3番人気）
枠連票数 計 95301 的中 （4－8） 3430（9番人気）
馬連票数 計 465196 的中 �� 6961（17番人気）
馬単票数 計 207866 的中 �� 2032（27番人気）
ワイド票数 計 495114 的中 �� 8219（16番人気）�� 33870（2番人気）�� 7098（22番人気）
3連複票数 計 799238 的中 ��� 10881（17番人気）
3連単票数 計 812197 的中 ��� 1701（104番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．4―45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．8
3 6，12（1，4，14）（3，10，11）（5，13）－（2，8）－9，7 4 6－12（1，14）（3，4）5，10（2，13，11）（8，9）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマカミーラ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2022．4．30 福島6着

2019．5．19生 牝4芦 母 ワンズガーホッド 母母 エールノコイビト 9戦1勝 賞金 10，880，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 フラスティー号は，枠内駐立不良〔突進〕。

05004 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1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

812 ダンツキタイ 牝4黒鹿57 ▲小牧加矢太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 488＋ 23：13．2 4．1�
67 � トーセンオリジン 牡6鹿 60 江田 勇亮本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 462＋103：14．05 21．5�
68 � アスタースウィング 牡9栗 60 西谷 誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 524＋ 23：14．1� 2．3�
710 ライブリスマイル 牡4鹿 59 難波 剛健加藤 哲郎氏 森田 直行 宮城 早坂牧場 488－ 43：14．2� 4．8�
56 ワイドレッジャドロ 牡6黒鹿60 小野寺祐太幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 522＋ 43：15．05 11．0�
811 トーセンクライマー 牡5芦 60 西村 太一島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム B474＋ 43：15．53 61．1	
44 オーホンブリック 牡5鹿 60 森 一馬
ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 43：15．7	 8．5�
33 ウェイマーク 牝4鹿 57 草野 太郎吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 500＋ 43：15．8	 45．2�
79 � クリノサンシャイン 牝6鹿 58 井上 敏樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 438－123：16．65 262．6
55 ホウオウカトリーヌ 牝7鹿 58 蓑島 靖典小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 492－ 63：18．6大差 117．6�
11 �� サンメディル 
6鹿 60 鈴木 慶太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

502＋ 63：22．2大差 116．2�
22 ヴェスターヴァルト 
6鹿 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 （競走中止） 13．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，547，900円 複勝： 24，114，200円 枠連： 6，258，500円
馬連： 26，257，200円 馬単： 14，025，600円 ワイド： 26，119，500円
3連複： 50，087，100円 3連単： 59，485，500円 計： 224，895，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 260円 � 120円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 810円 �� 240円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 13，240円

票 数

単勝票数 計 185479 的中 � 35625（2番人気）
複勝票数 計 241142 的中 � 46673（2番人気）� 15581（6番人気）� 71070（1番人気）
枠連票数 計 62585 的中 （6－8） 11324（1番人気）
馬連票数 計 262572 的中 �� 7199（12番人気）
馬単票数 計 140256 的中 �� 2386（18番人気）
ワイド票数 計 261195 的中 �� 7393（12番人気）�� 32023（1番人気）�� 11683（7番人気）
3連複票数 計 500871 的中 ��� 20770（5番人気）
3連単票数 計 594855 的中 ��� 3255（42番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．9－3F 40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
8＝12，6＝（10，7）＝4－（11，9）＝（5，2）－1，3
8－12－6－10＝7＝（4，11）－9－3＝5＝1，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキタイ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2021．12．26 阪神3着

2019．2．16生 牝4黒鹿 母 ル ド ラ 母母 Remote Romance 障害：5戦1勝 賞金 13，900，000円
〔競走中止〕 ヴェスターヴァルト号は，競走中に異常歩様となったため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ヴェスターヴァルト号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンシロウ号



05005 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 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3：06．3良

55 � フォッサマグナ �7黒鹿60 伴 啓太吉田 和美氏 黒岩 陽一 米 Lofts Hall
Stud 486＋123：12．3 2．2�

66 オメガエリタージュ �6青鹿60 森 一馬原 �子氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 442＋ 43：12．41 10．1�
44 クリノオウジャ 牡7鹿 60 難波 剛健栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B458＋ 83：12．5	 23．0�
67 レザネフォール 牡6黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468－ 63：12．82 5．9�

79 テイエムチューハイ 牡9黒鹿60 小野寺祐太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B466＋ 23：12．9
 14．9�
33 � ストレイライトラン �8黒鹿60 草野 太郎 �ローレルレーシング 和田正一郎 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 508＋ 83：14．17 85．0	
811 イ ベ リ ア 牡8黒鹿60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 514－18 〃 アタマ 12．8

810 ホッコーハナミチ �5鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 464－ 23：14．31 4．9�
11 � ブラックワンダー �7青鹿60 鈴木 慶太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 454± 0 〃 アタマ 61．7�
22 エナジーロッソ 牝5鹿 58 平沢 健治 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B492－ 63：16．7大差 10．0
78 モ ー ガ ン 牡5栗 60 西谷 誠林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 486－ 23：16．91 52．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，148，600円 複勝： 25，638，500円 枠連： 7，955，400円
馬連： 29，155，400円 馬単： 14，809，800円 ワイド： 28，455，800円
3連複： 55，146，900円 3連単： 64，952，000円 計： 250，262，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 270円 � 500円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，760円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 241486 的中 � 86722（1番人気）
複勝票数 計 256385 的中 � 57510（1番人気）� 22290（5番人気）� 10412（8番人気）
枠連票数 計 79554 的中 （5－6） 11186（2番人気）
馬連票数 計 291554 的中 �� 13882（6番人気）
馬単票数 計 148098 的中 �� 5355（5番人気）
ワイド票数 計 284558 的中 �� 11355（6番人気）�� 4067（25番人気）�� 4215（24番人気）
3連複票数 計 551469 的中 ��� 4146（40番人気）
3連単票数 計 649520 的中 ��� 1539（112番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 53．6－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フォッサマグナ �
�
父 War Front �

�
母父 Lahib デビュー 2018．12．2 中京1着

2016．4．3生 �7黒鹿 母 River Belle 母母 Dixie Favor 障害：3戦2勝 賞金 22，600，000円
〔制裁〕 ホッコーハナミチ号の騎手黒岩悠は，2周目3コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

05006 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1日 第6競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

816 タツダイヤモンド 牡3鹿 56 藤岡 康太鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか ニッコウファーム 486＋ 21：08．8 4．0�
714 ゴ コ ウ サ ス 牡3黒鹿56 浜中 俊岡 浩二氏 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：08．9クビ 4．2�
48 エーデルサンライズ 牝3鹿 54 西村 淳也松岡 隆雄氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 418－ 81：09．0� 6．8�
23 ヨドノルーキー 牡3鹿 56 藤岡 佑介海原 聖一氏 飯田 雄三 浦河 林農場 394＋ 21：09．11 83．6�
713 クリノアグレッシブ 牡3青鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 安平 ゼットステーブル 498＋ 81：09．2� 7．8�
510 マ ー レ イ ン 牝3栗 54 菱田 裕二今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 464－ 81：09．62 37．7�
611 クリノエンジェル 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 川島 正広 458－ 4 〃 ハナ 13．6	
818 ミ ル レ ー ヴ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝
ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 B434± 0 〃 ハナ 319．5�
715 ダイシンベスパ 牝3栗 54 富田 暁大八木秀子氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 376－ 81：09．81� 438．3�
817 シ ャ コ ン ヌ 牡3鹿 56 丹内 祐次村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 8 〃 クビ 50．7
59 テイエムクリエイト 牡3鹿 56 黛 弘人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 スウィング

フィールド牧場 438－ 41：10．01� 108．6�
47 ニシノリンドウ 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂西山 茂行氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 496－ 21：10．1クビ 82．4�
35 スクリプタム 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 広富牧場 462－ 4 〃 クビ 211．1�

36 キースケデシュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹
高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 4 〃 アタマ 172．0�
12 グ ス タ ー ル 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝 
ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：10．41� 5．4�
11 ケサランパサラン 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 416－ 2 〃 クビ 117．8�
612 サンスレッド 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �加藤ステーブル 深山 雅史 浦河 成隆牧場 458－ 21：10．61 25．6�
24 メーテルコート 牝3鹿 54 藤懸 貴志
ヤナガワ牧場 加用 正 日高 ヤナガワ牧場 456－ 41：10．92 10．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，833，600円 複勝： 42，852，800円 枠連： 9，432，600円
馬連： 43，459，100円 馬単： 17，306，800円 ワイド： 48，433，400円
3連複： 77，637，300円 3連単： 76，313，400円 計： 347，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 180円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 390円 �� 590円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 318336 的中 � 62383（1番人気）
複勝票数 計 428528 的中 � 76867（2番人気）� 86044（1番人気）� 54392（3番人気）
枠連票数 計 94326 的中 （7－8） 14845（1番人気）
馬連票数 計 434591 的中 �� 34269（1番人気）
馬単票数 計 173068 的中 �� 7092（1番人気）
ワイド票数 計 484334 的中 �� 32620（1番人気）�� 20455（5番人気）�� 24194（2番人気）
3連複票数 計 776373 的中 ��� 29774（1番人気）
3連単票数 計 763134 的中 ��� 7987（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．2―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．3―45．0―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツダイヤモンド �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2022．10．15 阪神6着

2020．4．13生 牡3鹿 母 オリオンザブラック 母母 カ ユ ガ 4戦1勝 賞金 7，630，000円
〔発走状況〕 ダイシンベスパ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ダイシンベスパ号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アンジュアムール号・コウセイエミオト号・ヒットザフロント号・ピンポンマム号



05007 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1日 第7競走 1，800�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

若手騎手；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

78 ニホンピロキーフ 牡3青鹿56 富田 暁小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462－ 61：49．2 2．0�
67 スリリングチェイス 牡3黒鹿56 斎藤 新吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 502 ―1：49．62� 14．2�
811 ワカタツフェイス 牝3青鹿54 西村 淳也 STレーシング 森田 直行 浦河 猿橋 義昭 446－10 〃 クビ 4．6�
79 ハレアカラフラ 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462± 01：49．7クビ 4．8�

33 プ レ ッ ジ 牝3鹿 54
51 ▲佐々木大輔飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：50．23� 7．0�

55 フルラインナップ 牡3鹿 56
54 △小林 凌大平田 修氏 小島 茂之 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 452± 01：50．3クビ 12．6	

22 シホノインプルソ 牡3青鹿 56
55 ☆松本 大輝村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 61：50．83 65．8


44 テーオーレーズン 牝3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 426－ 21：51．22� 147．4�

66 オ ザ ナ リ 牝3鹿 54
51 ▲水沼 元輝由井健太郎氏 深山 雅史 日高 西野 春樹 380－ 6 〃 クビ 156．1�

11 テ ィ リ ア 牝3鹿 54 亀田 温心德永 博氏 村山 明 新冠 村上 進治 448－ 51：52．05 79．2
810 レジーナルージュ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木下牧場 B432＋ 41：53．710 293．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，510，600円 複勝： 35，584，800円 枠連： 5，933，800円
馬連： 29，722，900円 馬単： 17，114，100円 ワイド： 29，318，100円
3連複： 52，792，600円 3連単： 80，630，200円 計： 278，607，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 280円 � 150円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 480円 �� 210円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 275106 的中 � 108708（1番人気）
複勝票数 計 355848 的中 � 167692（1番人気）� 16171（6番人気）� 46937（2番人気）
枠連票数 計 59338 的中 （6－7） 6068（4番人気）
馬連票数 計 297229 的中 �� 19229（5番人気）
馬単票数 計 171141 的中 �� 6550（6番人気）
ワイド票数 計 293181 的中 �� 14332（6番人気）�� 44302（1番人気）�� 6666（12番人気）
3連複票数 計 527926 的中 ��� 37003（4番人気）
3連単票数 計 806302 的中 ��� 10834（16番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．8―12．4―12．1―11．9―12．0―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．6―50．0―1：02．1―1：14．0―1：26．0―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロキーフ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．12．18 阪神3着

2020．5．14生 牡3青鹿 母 ニホンピロアンバー 母母 ニホンピロエミリー 4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔発走状況〕 プレッジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジーナルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月11日まで平地

競走に出走できない。
※ティリア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05008 2月11日 晴 不良 （5小倉2） 第1日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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
1：40．9
1：40．9

重
重

24 タガノリバイバー 牝5鹿 56
55 ☆角田 大和八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 41：44．2 6．3�
48 � トラストベル 牝4栗 55 勝浦 正樹菅波立知子氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 436－ 4 〃 クビ 154．4�
59 � カラーインデックス 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 520± 01：44．3クビ 3．3�
11 サクラジェンヌ 牝4栗 55 丹内 祐次吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 482＋ 4 〃 ハナ 12．0�
47 パ タ ゴ ニ ア 牝5鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B494－ 8 〃 クビ 8．9�
510 ウォーターウキウキ 牝6青鹿56 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B468± 01：44．93� 4．3	
714 リ ノ ア ラ 牝4黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 428± 01：45．11� 14．8

36 リキサンハート 牝5黒鹿56 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496＋ 61：45．2クビ 22．3�
713 トレッファー 牝6栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 41：45．41� 35．4�
12 クロンヌドラレーヌ 牝4鹿 55

52 ▲今村 聖奈ライオンレースホース 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 81：45．5クビ 8．5�
816 エアーレジーナ 牝5鹿 56

55 ☆秋山 稔樹遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 4 〃 クビ 90．4�

611� レヴィーアクイーン 牝5鹿 56 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484＋ 61：45．82 49．6�
612 レスペディーザ 牝5鹿 56 藤岡 康太NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 436－ 41：46．22� 21．1�
23 ラピスデラビオス 牝5鹿 56 藤懸 貴志名古屋友豊 高野 友和 浦河 谷川牧場 422－161：46．41� 66．7�
35 マリノプリエール 牝4鹿 55

53 △小林 凌大クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 B456－10 〃 クビ 168．8�
815 スノーハレーション 牝5芦 56

53 ▲佐々木大輔レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432－ 21：47．57 183．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，990，100円 複勝： 43，820，100円 枠連： 11，873，300円
馬連： 44，979，400円 馬単： 16，822，600円 ワイド： 51，761，600円
3連複： 78，274，600円 3連単： 78，741，500円 計： 357，263，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 2，590円 � 150円 枠 連（2－4） 4，300円

馬 連 �� 57，520円 馬 単 �� 78，850円

ワ イ ド �� 15，550円 �� 560円 �� 8，410円

3 連 複 ��� 68，900円 3 連 単 ��� 471，790円

票 数

単勝票数 計 309901 的中 � 39025（3番人気）
複勝票数 計 438201 的中 � 56582（3番人気）� 3014（15番人気）� 94720（1番人気）
枠連票数 計 118733 的中 （2－4） 2137（14番人気）
馬連票数 計 449794 的中 �� 606（80番人気）
馬単票数 計 168226 的中 �� 160（143番人気）
ワイド票数 計 517616 的中 �� 817（84番人気）�� 25881（3番人気）�� 1517（61番人気）
3連複票数 計 782746 的中 ��� 852（165番人気）
3連単票数 計 787415 的中 ��� 121（1040番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．9―12．4―11．7―11．8―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．9―55．3―1：07．0―1：18．8―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F37．2
1
3
1，4（7，9）（8，10）11（2，5）13（12，14）6，16，3，15・（1，4）－（7，9）10（8，6）14，11（12，16）（2，5）15（13，3）

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

勝馬の
紹 介

タガノリバイバー �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．2．6 中京11着

2018．4．17生 牝5鹿 母 タガノバトラ 母母 ホワイトペッパー 13戦2勝 賞金 25，440，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ラピスデラビオス号は，枠入り不良。



05009 2月11日 晴 重 （5小倉2） 第1日 第9競走 2，000�
か ら と

唐 戸 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57�5歳以上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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

710 カ イ ザ ー 牡4青鹿57 西村 淳也近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 486－ 42：02．0 4．0�
68 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± 0 〃 クビ 36．7�
44 オウケンボルト 牡4青鹿57 丸山 元気福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 458－ 22：02．1クビ 14．2�
56 タイラーテソーロ 牡4黒鹿57 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 472＋ 4 〃 クビ 33．6�

79 ラウルピドゥ 牡4栗 57 斎藤 新 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 470－102：02．2� 5．9	
22 バ ガ ン 牡5青 58 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 472＋ 2 〃 ハナ 3．8

812 サンズオブタイム 牡5黒鹿58 幸 英明ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 22：02．3クビ 14．6�
11 コスモフロイデ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 474＋ 22：02．4� 7．8�
811 サトノヴィーナス 牝6鹿 56 北村 友一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 7．0
67 ハイエログリフ 牝5黒鹿56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 富田牧場 450－122：02．61 10．8�
33 フェブサンカラ 牝4鹿 55 富田 暁釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 404± 02：03．77 242．7�
55 マイネルカグラ 牡4鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B516－ 42：03．91� 78．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，918，600円 複勝： 46，848，700円 枠連： 9，171，300円
馬連： 46，982，900円 馬単： 19，142，700円 ワイド： 47，252，000円
3連複： 73，389，400円 3連単： 85，208，900円 計： 362，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 860円 � 390円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 900円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 98，050円

票 数

単勝票数 計 349186 的中 � 69015（2番人気）
複勝票数 計 468487 的中 � 100229（1番人気）� 11117（10番人気）� 28072（7番人気）
枠連票数 計 91713 的中 （6－7） 6692（4番人気）
馬連票数 計 469829 的中 �� 5236（30番人気）
馬単票数 計 191427 的中 �� 1293（50番人気）
ワイド票数 計 472520 的中 �� 5153（30番人気）�� 14060（11番人気）�� 2626（42番人気）
3連複票数 計 733894 的中 ��� 2534（74番人気）
3連単票数 計 852089 的中 ��� 630（365番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―13．0―12．4―12．1―11．8―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．3―50．3―1：02．7―1：14．8―1：26．6―1：38．2―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ イ ザ ー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．3．6 阪神6着

2019．5．15生 牡4青鹿 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 9戦2勝 賞金 24，437，000円
〔制裁〕 フェブサンカラ号の調教師川村禎彦は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて過怠金10，000円。

05010 2月11日 曇 重 （5小倉2） 第1日 第10競走 ��1，200�
お お ほ り

大 濠 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．2．12以降R5．2．5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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

715 ドロップオブライト 牝4黒鹿53 小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：08．3 21．4�
11 マイネルレノン 牡4栗 56 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 6 〃 クビ 5．2�
510 カ レ ン ヒ メ 牝6芦 54 藤岡 康太鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B424－ 61：08．4� 18．9�
35 ロードラスター 牡5青鹿55 松若 風馬 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム B514－ 61：08．61� 13．0�
714� ジュストコル 牡5鹿 57 丸山 元気吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B516－ 6 〃 ハナ 8．4�
612� メイショウイジゲン 牡5芦 54 角田 大和松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 440－ 81：08．7� 57．0	
816 コスモカッティーボ 牡6鹿 54 斎藤 新 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 4 〃 クビ 59．8�
47 アスクキングコング 	5黒鹿56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 446－ 41：08．8クビ 13．9�
713 ミズノコキュウ 牝4鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 424± 0 〃 ハナ 48．2
611 ワンダーカタリナ 牡6鹿 57 富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 520± 0 〃 クビ 5．8�
48 ジューンヨシツネ 牡4栗 55 松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468± 01：08．9クビ 27．5�
817 ショウナンマッハ 牡4鹿 57 藤岡 佑介国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 クビ 9．9�
818� マイトレジャーフジ 牡5鹿 55 野中悠太郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 478＋ 6 〃 クビ 25．4�
12 チ ャ イ カ 牝6鹿 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：09．21
 82．9�
36 タッカーシルバー 牝4黒鹿53 西村 淳也小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 456－ 2 〃 ハナ 10．1�
59 ミ ラ ク ル 牝5鹿 54 今村 聖奈�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 81：09．73 22．5�
24 � ミキノバスドラム 牡5鹿 54 勝浦 正樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 510＋ 61：10．22� 135．2�
23 � コンクパール 牝4栗 54 幸 英明前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 488－ 61：10．83� 7．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，564，600円 複勝： 69，080，200円 枠連： 21，458，700円
馬連： 93，270，000円 馬単： 31，913，300円 ワイド： 98，821，900円
3連複： 177，968，600円 3連単： 159，816，800円 計： 699，894，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 810円 � 220円 � 540円 枠 連（1－7） 1，360円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 17，620円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 6，920円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 45，060円 3 連 単 ��� 286，090円

票 数

単勝票数 計 475646 的中 � 17733（10番人気）
複勝票数 計 690802 的中 � 19627（13番人気）� 101464（1番人気）� 30795（9番人気）
枠連票数 計 214587 的中 （1－7） 12179（3番人気）
馬連票数 計 932700 的中 �� 8825（36番人気）
馬単票数 計 319133 的中 �� 1358（75番人気）
ワイド票数 計 988219 的中 �� 7948（41番人気）�� 3643（84番人気）�� 10308（26番人気）
3連複票数 計1779686 的中 ��� 2962（163番人気）
3連単票数 計1598168 的中 ��� 405（1061番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．4―11．5―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．6―45．1―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 17（3，6，13）15（1，14）（12，7，10）4，5（2，8，18）（16，9）11 4 ・（17，6，13）（1，15）（3，14，10）（12，7）（4，5，8，18）2（16，11）9

勝馬の
紹 介

ドロップオブライト �
�
父 トーセンラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．3．26 阪神13着

2019．3．14生 牝4黒鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 6戦3勝 賞金 30，885，000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 ヒノクニ号



05011 2月11日 曇 不良 （5小倉2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�

め か り

和 布 刈 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

34 メイショウジブリ 牡4黒鹿57 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504± 01：42．5 2．4�
815 サンライズジャスト 牡4鹿 57 藤岡 康太�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 540＋ 81：42．71� 5．1�
610 ハイエストポイント 牡5青鹿58 藤岡 佑介�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 01：42．91	 5．4�
611 アスクビックスター 牡4鹿 57 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 466－10 〃 クビ 12．1�
814 リアルシング 牡6黒鹿58 富田 暁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 550＋ 81：43．21
 22．1�
47 トゥルブレンシア �6栗 58 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 462－ 21：43．3クビ 21．9	
713 ハイパーノヴァ �9栃栗58 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 490－ 61：43．51	 78．1

58 フームスムート 牡6黒鹿58 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B542＋ 2 〃 ハナ 31．8�
59 トーホウボルツ 牡5黒鹿58 野中悠太郎東豊物産� 嘉藤 貴行 浦河 王蔵牧場 B488＋ 21：43．6� 144．2�
11 プレジールミノル 牡5栗 58 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498－ 2 〃 クビ 83．3
23 テイエムファクター 牡4鹿 57 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 460－ 2 〃 ハナ 7．5�
712 ペイシャオウユー 牝5栗 56 黛 弘人北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 472－ 41：43．81	 57．8�
22 サヴァビアン 牡5栗 58 丸山 元気岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 432－ 61：44．65 16．1�
35 フラッグアドミラル 牡9黒鹿58 佐々木大輔岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 480－ 61：45．23� 157．1�
46 タイセイヴィーナス 牝5鹿 56 菱田 裕二田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 456－ 61：46．910 79．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，678，600円 複勝： 80，327，300円 枠連： 34，635，000円
馬連： 156，140，500円 馬単： 55，162，700円 ワイド： 119，099，900円
3連複： 264，252，000円 3連単： 274，616，000円 計： 1，044，912，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 606786 的中 � 195682（1番人気）
複勝票数 計 803273 的中 � 213089（1番人気）� 105593（3番人気）� 122189（2番人気）
枠連票数 計 346350 的中 （3－8） 44087（2番人気）
馬連票数 計1561405 的中 �� 148660（2番人気）
馬単票数 計 551627 的中 �� 32991（2番人気）
ワイド票数 計1190999 的中 �� 86867（2番人気）�� 95609（1番人気）�� 54681（4番人気）
3連複票数 計2642520 的中 ��� 158318（1番人気）
3連単票数 計2746160 的中 ��� 49750（2番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．8―12．2―11．6―11．9―12．1―12．6―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．7―41．9―53．5―1：05．4―1：17．5―1：30．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウジブリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．3．3生 牡4黒鹿 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 12戦3勝 賞金 49，704，000円

05012 2月11日 曇 重 （5小倉2） 第1日 第12競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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
1：56．8
1：56．1

良
良

58 エレフセリア 牝5黒鹿56 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 452－ 22：01．7 6．5�

712 ルージュラジョア 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 4．0�
610 アールフォルス 牝4鹿 55 幸 英明桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 452－ 42：01．8� 17．7�
813 ビヨンドザリミット 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 458－ 22：02．11� 140．5�
814 ミナモトフェイス 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子 STレーシング 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 42：02．2� 54．7	
45 リュクスフレンド 牝5鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 458－ 22：02．41 12．3

33 � エルバルーチェ 牝6栗 56

53 ▲今村 聖奈佐々木雄二氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 24．6�
46 ラスマドレス 牝4黒鹿55 西村 淳也 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 3．8
57 ベッラアルバ 牝4黒鹿 55

54 ☆角田 大和 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 450－ 82：02．5� 4．1�
22 ライブインステラ 牝4青 55 斎藤 新吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 472＋ 42：02．81� 9．5�
11 ブ リ ン ク 牝5黒鹿 56

55 ☆松本 大輝吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：03．01� 77．4�
711� 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 432－ 22：03．1クビ 71．0�
34 ヴァイオルナ 牝4鹿 55 野中悠太郎鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 404± 02：03．73� 110．7�
69 ジェラペッシュ 牝6鹿 56

54 △小林 凌大柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 446－ 62：04．65 338．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，220，800円 複勝： 67，505，200円 枠連： 18，259，000円
馬連： 85，815，400円 馬単： 33，300，900円 ワイド： 81，056，500円
3連複： 141，642，600円 3連単： 160，304，400円 計： 641，104，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 160円 � 330円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，360円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 27，560円

票 数

単勝票数 計 532208 的中 � 65073（4番人気）
複勝票数 計 675052 的中 � 93895（4番人気）� 125578（1番人気）� 43667（6番人気）
枠連票数 計 182590 的中 （5－7） 29431（1番人気）
馬連票数 計 858154 的中 �� 50875（5番人気）
馬単票数 計 333009 的中 �� 8695（12番人気）
ワイド票数 計 810565 的中 �� 44283（5番人気）�� 14695（17番人気）�� 21677（10番人気）
3連複票数 計1416426 的中 ��� 19312（22番人気）
3連単票数 計1603044 的中 ��� 4216（94番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．9―12．5―12．4―11．9―11．6―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．4―49．3―1：01．8―1：14．2―1：26．1―1：37．7―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレフセリア �
�
父 アンライバルド �

�
母父 コンデュイット デビュー 2020．9．20 中山5着

2018．4．6生 牝5黒鹿 母 マイネリベルタス 母母 エアリバティー 30戦2勝 賞金 36，349，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アールフォルス号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



（5小倉2）第1日 2月11日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 170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

208，270，000円
3，020，000円
27，620，000円
1，540，000円
26，650，000円
78，170，000円
6，032，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
419，390，400円
572，219，200円
151，590，500円
692，557，300円
283，327，400円
682，023，200円
1，215，106，200円
1，284，395，500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 5，300，609，700円

総入場人員 5，890名 （有料入場人員 5，405名）
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