
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

05013 2月12日 晴 重 （5小倉2） 第2日 第1競走 ��1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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

35 ノーブルアクト 牝3栗 54
51 ▲水沼 元輝芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 490－ 21：45．3 18．6�

611 アッチャゴーラ 牡3鹿 56 斎藤 新吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 500＋221：45．51� 7．0�
24 モズバンディット 牡3鹿 56 幸 英明 �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 株式会社

幾千世牧場 452＋101：45．6� 11．1�
815� ア ヘ ッ ド 牝3芦 54 藤岡 康太前田 葉子氏 中竹 和也 英 North Hills

Co. Ltd 446－ 4 〃 クビ 30．7�
713 タガノフリューゲル 牡3鹿 56 松若 風馬八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 41：45．81 1．7�
612 ローズスター 牡3鹿 56 西村 淳也石川 達絵氏 上村 洋行 日高 日高大洋牧場 462± 01：46．01 4．5	
36 ダンツターセル 牡3鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 496－ 2 〃 クビ 18．8

12 コーラフロート 牡3鹿 56 丹内 祐次中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 81：46．85 68．0�
23 エイジアンスター 牡3栗 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 528＋ 81：46．9クビ 26．3�
816 カールポメロ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小西 一男 新ひだか 城地牧場 470－101：47．11� 245．2

48 ワンダーアウメント 牡3黒鹿56 亀田 温心山本 能行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 436＋ 21：47．42 514．4�
47 ベルウッドシキシマ 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔鈴木 照雄氏 辻 哲英 新ひだか 木下牧場 434－ 41：47．82� 49．8�
59 カネトシストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈兼松 昌男氏 飯田 祐史 日高 三輪牧場 438＋ 81：48．75 152．6�
714 アラモードジェンヌ 牝3青鹿54 富田 暁福盛 訓之氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 448－131：48．8	 178．6�
510 コントロッロ 牡3鹿 56 古川 吉洋山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 532－101：49．75 273．2�
11 キョウエイボンバー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田中 晴夫氏 伊坂 重信 日高 春木ファーム 474＋ 61：51．29 223．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，546，800円 複勝： 75，123，000円 枠連： 10，478，000円
馬連： 46，971，500円 馬単： 25，630，900円 ワイド： 52，433，100円
3連複： 87，375，300円 3連単： 94，211，300円 計： 431，769，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 640円 � 410円 � 520円 枠 連（3－6） 1，370円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 11，110円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，310円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 20，530円 3 連 単 ��� 151，110円

票 数

単勝票数 計 395468 的中 � 17002（5番人気）
複勝票数 計 751230 的中 � 29747（5番人気）� 49971（3番人気）� 37582（4番人気）
枠連票数 計 104780 的中 （3－6） 5902（6番人気）
馬連票数 計 469715 的中 �� 5831（16番人気）
馬単票数 計 256309 的中 �� 1730（28番人気）
ワイド票数 計 524331 的中 �� 7858（16番人気）�� 5774（21番人気）�� 10580（14番人気）
3連複票数 計 873753 的中 ��� 3191（51番人気）
3連単票数 計 942113 的中 ��� 452（357番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．0―12．4―12．0―12．0―12．5―13．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．4―42．8―54．8―1：06．8―1：19．3―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルアクト �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．12．25 中山3着

2020．4．19生 牝3栗 母 クイーンロイド 母母 ゲイリークィンビー 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイボンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイアンオー号・メイショウスイケイ号

05014 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

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
1：05．8
1：05．8

良
良

36 リ サ リ サ 牝3鹿 54 幸 英明山藤賢� 田村 康仁 青森 村上 勝治 482± 01：09．2 6．4�
48 ミ レ デ ィ 牝3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 454－ 21：09．31 5．2�
24 シンリンゲンカイ 牝3鹿 54 黛 弘人酒井 孝敏氏 石栗 龍彦 日高 サンシャイン

牧場 460＋ 61：09．41 40．3�
59 ハクサンミニョン 牝3鹿 54 酒井 学河﨑 五市氏 高橋 康之 新ひだか 三木田牧場 432－ 81：09．61� 43．6�
12 ラブスレンダー 牝3鹿 54 丸山 元気増田 陽一氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 438－ 21：09．7クビ 33．2�
611 エルディアナ 牝3栗 54 北村 友一 	シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 400± 01：09．8� 10．3

510 ゼットカレン 牝3黒鹿54 古川 吉洋	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 2 〃 クビ 2．8�
11 ジャストザヴァルス 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 418＋ 81：09．9クビ 56．0�
612 ナ ム ラ ラ ン 牝3青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 412 ―1：10．0� 38．3
816 クリノリアルレディ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新ひだか 平野牧場 476－ 8 〃 クビ 74．7�
713 シャングリラ 牝3青 54 西村 淳也石川 達絵氏 杉山 晴紀 浦河 三嶋牧場 424－ 41：10．1� 16．7�
715 キタサンエルピス 牝3黒鹿54 荻野 極	大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 470－ 21：10．31 6．1�
47 シャインルピナス 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 386－ 41：10．51� 201．2�
23 ロ ー ザ 牝3鹿 54 藤岡 康太中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 502 ― 〃 クビ 30．7�
714 スピルクリスティ 牝3鹿 54 菱田 裕二大戸 志浦氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 修 426－ 8 〃 ハナ 450．2�
818 フェアムーン 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 436－141：10．6� 19．7�
35 キ ャ ロ リ ン 牝3栗 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新冠 村上 欽哉 400－141：10．81� 281．2�
817 カ ナ 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔平川 三津氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 382－ 61：10．9� 287．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，152，500円 複勝： 47，626，600円 枠連： 9，430，800円
馬連： 49，265，300円 馬単： 20，797，000円 ワイド： 55，770，100円
3連複： 90，489，600円 3連単： 78，647，600円 計： 385，179，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 190円 � 720円 枠 連（3－4） 1，460円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，240円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 51，460円

票 数

単勝票数 計 331525 的中 � 41073（4番人気）
複勝票数 計 476266 的中 � 64020（3番人気）� 76960（2番人気）� 13217（9番人気）
枠連票数 計 94308 的中 （3－4） 4989（8番人気）
馬連票数 計 492653 的中 �� 26117（4番人気）
馬単票数 計 207970 的中 �� 5150（11番人気）
ワイド票数 計 557701 的中 �� 26618（5番人気）�� 6192（26番人気）�� 6025（27番人気）
3連複票数 計 904896 的中 ��� 5996（36番人気）
3連単票数 計 786476 的中 ��� 1108（146番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．5―12．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―45．6―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ サ リ サ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．7．3 福島10着

2020．3．9生 牝3鹿 母 サトノローズヒップ 母母 スターマイライフ 5戦1勝 賞金 9，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 アントルメグラッセ号

第２回 小倉競馬 第２日



05015 2月12日 晴 重 （5小倉2） 第2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 5，500，000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
56．8
56．8

重
重

712 ミッキースピナッチ 牡3栗 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 日高 白井牧場 498＋ 2 58．3 20．2�
22 アイファースキャン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 478± 0 58．72� 6．0�

57 カツノテンス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹勝野産業� 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 436－ 8 〃 ハナ 26．3�
58 リ ラ ス カ イ 牝3栗 54 浜中 俊 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 新ひだか 藤巻 則弘 454－ 6 58．91� 2．1�
69 コスモジョセフ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム B468＋ 4 〃 ハナ 8．7	
610 プラウドウィッチ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 446± 0 59．0クビ 12．0

33 デアシュトゥルム 牡3栗 56 斎藤 新ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 日高 宝寄山 拓樹 444－ 2 59．21� 17．1�
45 フルオブプレイズ 牡3栗 56 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小林 真也 新冠 松浦牧場 480＋ 6 59．3� 4．9�
46 クリノヒーロー 牡3栗 56 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482± 0 59．4� 38．2
11 テーオーミシュラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 492± 01：01．010 22．8�
34 アオシロツルバミ 牝3黒鹿 54

52 △小林 凌大松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 378＋ 41：01．21� 600．8�
711 ミラクルレインボー 牝3栗 54 嶋田 純次村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 434＋ 61：02．05 253．0�
813 デ ィ オ ー ネ 牝3青鹿54 城戸 義政 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 434＋ 4 〃 ハナ 186．4�
814 トムワールド 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 442－ 81：03．17 757．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，882，300円 複勝： 50，436，400円 枠連： 8，261，100円
馬連： 45，017，000円 馬単： 21，292，800円 ワイド： 50，664，700円
3連複： 76，772，700円 3連単： 81，849，300円 計： 374，176，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 620円 � 230円 � 530円 枠 連（2－7） 6，160円

馬 連 �� 6，410円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 4，600円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 27，430円 3 連 単 ��� 117，970円

票 数

単勝票数 計 398823 的中 � 15778（7番人気）
複勝票数 計 504364 的中 � 19318（10番人気）� 68629（2番人気）� 23214（7番人気）
枠連票数 計 82611 的中 （2－7） 1039（19番人気）
馬連票数 計 450170 的中 �� 5441（25番人気）
馬単票数 計 212928 的中 �� 1410（44番人気）
ワイド票数 計 506647 的中 �� 5897（28番人気）�� 2794（43番人気）�� 8199（20番人気）
3連複票数 計 767727 的中 ��� 2099（86番人気）
3連単票数 計 818493 的中 ��� 503（376番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．8―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキースピナッチ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．9．24 中京13着

2020．4．3生 牡3栗 母 ミッキーオリーブ 母母 インディスユニゾン 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ミッキースピナッチ号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トムワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ピスティス号・リュウノステルス号

05016 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．3良

79 � サンデイビス 牡5芦 60 五十嵐雄祐 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社
ケイズ 514＋ 83：13．1 7．6�

33 マイネルグロース 牡5芦 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 480－ 63：13．31 7．6�

22 ティートラップ 牡6鹿 60 小野寺祐太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 B470＋ 4 〃 クビ 6．9�
55 � コルドゥーン 牡7青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 B456－ 83：14．36 33．2�
710 デザートスター �4鹿 59 蓑島 靖典中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 454－ 43：14．4� 7．3�
56 イザトナレバ �4鹿 59 金子 光希大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 462± 03：15．57 79．0	
811 ミリタリータンゴ 牡5黒鹿60 平沢 健治 
社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462＋ 23：15．92 3．0�
67 セルリアンルネッタ 牡4鹿 59

57 ▲小牧加矢太
イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 466－ 43：16．22 3．3�
812� スマートブリーズ �5鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 畑端 省吾 浦河 三嶋牧場 524＋ 63：17．910 82．2
44 フェブキラナ �5栗 60 中村 将之釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468－ 23：19．17 58．6�
11 ノーティアス 牡4鹿 59 江田 勇亮吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 504＋ 8 （競走中止） 154．8�
68 � アイファーベア 牡5鹿 60 大江原 圭中島 稔氏 根本 康広 日高 Wing Farm 470± 0 （競走中止） 274．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，136，300円 複勝： 22，400，100円 枠連： 6，666，600円
馬連： 29，588，900円 馬単： 15，858，200円 ワイド： 27，002，200円
3連複： 54，511，600円 3連単： 67，593，100円 計： 244，757，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 230円 � 210円 枠 連（3－7） 1，990円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，070円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 68，920円

票 数

単勝票数 計 211363 的中 � 22017（6番人気）
複勝票数 計 224001 的中 � 22135（6番人気）� 25549（4番人気）� 29123（3番人気）
枠連票数 計 66666 的中 （3－7） 2585（9番人気）
馬連票数 計 295889 的中 �� 5269（14番人気）
馬単票数 計 158582 的中 �� 1217（33番人気）
ワイド票数 計 270022 的中 �� 5235（16番人気）�� 6386（13番人気）�� 10615（10番人気）
3連複票数 計 545116 的中 ��� 5471（23番人気）
3連単票数 計 675931 的中 ��� 711（199番人気）
上り 1マイル 1：48．5 4F 53．6－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サンデイビス �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 アドマイヤムーン

2018．5．16生 牡5芦 母 ピントゥハティ 母母 シーサイドエンゼル 障害：2戦1勝 賞金 8，690，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ノーティアス号は，7号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
アイファーベア号は，競走中に前進気勢を欠いたため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔制裁〕 デザートスター号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 アイファーベア号は，競走中に前進気勢を欠き，8号障害手前で競走を中止し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 オーマオ号



05017 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

69 ミッキーキャンバス 牡3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 494 ―2：01．8 3．6�
22 スピーディブレイク 牡3栗 56

53 ▲今村 聖奈嶋田 賢氏 村田 一誠 浦河 辻 牧場 B432＋ 22：02．11� 4．7�
57 アスターブジエ 牡3栗 56 西村 淳也加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 454＋ 22：02．2� 6．6�
45 ボールドステート 牡3青鹿56 丹内 祐次増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 472± 02：02．83� 8．5�
711 ト ノ パ ー 牡3鹿 56 藤岡 佑介小田 吉男氏 四位 洋文 日高 白井牧場 502＋142：03．12 4．1�
11 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± 0 〃 ハナ 6．5�
44 アイラブユー 牝3黒鹿54 原田 和真	ミルファーム 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 428± 02：03．52� 231．6

710 ディヴァインアロー 牡3鹿 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 青森 諏訪牧場 484－ 22：03．6� 25．6�
813 ウィングマン 牡3鹿 56 斎藤 新�レッドマジック斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456± 02：04．34 56．7
33 ウインステイトリー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子�ウイン 上原 博之 日高 槇本牧場 B516＋ 22：04．4� 153．7�
68 ブライトクラウン 牡3黒鹿56 嶋田 純次阿津 昌弘氏 和田正一郎 浦河 杵臼牧場 434± 02：04．5� 293．0�
812 ヤマカツキントーン 牡3栗 56 幸 英明山田 和夫氏 谷 潔 新ひだか 岡田牧場 484－ 4 〃 クビ 25．9�
56 ド ゥ ラ イ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太木部 厳生氏 大和田 成 日高 木部ファーム B488＋ 22：05．35 294．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，224，200円 複勝： 53，817，300円 枠連： 7，541，200円
馬連： 52，671，400円 馬単： 22，977，100円 ワイド： 54，207，800円
3連複： 83，030，700円 3連単： 94，308，300円 計： 408，778，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（2－6） 1，090円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 500円 �� 550円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 402242 的中 � 87041（1番人気）
複勝票数 計 538173 的中 � 89417（2番人気）� 85601（3番人気）� 77316（5番人気）
枠連票数 計 75412 的中 （2－6） 5319（4番人気）
馬連票数 計 526714 的中 �� 34206（4番人気）
馬単票数 計 229771 的中 �� 8927（2番人気）
ワイド票数 計 542078 的中 �� 27657（7番人気）�� 24895（9番人気）�� 32548（4番人気）
3連複票数 計 830307 的中 ��� 29482（6番人気）
3連単票数 計 943083 的中 ��� 8694（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．8―12．5―12．2―12．1―12．3―12．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．7―48．5―1：01．0―1：13．2―1：25．3―1：37．6―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーキャンバス �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 City Banker 初出走

2020．1．28生 牡3鹿 母 コンヴィクションⅡ 母母 Cronwell Land 1戦1勝 賞金 5，500，000円

05018 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，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
1：05．8
1：05．8

良
良

816 インプロバイザー 牡4芦 58 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム B478＋181：08．2 10．4�
715 アドヴァイス 牝4鹿 56

55 ☆角田 大和泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B478± 0 〃 クビ 15．9�
611 ナリタローゼ 牝5青鹿56 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B486＋ 61：08．3� 7．9�
12 タウゼントシェーン 牝5青 56 藤岡 康太 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム 442－ 21：08．41 6．2�
713 ア リ シ ア ン 牝4鹿 56 浜中 俊広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 488－ 61：08．61 7．5	
24 � ホウオウエンジェル 牝6鹿 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 8 〃 ハナ 10．7

35 � ドラゴンゴクウ 牡4黒鹿58 丸山 元気福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 472＋ 61：08．91� 96．5�
59 イ ラ ー レ 牝4栗 56

52 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋ 2 〃 クビ 8．9�

48 クリーンジーニアス 牝4鹿 56 団野 大成石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 448－ 61：09．21� 5．3
817 カメハメハタイム 牡4栗 58 菱田 裕二 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 510± 01：09．3クビ 33．4�
36 � エメラルアポロン 牡4鹿 58

56 △小林 凌大高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 492＋ 4 〃 ハナ 101．0�
23 	� プリファードラン 牝5鹿 56 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm B430＋ 2 〃 アタマ 78．1�

11 デ フ ィ デ リ 牡4青鹿58 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 468－ 8 〃 クビ 8．8�

510 プルサティーラ 牝4鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 430－ 21：09．4クビ 24．3�
714� スターライトキス 牝8栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 510－ 81：09．82� 23．2�
47 シーズアクイーン 牝4鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 436＋ 21：09．9� 298．9�
612� グリュレーヴ 牝5芦 56

53 ▲佐々木大輔飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 492－ 81：10．0� 67．3�
818 メイショウツガミネ 牡4芦 58

57 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B480± 01：10．21� 187．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，568，000円 複勝： 50，629，400円 枠連： 11，910，400円
馬連： 52，593，100円 馬単： 20，806，900円 ワイド： 60，894，900円
3連複： 103，533，400円 3連単： 89，419，100円 計： 424，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 390円 � 450円 � 240円 枠 連（7－8） 1，700円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 13，390円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 1，450円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 21，070円 3 連 単 ��� 122，310円

票 数

単勝票数 計 345680 的中 � 26526（7番人気）
複勝票数 計 506294 的中 � 32831（8番人気）� 27625（9番人気）� 62518（1番人気）
枠連票数 計 119104 的中 （7－8） 5412（8番人気）
馬連票数 計 525931 的中 �� 5024（34番人気）
馬単票数 計 208069 的中 �� 1165（61番人気）
ワイド票数 計 608949 的中 �� 5481（37番人気）�� 11008（18番人気）�� 6350（33番人気）
3連複票数 計1035334 的中 ��� 3685（76番人気）
3連単票数 計 894191 的中 ��� 530（459番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―44．9―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプロバイザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Closing Argument デビュー 2021．6．13 中京2着

2019．3．12生 牡4芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 13戦2勝 賞金 33，266，000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 グレイトミッション号・スカイトレイル号・テセウス号



05019 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第7競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
2：36．4
2：35．1

良
良

55 セツメンノトビウオ 牡6芦 58
57 ☆松本 大輝三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 470＋ 22：41．6 33．5�

77 ケンハービンジャー 牡5鹿 58
55 ▲今村 聖奈中西 桂子氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 436＋ 22：41．7� 1．9�
88 ミ ア ス テ ラ 牡4栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 500－ 62：41．91� 3．7�
66 カルトゥーシュ 牡4鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太 �シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 482＋142：43．17 5．4�
33 キュンストラー 牝5芦 56 丹内 祐次 �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 404＋ 42：43．63 8．6	

22 ヒロノタイリク 牡8栗 58
57 ☆角田 大和高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 522＋182：43．92 33．9


11 ホウオウスミヨシ 牡4鹿 57 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 530－ 62：44．11 26．8�
44 ロックグラス �6鹿 58 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466＋ 22：44．2� 16．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，562，400円 複勝： 42，605，700円 枠連： 発売なし
馬連： 29，601，300円 馬単： 18，688，100円 ワイド： 25，696，400円
3連複： 47，192，700円 3連単： 104，160，900円 計： 295，507，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 290円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，020円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 275624 的中 � 6574（7番人気）
複勝票数 計 426057 的中 � 10308（6番人気）� 276761（1番人気）� 55125（2番人気）
馬連票数 計 296013 的中 �� 10436（7番人気）
馬単票数 計 186881 的中 �� 1745（20番人気）
ワイド票数 計 256964 的中 �� 11663（6番人気）�� 5053（15番人気）�� 55540（1番人気）
3連複票数 計 471927 的中 ��� 19898（5番人気）
3連単票数 計1041609 的中 ��� 3338（66番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．9―12．9―12．8―13．1―13．1―12．1―11．4―11．7―11．9―12．4―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�
12．7―24．7―37．6―50．5―1：03．3―1：16．4―1：29．5―1：41．6―1：53．0―2：04．7―2：16．6―2：29．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セツメンノトビウオ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．16 東京4着

2017．3．19生 牡6芦 母 ダンシングハート 母母 アイレスバリーヒル 30戦2勝 賞金 30，361，000円

05020 2月12日 晴 重 （5小倉2） 第2日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）

若手騎手；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
1：40．9
1：40．9

重
重

814 ミキノプリンス 牡4鹿 57
53 ★古川 奈穂谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 494－ 41：44．5 2．8�

69 � トリプルスリル 牡4黒鹿 57
56 ☆泉谷 楓真吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム B464－ 4 〃 クビ 9．1�

22 サンライズスコール 牡4芦 57 斎藤 新松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 ハナ 8．9�
711� レッドヴァイス �5芦 58 富田 暁 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：44．6クビ 14．9�
45 タイセイアーメット 牡5栗 58 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 470－121：44．7� 68．5�
57 � ベイビールビオ 牡4栗 57

55 △小林 凌大大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 498－ 21：45．01� 7．5	
610 ジョイフルダンサー 牝5鹿 56 亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 442－ 81：45．21 88．4

712� グロリアスアポイ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子髙野 葉子氏 千田 輝彦 様似 様似共栄牧場 458－241：45．41� 116．1�
46 ハローサブリナ 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 514－161：45．5� 32．3�
11 ダノンマジック 牡4黒鹿57 団野 大成�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B444＋ 4 〃 ハナ 15．1
33 クリノザウルス 牡5鹿 58

55 ▲水沼 元輝栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 480－ 61：45．92� 107．1�
58 � ミッキーフランケル �5芦 58

57 ☆角田 大和野田みづき氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B476－ 41：46．0クビ 34．3�
34 モズミツボシ 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 542± 01：46．21� 4．2�
813� クリノパイソン �5鹿 58

55 ▲佐々木大輔栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 472－ 4 （競走中止） 13．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，804，300円 複勝： 39，011，400円 枠連： 8，547，200円
馬連： 46，630，900円 馬単： 19，955，800円 ワイド： 46，659，000円
3連複： 74，164，600円 3連単： 80，379，900円 計： 348，153，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 220円 � 260円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 550円 �� 480円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 328043 的中 � 90520（1番人気）
複勝票数 計 390114 的中 � 67331（1番人気）� 45545（4番人気）� 35350（6番人気）
枠連票数 計 85472 的中 （6－8） 7387（2番人気）
馬連票数 計 466309 的中 �� 24305（4番人気）
馬単票数 計 199558 的中 �� 6121（5番人気）
ワイド票数 計 466590 的中 �� 22143（4番人気）�� 25852（2番人気）�� 12389（12番人気）
3連複票数 計 741646 的中 ��� 17962（5番人気）
3連単票数 計 803799 的中 ��� 4308（26番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．7―12．6―12．2―12．0―12．3―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．5―42．1―54．3―1：06．3―1：18．6―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミキノプリンス �
�
父 トランセンド �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2021．9．20 中京10着

2019．4．29生 牡4鹿 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 12戦1勝 賞金 13，700，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走中止〕 クリノパイソン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため2コーナーで競走中止。



05021 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第9競走 ��
��2，000�あ す な ろ 賞

発走14時15分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

712 アイスグリーン 牡3青鹿56 幸 英明 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：00．8 4．0�
58 ブレイヴロッカー 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 14．6�
69 アウフヘーベン 牝3鹿 54 太宰 啓介�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 442－ 82：00．9クビ 40．4�
34 バロッサヴァレー 牝3鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446± 02：01．11� 4．2�
814 ドットクルー 牡3鹿 56 丸山 元気幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 佐々木牧場 456＋ 42：01．41� 11．5	
711 エールミネルヴァ 牝3黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 0 〃 クビ 14．1

813 トーアライデン 牡3栗 56 中井 裕二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 478＋ 62：01．71	 20．3�
33 カ ネ フ ラ 牡3鹿 56 斎藤 新 �社台レースホース高橋 康之 千歳 社台ファーム 448－18 〃 アタマ 16．1�
57 マスキュリン 牝3鹿 54 浜中 俊�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－ 2 〃 アタマ 14．5
45 ベレザニーニャ 牝3鹿 54 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 富菜牧場 452－ 62：02．02 35．0�
46 リ チ ャ 牡3青鹿56 藤岡 佑介前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 22：02．1	 16．1�
610 スカパラダイス 牡3黒鹿56 今村 聖奈トライスターレーシング 寺島 良 新冠 ヒカル牧場 458－ 62：02．41� 20．5�
22 エレガントルビー 牝3鹿 54 菱田 裕二�ターフ・スポート森田 直行 新冠 村田牧場 468± 02：03．25 8．2�
11 フリンジティアラ 牝3鹿 54 西村 淳也大谷 正嗣氏 上村 洋行 日高 オリオンファーム 464－ 82：05．1大差 13．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，174，700円 複勝： 55，359，300円 枠連： 12，425，400円
馬連： 61，820，500円 馬単： 25，400，500円 ワイド： 67，316，200円
3連複： 110，890，200円 3連単： 112，344，800円 計： 485，731，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 500円 � 820円 枠 連（5－7） 1，260円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 7，650円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 3，090円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 34，680円 3 連 単 ��� 142，640円

票 数

単勝票数 計 401747 的中 � 79839（1番人気）
複勝票数 計 553593 的中 � 91342（2番人気）� 26623（10番人気）� 14966（13番人気）
枠連票数 計 124254 的中 （5－7） 7613（3番人気）
馬連票数 計 618205 的中 �� 9454（18番人気）
馬単票数 計 254005 的中 �� 2488（26番人気）
ワイド票数 計 673162 的中 �� 12166（16番人気）�� 5583（42番人気）�� 3165（74番人気）
3連複票数 計1108902 的中 ��� 2398（153番人気）
3連単票数 計1123448 的中 ��� 571（541番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―13．0―12．7―12．1―12．0―11．9―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．4―48．4―1：01．1―1：13．2―1：25．2―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイスグリーン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．6．18 阪神5着

2020．3．17生 牡3青鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 4戦2勝 賞金 20，001，000円

05022 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第10競走 1，800�
だ ざ い ふ

太 宰 府 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

611 ヒヅルジョウ 牝4鹿 55 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 476－ 21：49．5 4．9�
713 イ ザ ニ コ ス 牝5栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：49．71� 55．6�
47 ルージュメサージュ 牝5黒鹿56 団野 大成 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 8．7�
12 エンジェルサークル 牝6黒鹿56 丸山 元気吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B442－101：50．01� 97．5�
510 エピプランセス 牝4栗 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434＋ 2 〃 アタマ 9．6	
59 エバーシャドネー 牝4鹿 55 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 ハナ 5．4

612 エニシノウタ 牝5黒鹿56 藤田菜七子岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 452± 01：50．1� 6．8�
23 ヴェルザスカ 牝6鹿 56 松若 風馬矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 448－ 4 〃 ハナ 128．6�
48 ハッピーオーサム 牝5黒鹿56 荻野 極馬場 幸夫氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508＋121：50．2クビ 48．4
815 ウインヴァカンス 牝5栗 56 角田 大和�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 452－ 8 〃 クビ 233．6�
35 アメリカンスター 牝4鹿 55 藤岡 康太ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：50．3� 18．8�
24 ペドラフォルカ 牝5鹿 56 古川 吉洋下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 470－ 4 〃 ハナ 131．5�
714 オーソレミオ 牝4青鹿55 勝浦 正樹�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 6 〃 ハナ 28．1�
11 シンシアウィッシュ 牝4青鹿55 浜中 俊前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 21：50．5� 3．2�
816 ヴァンルーラー 牝4鹿 55 北村 友一サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 クビ 32．1�
36 トレデマンド 牝5鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 61：50．81� 113．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，712，800円 複勝： 51，463，500円 枠連： 14，622，500円
馬連： 72，945，000円 馬単： 28，379，400円 ワイド： 66，436，900円
3連複： 127，076，400円 3連単： 134，257，000円 計： 534，893，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 250円 � 1，170円 � 270円 枠 連（6－7） 3，020円

馬 連 �� 12，050円 馬 単 �� 18，600円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 1，130円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 31，730円 3 連 単 ��� 165，250円

票 数

単勝票数 計 397128 的中 � 64332（2番人気）
複勝票数 計 514635 的中 � 60212（4番人気）� 9534（11番人気）� 54565（5番人気）
枠連票数 計 146225 的中 （6－7） 3746（12番人気）
馬連票数 計 729450 的中 �� 4691（33番人気）
馬単票数 計 283794 的中 �� 1144（53番人気）
ワイド票数 計 664369 的中 �� 4955（35番人気）�� 15641（14番人気）�� 4172（40番人気）
3連複票数 計1270764 的中 ��� 3003（100番人気）
3連単票数 計1342570 的中 ��� 589（474番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―38．2―50．7―1：02．9―1：14．7―1：26．3―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヒヅルジョウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2021．12．4 阪神8着

2019．5．1生 牝4鹿 母 サンデージョウ 母母 イシノクイル 11戦3勝 賞金 34，259，000円



05023 2月12日 晴 稍重 （5小倉2） 第2日 第11競走
北九州市制60周年記念

��
��1，200�

きたきゅうしゅうたんきょり

北九州短距離ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：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，�：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）

北九州市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 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

611 ヴ ァ ト レ ニ 	5鹿 58 幸 英明野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 450－ 41：08．2 7．7�
612
 キャプテンドレイク 牡6鹿 57 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 ハナ 12．0�
817 ストーンリッジ 牡6鹿 57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 アタマ 7．5�
24 リレーションシップ 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：08．3� 8．3�
816� ハリーバローズ 牡6鹿 57 北村 友一猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B502＋ 4 〃 クビ 15．0�
713 ロードマックス 牡5鹿 58 団野 大成 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 61：08．4クビ 10．6	
12 ロードベイリーフ 牡6黒鹿57 酒井 学 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 492－ 6 〃 クビ 35．8

818 カ リ ボ ー ル 牡7鹿 57 小崎 綾也大和屋 暁氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496± 0 〃 アタマ 33．3�
48 カルネアサーダ 牝4芦 55 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 466± 01：08．5クビ 4．8�
59 ダークペイジ 牝4黒鹿55 荻野 極 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 8 〃 クビ 7．5
35 メイショウケイメイ 牝7鹿 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 432－ 2 〃 ハナ 158．5�
36 ビップウインク 牝6青 55 富田 暁鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：08．6� 80．4�
714 シセイヒテン 牡8青 57 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 21：08．7クビ 116．2�
715 ジュニパーベリー 牝6鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B480－ 4 〃 アタマ 22．9�
510 サトノファビュラス 牝6鹿 55 秋山 稔樹里見 治氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 430＋ 41：09．01 76．3�
23 マウンテンムスメ 牝5栗 55 菱田 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 468－ 21：09．1 20．1�
47 レ ジ ェ ー ロ 牝6黒鹿56 斎藤 新山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 426－ 21：09．2クビ 121．3�

11 ヤマトコウセイ 牝4鹿 55 小林 脩斗鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 81：09．62� 11．6�
（11128）

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，694，500円 複勝： 102，606，600円 枠連： 54，610，400円
馬連： 234，319，800円 馬単： 75，400，900円 ワイド： 182，166，000円
3連複： 453，820，600円 3連単： 418，283，100円 計： 1，598，901，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 350円 � 280円 枠 連（6－6） 5，250円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，070円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 59，480円

票 数

単勝票数 計 776945 的中 � 80298（4番人気）
複勝票数 計1026066 的中 � 100734（3番人気）� 73373（6番人気）� 96257（4番人気）
枠連票数 計 546104 的中 （6－6） 8060（23番人気）
馬連票数 計2343198 的中 �� 35535（21番人気）
馬単票数 計 754009 的中 �� 5787（41番人気）
ワイド票数 計1821660 的中 �� 31035（14番人気）�� 44582（5番人気）�� 30115（17番人気）
3連複票数 計4538206 的中 ��� 32085（25番人気）
3連単票数 計4182831 的中 ��� 5098（130番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―10．9―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．1―44．6―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 3（8，15）（1，4，9，11）（2，10，16）（7，12，13，17）（6，14）（5，18） 4 3，8（1，4，15，11）9（6，2，16）（7，10，13，17，14）（5，12）18

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ト レ ニ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．3．13 中京4着

2018．5．15生 	5鹿 母 チアフルスマイル 母母 ゴールデンカラーズ 18戦6勝 賞金 113，920，000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 スピリットワンベル号・テイエムスパーダ号・マイネルアルケミー号

05024 2月12日 晴 重 （5小倉2） 第2日 第12競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （ダート・右）

負担重量は，4歳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
1：40．9
1：40．9

重
重

816 シルバーブレッド 牡4鹿 57 菱田 裕二犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 422± 01：43．9 2．8�
36 マ ナ ウ ス 牝4黒鹿 55

51 ★古川 奈穂服部健太郎氏 田中 克典 浦河 谷口牧場 462＋ 61：44．53� 11．8�
11 � メイショウピスカリ 牡5黒鹿 58

57 ☆角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 斉藤英牧場 440＋ 41：44．71� 74．5�
12 ミツカネヴィーナス 牝4栗 55 団野 大成小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 460＋101：44．8クビ 58．8�
815 ブレイクザアイス 牡4芦 57 幸 英明コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 B462－ 21：44．9� 29．1�
24 スターザサンライズ 牝4芦 55 斎藤 新�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448＋ 21：45．11� 14．7	
713 ビナホイアン 牡4鹿 57

56 ☆松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム B438－241：45．41	 8．8

59 ソルトキャピタル 牡6鹿 58 古川 吉洋杉浦 敏夫氏 木原 一良 日高 オリオンファーム 534－ 21：45．5クビ 23．3�
714� パリスデージー 牝6黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 436－ 6 〃 ハナ 163．0�
35 タイキスパルタン 牡4芦 57 柴山 雄一大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 518＋161：45．71 18．5�
611 イ カ ロ ス 牡4鹿 57

55 △小林 脩斗�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 476＋ 2 〃 クビ 58．8�
510 ハヤブサウィッシュ 牡4栗 57 浜中 俊武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 2 〃 ハナ 6．8�
612� マスケティアーズ 牡5黒鹿58 勝浦 正樹加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 472－ 41：45．8� 251．2�
47 � シアープレジャー 牝6鹿 56

53 ▲佐々木大輔岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：46．11� 89．3�
23 � エイシンディアデム 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 440－ 21：46．73� 155．6�
48 ア ウ グ ス ト 牡4鹿 57 丹内 祐次�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 B518＋ 21：47．97 3．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，478，200円 複勝： 67，386，400円 枠連： 23，045，600円
馬連： 97，670，400円 馬単： 38，841，900円 ワイド： 93，852，100円
3連複： 170，193，400円 3連単： 181，117，900円 計： 729，585，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 320円 � 1，110円 枠 連（3－8） 980円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，560円 �� 7，850円

3 連 複 ��� 32，660円 3 連 単 ��� 91，820円

票 数

単勝票数 計 574782 的中 � 163139（1番人気）
複勝票数 計 673864 的中 � 166635（1番人気）� 48024（5番人気）� 11556（12番人気）
枠連票数 計 230456 的中 （3－8） 18203（3番人気）
馬連票数 計 976704 的中 �� 40167（6番人気）
馬単票数 計 388419 的中 �� 10550（7番人気）
ワイド票数 計 938521 的中 �� 34033（6番人気）�� 9265（28番人気）�� 2963（54番人気）
3連複票数 計1701934 的中 ��� 3908（87番人気）
3連単票数 計1811179 的中 ��� 1430（277番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．6―12．4―11．9―12．0―12．7―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．5―41．9―53．8―1：05．8―1：18．5―1：31．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シルバーブレッド �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．11．20 阪神10着

2019．1．22生 牡4鹿 母 ア ル テ ー ロ 母母 グルーヴィクイーン 13戦2勝 賞金 19，570，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 アウグスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アウグスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月12日まで出走できない。

３レース目



（5小倉2）第2日 2月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 177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

211，430，000円
3，020，000円
30，490，000円
1，490，000円
27，650，000円
80，035，000円
5，575，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
483，937，000円
658，465，700円
167，539，200円
819，095，100円
334，029，500円
783，099，400円
1，479，051，200円
1，536，572，300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 6，261，789，400円

総入場人員 7，803名 （有料入場人員 7，191名）
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