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05049 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5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

47 ウインステイトリー 牡3鹿 56
53 ▲水沼 元輝�ウイン 上原 博之 日高 槇本牧場 B516± 01：45．7 215．0�

611 イツモハラペコ 牡3鹿 56 幸 英明小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 468＋ 2 〃 アタマ 6．5�
713 エンプレスペイ 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 436± 01：46．55 1．9�
712 セブンスストリート 牡3青鹿56 西村 淳也下河辺隆行氏 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 446－141：46．81� 3．8�
815 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 490－ 6 〃 クビ 10．1�
22 マ ク ギ リ ス 牡3鹿 56 斎藤 新増田 和啓氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 466－ 61：47．33 32．3	
814 ニシノシャイニング 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 430－ 61：47．51 13．7

11 メイショウゴルシ 牡3芦 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 まるとみ冨岡牧場 422－ 41：47．71 42．3�
34 モズマワシゲリ 牡3鹿 56 秋山真一郎 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 株式会社

目黒牧場 504＋ 21：47．91� 33．5�
35 ワンダーマーシー 牡3黒鹿56 丹内 祐次山本 能成氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 522 ―1：48．11� 162．1
58 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 468＋ 21：48．63 209．7�
23 メイショウメイプル 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 512± 01：49．02� 53．2�
59 コントロッロ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 532± 01：49．74 246．4�
46 パープルダイヤ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大�木村牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム 436± 01：49．91� 552．4�
610 クレシューズ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：50．21� 42．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，360，500円 複勝： 61，447，200円 枠連： 10，038，500円
馬連： 42，608，500円 馬単： 24，763，400円 ワイド： 52，712，600円
3連複： 80，722，300円 3連単： 94，755，200円 計： 404，408，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，500円 複 勝 � 2，620円 � 170円 � 110円 枠 連（4－6） 18，170円

馬 連 �� 43，970円 馬 単 �� 133，610円

ワ イ ド �� 6，950円 �� 4，840円 �� 240円

3 連 複 ��� 25，250円 3 連 単 ��� 330，270円

票 数

単勝票数 計 373605 的中 � 1390（13番人気）
複勝票数 計 614472 的中 � 2699（13番人気）� 75299（3番人気）� 278692（1番人気）
枠連票数 計 100385 的中 （4－6） 428（24番人気）
馬連票数 計 426085 的中 �� 751（51番人気）
馬単票数 計 247634 的中 �� 139（108番人気）
ワイド票数 計 527126 的中 �� 1707（44番人気）�� 2463（36番人気）�� 68705（1番人気）
3連複票数 計 807223 的中 ��� 2397（58番人気）
3連単票数 計 947552 的中 ��� 208（525番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．2―13．4―12．9―12．4―11．8―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．7―44．1―57．0―1：09．4―1：21．2―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインステイトリー �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 カジノドライヴ デビュー 2022．12．17 中山16着

2020．4．9生 牡3鹿 母 シュヴァルツィーナ 母母 シュヴァルツ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ウインステイトリー号の騎手水沼元輝は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。

イツモハラペコ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 パープルダイヤ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月25日まで平地競走に出走でき

ない。

05050 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15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

714 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 490－ 41：09．9 3．8�
510 スカプラリオ 牝3鹿 54 田中 健小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 B466－ 21：10．0� 101．0�
35 オータムクイーン 牝3鹿 54 西村 淳也ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 81：10．1クビ 15．6�
11 タ リ ア 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 430＋ 21：10．52� 9．8�

47 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± 0 〃 クビ 10．8	

715 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 440＋ 2 〃 ハナ 29．3


23 ニシノカナン 牡3黒鹿56 野中悠太郎西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 B502－ 41：10．71� 52．8�
48 モノセーラス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ辻 助氏 中村 直也 浦河 辻 牧場 394－ 21：10．8クビ 10．3�
12 ピンポンマム 牝3芦 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 青木 孝文 浦河 栄進牧場 414± 0 〃 アタマ 33．0
817 カレンチャンキー 牝3鹿 54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 456－ 4 〃 アタマ 53．9�
612 ゴ コ ウ サ ス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡 浩二氏 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：11．0� 2．7�
818 エコロマックス 牡3青鹿 56

55 ☆松本 大輝原村 正紀氏 杉山 佳明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 41：11．1� 23．8�

36 メ ロ ー ラ 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂小原準一郎氏 村田 一誠 浦河 村下 清志 B450－ 41：11．21 78．0�

713 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 456－ 41：11．3クビ 15．9�

24 ブロックバスター 牡3黒鹿56 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 日高 モリナガファーム 448－ 41：11．62 148．2�
611 グランデスパーダ 牡3鹿 56 加藤 祥太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 452－141：11．7� 299．9�

816 マ ー マ ネ 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子小林 由明氏 梅田 智之 新ひだか 小国スティーブル 430± 01：12．23 58．3�

59 マテンロウナスカ 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈寺田千代乃氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 434＋ 21：13．15 79．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，460，600円 複勝： 51，704，300円 枠連： 13，335，400円
馬連： 45，204，100円 馬単： 18，676，000円 ワイド： 51，874，600円
3連複： 82，840，300円 3連単： 73，179，200円 計： 368，274，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 2，560円 � 400円 枠 連（5－7） 5，910円

馬 連 �� 23，890円 馬 単 �� 37，350円

ワ イ ド �� 6，990円 �� 1，410円 �� 15，910円

3 連 複 ��� 97，070円 3 連 単 ��� 473，700円

票 数

単勝票数 計 314606 的中 � 64791（2番人気）
複勝票数 計 517043 的中 � 94434（2番人気）� 4138（15番人気）� 32166（6番人気）
枠連票数 計 133354 的中 （5－7） 1748（18番人気）
馬連票数 計 452041 的中 �� 1466（55番人気）
馬単票数 計 186760 的中 �� 375（98番人気）
ワイド票数 計 518746 的中 �� 1891（60番人気）�� 9795（15番人気）�� 826（96番人気）
3連複票数 計 828403 的中 ��� 640（222番人気）
3連単票数 計 731792 的中 ��� 112（1054番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．3―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノグレイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2022．10．30 新潟2着

2020．2．21生 牡3鹿 母 ノヴァホーク 母母 Reveuse de Jour 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウナスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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 クリノリアルレディ号・マーレイン号

第２回 小倉競馬 第５日



05051 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5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，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

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± 0 58．2 1．9�

33 エ バ ニ ス タ 牡4鹿 58
54 ★古川 奈穂畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 478＋ 2 58．62� 11．7�

46 サンダビューク 牡4黒鹿 58
56 △小林 凌大加藤 信之氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 464± 0 58．7クビ 20．6�

11 ル ワ ン ジ ュ 牡4鹿 58
55 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 490－ 4 58．8� 8．3�
610� ルクスディオン 牝4栗 56

53 ▲鷲頭 虎太�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 432－15 58．91 40．0�
57 ラ ー ジ ベ ル 牝4鹿 56

55 ☆松本 大輝�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 482－ 2 〃 アタマ 59．7	
45 エヴリーサンクス 牝4鹿 56 菱田 裕二フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B464± 0 59．11 169．8

711 キーチズカンパニー 牡4鹿 58

56 △山田 敬士山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 B490＋ 2 〃 アタマ 90．3�
22 キュートハイカー 牝4青鹿56 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 416＋ 4 59．2� 12．7�
814 トランザクト 牡5鹿 58 西村 淳也�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516± 0 59．41� 5．6
34 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 460± 0 59．61� 14．4�
58 ポメランチェ 牝4黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 400＋ 21：00．34 12．1�
712 ブルックレット 牝4鹿 56 幸 英明�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 454－14 〃 クビ 160．4�
813 ハイレリーフ 牝5青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B460－ 21：00．93� 155．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，546，500円 複勝： 74，288，500円 枠連： 10，365，100円
馬連： 48，895，300円 馬単： 24，702，800円 ワイド： 56，574，300円
3連複： 87，242，900円 3連単： 91，289，500円 計： 434，904，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 310円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 450円 �� 740円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 21，030円

票 数

単勝票数 計 415465 的中 � 172875（1番人気）
複勝票数 計 742885 的中 � 331339（1番人気）� 44889（5番人気）� 36884（6番人気）
枠連票数 計 103651 的中 （3－6） 13925（1番人気）
馬連票数 計 488953 的中 �� 32665（4番人気）
馬単票数 計 247028 的中 �� 11816（4番人気）
ワイド票数 計 565743 的中 �� 34974（3番人気）�� 19588（7番人気）�� 4239（31番人気）
3連複票数 計 872429 的中 ��� 10775（19番人気）
3連単票数 計 912895 的中 ��� 3146（70番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．8―34．2―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナツイロノオトメ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 アラムシャー デビュー 2021．8．1 新潟14着

2019．4．27生 牝4青鹿 母 フェールクークー 母母 ウッディークー 16戦2勝 賞金 26，800，000円

05052 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5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3：06．3良

56 ヒストリアノワール �5黒鹿60 伴 啓太 �シルクレーシング 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 438－ 43：13．2 13．4�
812 シゲルキンセイ 牡6鹿 60

58 △小牧加矢太森中 啓子氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 486± 03：13．41� 4．7�
33 ハイオソラール 牡7鹿 60 北沢 伸也名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 526＋ 63：13．82� 8．9�
44 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 478－ 2 〃 アタマ 3．5�
68 アコルドエール �6栗 60 五十嵐雄祐 �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 502＋103：14．43� 20．2	
55 タイセイモンストル 牡6鹿 60 小野寺祐太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 43：14．93 3．9

79 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 456－ 63：15．11� 11．2�
811 モーニングアヤメ 牝5栗 58 蓑島 靖典今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 444± 03：16．05 7．4�
67 	 ガ ム ラ ン 牡5栗 60 難波 剛健ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 516－ 63：17．17 48．6
710 マ ル ス 牡5青鹿60 金子 光希田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 石郷岡 五月 460＋ 43：19．7大差 118．6�
11 ホウオウフラッシュ 牝4鹿 57 大江原 圭小笹 芳央氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 23：22．0大差 134．0�
22 ランドフェニックス 牡4鹿 59 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 498－ 23：22．95 87．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，362，900円 複勝： 29，831，300円 枠連： 8，231，800円
馬連： 30，158，800円 馬単： 14，615，900円 ワイド： 30，777，900円
3連複： 55，902，600円 3連単： 59，866，200円 計： 249，747，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 440円 � 150円 � 270円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，880円 �� 800円

3 連 複 ��� 10，510円 3 連 単 ��� 66，260円

票 数

単勝票数 計 203629 的中 � 12151（7番人気）
複勝票数 計 298313 的中 � 13852（8番人気）� 68034（1番人気）� 26299（5番人気）
枠連票数 計 82318 的中 （5－8） 11575（1番人気）
馬連票数 計 301588 的中 �� 6161（19番人気）
馬単票数 計 146159 的中 �� 1265（41番人気）
ワイド票数 計 307779 的中 �� 5287（20番人気）�� 4115（24番人気）�� 10265（9番人気）
3連複票数 計 559026 的中 ��� 3988（42番人気）
3連単票数 計 598662 的中 ��� 655（253番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．7－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒストリアノワール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．9．21 中山4着

2018．3．22生 �5黒鹿 母 ガルデルスリール 母母 バ シ マ ー 障害：4戦1勝 賞金 9，100，000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 セルリアンルネッタ号

追 加 記 事（第 2回小倉競馬第 4日第 7競走）
〔その他〕　　ルージュティアーモ号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



05053 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時05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

11 コイニョウボウ 牝3黒鹿 54
50 ★永島まなみ岡 浩二氏 中尾 秀正 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 398－ 61：49．6 43．0�
47 オークアンドモルト 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈 �ニッシンホール
ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 21：49．7� 6．7�

713 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 412－ 81：50．12 5．0�
59 ア イ サ マ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太伊藤 弘人氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 416－ 41：50．31� 9．7�
12 コスモアメジスト 牝3芦 54 黛 弘人 �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＋ 21：50．72� 34．5	
23 デアデルマーレ 牝3鹿 54 富田 暁 �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 482－ 21：50．91� 2．6

714 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 446－ 41：51．32� 14．8�
35 ハイランドリンクス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 462± 01：51．4アタマ 5．0�
48 ルージュサクシード 牝3栗 54 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 新ひだか 前川 勝春 450 ― 〃 ハナ 76．7
816 フクノカトレア 牝3鹿 54 秋山真一郎佐藤 範夫氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 424－ 21：51．5� 29．2�
815 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± 01：51．71� 252．3�
611 ラ ー ク 牝3栗 54 加藤 祥太庄野 宏志氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 418＋ 21：52．01� 434．7�
36 スマイリングデイズ 牝3栗 54 丸山 元気�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 454± 01：52．21� 36．2�
510 クリノジルバ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 上井農場 390＋ 21：52．3� 76．9�
612 ピュアゴールド 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子宮﨑 吉二氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 412－ 41：52．4� 160．6�
24 ゼ ッ タ イ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂菅藤 孝雄氏 村田 一誠 日高 千葉飯田牧場 416＋ 21：52．82 102．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，639，500円 複勝： 61，958，300円 枠連： 10，564，800円
馬連： 48，790，400円 馬単： 23，600，500円 ワイド： 58，577，500円
3連複： 89，213，900円 3連単： 91，007，500円 計： 422，352，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，300円 複 勝 � 830円 � 210円 � 170円 枠 連（1－4） 4，960円

馬 連 �� 8，870円 馬 単 �� 22，430円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 2，020円 �� 600円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 126，880円

票 数

単勝票数 計 386395 的中 � 7182（10番人気）
複勝票数 計 619583 的中 � 14541（8番人気）� 78906（4番人気）� 113914（2番人気）
枠連票数 計 105648 的中 （1－4） 1649（17番人気）
馬連票数 計 487904 的中 �� 4260（26番人気）
馬単票数 計 236005 的中 �� 789（58番人気）
ワイド票数 計 585775 的中 �� 7346（22番人気）�� 7214（23番人気）�� 26852（6番人気）
3連複票数 計 892139 的中 ��� 5926（34番人気）
3連単票数 計 910075 的中 ��� 520（362番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―48．9―1：01．0―1：13．0―1：25．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コイニョウボウ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．22 阪神11着

2020．5．15生 牝3黒鹿 母 ラプザントゥール 母母 アラマサダンサー 4戦1勝 賞金 6，050，000円

05054 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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 スズカハービン 牡3栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464－ 22：03．1 4．0�
813 ビヨンドザドリーム 牡3黒鹿56 西村 淳也�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 22：03．2クビ 3．9�
710 ツージーフェイス 牝3栗 54 富田 暁 STレーシング 四位 洋文 新冠 ハクレイファーム 454＋ 62：03．41� 4．7�
44 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 B436＋ 42：03．71� 3．8�
57 ウインフランシーズ 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444－ 62：03．91� 25．8�
22 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 512－ 62：04．43 198．6	
711 ドナビスケット 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂山田 容子氏 牧浦 充徳 むかわ 市川牧場 416－ 2 〃 クビ 96．3

11 ホ ー ム ラ ン 牡3鹿 56 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 496－ 42：04．5� 57．8�
68 フォティック 牡3芦 56 幸 英明今村 明浩氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 474－162：04．92� 6．8�
33 アムブロシアー 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝 �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 424－ 82：05．43 29．8

56 タイセイラプソディ 牡3鹿 56 斎藤 新田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか タイヘイ牧場 B476－ 6 〃 アタマ 88．3�
45 リョウライライ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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 498－ 22：05．61� 89．7�
812 エピックライズ 牡3鹿 56 亀田 温心村上 稔氏 高柳 大輔 浦河 �川 啓一 442－ 22：06．24 287．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，373，900円 複勝： 47，912，000円 枠連： 7，419，100円
馬連： 45，249，500円 馬単： 21，104，100円 ワイド： 46，367，400円
3連複： 61，261，100円 3連単： 75，301，000円 計： 344，988，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 300円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 403739 的中 � 80315（3番人気）
複勝票数 計 479120 的中 � 92851（2番人気）� 82683（3番人気）� 77917（4番人気）
枠連票数 計 74191 的中 （6－8） 13321（1番人気）
馬連票数 計 452495 的中 �� 49942（2番人気）
馬単票数 計 211041 的中 �� 11913（3番人気）
ワイド票数 計 463674 的中 �� 37407（4番人気）�� 40515（2番人気）�� 30593（6番人気）
3連複票数 計 612611 的中 ��� 35136（3番人気）
3連単票数 計 753010 的中 ��� 9545（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．8―12．5―12．7―12．2―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．8―48．6―1：01．1―1：13．8―1：26．0―1：38．1―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカハービン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．10．9 阪神5着

2020．4．10生 牡3栗 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 7戦1勝 賞金 11，120，000円
〔発走状況〕 スズカハービン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スズカハービン号は，発走調教再審査。



05055 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5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

56 ラ ニ カ イ 牝4栗 55 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500－ 61：44．4 2．0�

55 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± 01：44．71� 28．9�
44 デームフォーチュン 牝4鹿 55

54 ☆角田 大和吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470± 01：45．01� 11．4�
68 レリジールダモーレ 牝4栗 55 菱田 裕二 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 21：45．21� 6．8�
22 � 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± 01：45．4� 8．2	
710 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 476－ 61：45．61� 7．4

11 � センドハーマイラブ 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ道場 宏氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 450＋ 41：46．13 44．0�
811 ワイルドベティ 牝4鹿 55

54 ☆小沢 大仁吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 406－ 61：46．31� 26．4�
67 � ガールズヒロイン 牝5黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 432－101：46．4クビ 222．8
33 ユ キ ヤ ナ ギ 牝4鹿 55 的場 勇人山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 448－ 61：46．82� 203．3�
79 グランデレジーナ 牝4鹿 55

52 ▲大久保友雅 �キャロットファーム 茶木 太樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 21：48．410 124．5�

812 エイミーバローズ 牝4栗 55
52 ▲今村 聖奈猪熊 広次氏 松下 武士 日高 シンボリ牧場 470＋241：48．5� 6．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，937，100円 複勝： 45，256，800円 枠連： 6，122，400円
馬連： 38，782，700円 馬単： 19，842，100円 ワイド： 42，306，300円
3連複： 61，280，800円 3連単： 84，873，500円 計： 335，401，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 560円 � 240円 枠 連（5－5） 2，520円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 930円 �� 340円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 17，070円

票 数

単勝票数 計 369371 的中 � 145405（1番人気）
複勝票数 計 452568 的中 � 156714（1番人気）� 13386（8番人気）� 38877（6番人気）
枠連票数 計 61224 的中 （5－5） 1880（9番人気）
馬連票数 計 387827 的中 �� 12712（7番人気）
馬単票数 計 198421 的中 �� 3917（12番人気）
ワイド票数 計 423063 的中 �� 11154（10番人気）�� 36302（4番人気）�� 4013（25番人気）
3連複票数 計 612808 的中 ��� 11347（15番人気）
3連単票数 計 848735 的中 ��� 3603（65番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．4―12．5―12．3―12．3―12．5―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―29．5―42．0―54．3―1：06．6―1：19．1―1：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
5（10，12）（4，6，9）－（2，8）－11，1－3，7・（5，10）（4，6，12）（2，8，11）－（1，9）3－7

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

勝馬の
紹 介

ラ ニ カ イ �
�
父 ラ ニ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2021．9．25 中京4着

2019．3．14生 牝4栗 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 19戦2勝 賞金 38，570，000円

05056 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第8競走 ��3，390�
しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：40．0良

57 テーオーソクラテス 牡6鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 462－ 43：48．0 4．5�
11 ジューンベロシティ 牡5青鹿60 西谷 誠吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 470± 03：48．21� 9．4�
69 キャプテンペリー �10栗 60 草野 太郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 514± 03：48．3クビ 17．7�
45 ニューツーリズム �7青鹿60 伴 啓太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B504＋ 23：48．4� 18．6�
711 スマッシャー 牡5鹿 59 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 496＋ 23：49．14 2．9�
814 イ ベ リ ア 牡8黒鹿59 大江原 圭森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 512－ 23：51．2大差 108．6	
813 ウインガヴァナー 牡5黒鹿59 熊沢 重文�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 516＋103：51．3	 61．7

712 マイネルダンク 牡5芦 59 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 23：51．4クビ 15．3�
46 レザネフォール 牡6黒鹿59 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 472＋ 43：51．61� 15．8�
610 ゲインスプレマシー �7鹿 59 蓑島 靖典 サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B482＋ 23：51．8	 53．4�
22 スズカフロンティア 牡9鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 448＋ 43：54．0大差 15．4�
58 マイネルオフィール 牡11鹿 60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 518＋203：55．59 106．8�
33 
 ビクトリーシューズ 牡6芦 59 難波 剛健呉本 昌時氏 中村 直也 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 43：57．210 58．9�
34 マサハヤドリーム �11鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464± 0 （競走中止） 4．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，096，500円 複勝： 41，217，900円 枠連： 9，647，700円
馬連： 42，207，400円 馬単： 18，780，300円 ワイド： 44，354，500円
3連複： 82，627，100円 3連単： 86，268，900円 計： 357，200，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 300円 � 330円 枠 連（1－5） 1，870円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 690円 �� 760円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 20，450円

票 数

単勝票数 計 320965 的中 � 55985（2番人気）
複勝票数 計 412179 的中 � 82538（2番人気）� 32251（4番人気）� 28401（5番人気）
枠連票数 計 96477 的中 （1－5） 3985（9番人気）
馬連票数 計 422074 的中 �� 20725（4番人気）
馬単票数 計 187803 的中 �� 4924（8番人気）
ワイド票数 計 443545 的中 �� 16985（4番人気）�� 15205（6番人気）�� 5079（27番人気）
3連複票数 計 826271 的中 ��� 11300（17番人気）
3連単票数 計 862689 的中 ��� 3058（46番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 53．5－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

�
�

・（3，1）－（7，6）5，11，13，9（14，2，10）＝12＝8・（7，1）（11，5）9－6－14－（13，3，10，12）＝2＝8
勝馬の
紹 介

テーオーソクラテス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．3．21生 牡6鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 障害：11戦5勝 賞金 73，611，000円
〔競走中止〕 マサハヤドリーム号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症したため4号障害〔バンケット〕通過後に競走中

止。
〔その他〕 ジューンベロシティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジューンベロシティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月25日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 テイエムチューハイ号・ヒルノアローザ号・マイネルパラディ号



05057 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第9競走 ��
��1，200�あ ざ み 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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

610 タマモブラックタイ 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 522＋ 41：09．7 5．4�
712 シンプリーオーサム 牡3栗 56 西村 淳也岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 浦河 高昭牧場 530＋ 21：09．8� 5．6�
815 リ サ リ サ 牝3鹿 54 丹内 祐次山藤賢� 田村 康仁 青森 村上 勝治 480－ 21：10．22� 12．0�
23 ユカリプレリュード 牝3鹿 54 藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 482－ 41：10．3� 58．0�
11 トレンディスター 牝3鹿 54 菱田 裕二水谷 美穂氏 高柳 大輔 日高 船越牧場 488－ 61：10．4クビ 4．4�
22 	 スリーアイランド 牝3栗 54 藤岡 佑介永井商事� 橋田 満 愛 Cn Farm Ltd 462＋ 2 〃 ハナ 4．0	
611 ミシェラドラータ 牡3鹿 56 斎藤 新福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 482－ 41：10．5� 12．8

814 ニシノトキメキ 牝3鹿 54 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新ひだか 田上 徹 468－ 21：10．6� 14．5�
58 サザーランド 牝3鹿 54 北村 友一�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 434＋ 21：10．7� 9．6
34 
 シャーマンロック 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ターフ・スポート新谷 功一 浦河 谷川牧場 508－ 8 〃 クビ 108．0�
47 メイショウコギク 牝3黒鹿54 富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 414－10 〃 アタマ 27．7�
35 ミヤジトレヴ 牝3青鹿54 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 504－ 61：10．91 91．9�
59 ル イ ス 牡3鹿 56 角田 大和古賀 禎彦氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 486－121：11．0� 213．8�
46 � オンネマトカ 牝3黒鹿54 飛田 愛斗吉田 勝利氏 手島 勝利 日高 藤本ファーム 440－ 51：12．06 257．8�

（佐賀） （佐賀）

713 カ ナ 牝3芦 54 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 388＋ 61：12．42� 326．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，804，800円 複勝： 70，613，100円 枠連： 13，000，400円
馬連： 72，437，700円 馬単： 29，134，600円 ワイド： 73，631，600円
3連複： 119，493，000円 3連単： 119，059，400円 計： 547，174，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 210円 � 280円 枠 連（6－7） 1，280円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 560円 �� 890円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 21，200円

票 数

単勝票数 計 498048 的中 � 72994（3番人気）
複勝票数 計 706131 的中 � 114062（2番人気）� 90141（4番人気）� 57934（5番人気）
枠連票数 計 130004 的中 （6－7） 7842（7番人気）
馬連票数 計 724377 的中 �� 38104（4番人気）
馬単票数 計 291346 的中 �� 7809（7番人気）
ワイド票数 計 736316 的中 �� 34629（4番人気）�� 20739（9番人気）�� 26740（7番人気）
3連複票数 計1194930 的中 ��� 24445（7番人気）
3連単票数 計1190594 的中 ��� 4070（48番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．3―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．7―45．5―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブラックタイ �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2022．7．9 小倉1着

2020．4．20生 牡3鹿 母 タマモイヤリング 母母 タマモピアス 6戦2勝 賞金 23，409，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05058 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第10競走 ��2，600�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走14時50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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

812� アスカノミライ 牡5黒鹿58 西村 淳也豊田 智郎氏 川村 禎彦 日高 広富牧場 B528－ 82：42．2 14．0�
67 ゼンノインヴォーク 牡4鹿 57 富田 暁大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 448－ 6 〃 クビ 4．0�
33 キュンストラー 牝5芦 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 402－ 22：42．3クビ 62．2�

56 タガノバルコス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 42：42．61� 27．9�

44 タイミングハート 牡6黒鹿58 菱田 裕二�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B454＋142：42．81	 15．6�
68 マケルナマサムネ 牡5鹿 58 藤岡 康太塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞
湖 レイクヴィラファーム B466－ 42：42．91 2．3	
811 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 502＋ 22：43．1� 9．6

79 ウインマイルート 牡4栗 57 丹内 祐次�ウイン 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム 462± 02：43．2� 6．0�
710 グレートキャンベラ 牡4黒鹿57 幸 英明�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B502－122：43．3� 21．8�
22 ギ ン ノ サ ジ 牝5青鹿56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 62：43．93� 20．8
11 ヒロノタイリク 牡8栗 58 角田 大和高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 518－ 42：46．4大差 149．6�
55 テーオーアストル 牡4青鹿57 北村 友一小笹 公也氏 藤岡 健一 新ひだか チャンピオンズファーム 518－ 42：56．5大差 52．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，371，500円 複勝： 50，936，000円 枠連： 14，442，800円
馬連： 55，962，200円 馬単： 26，328，100円 ワイド： 61，161，300円
3連複： 99，359，700円 3連単： 116，676，200円 計： 464，237，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 320円 � 170円 � 1，220円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 7，120円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 40，020円 3 連 単 ��� 270，250円

票 数

単勝票数 計 393715 的中 � 22401（5番人気）
複勝票数 計 509360 的中 � 39478（5番人気）� 98890（2番人気）� 8432（10番人気）
枠連票数 計 144428 的中 （6－8） 25095（2番人気）
馬連票数 計 559622 的中 �� 15247（10番人気）
馬単票数 計 263281 的中 �� 3046（24番人気）
ワイド票数 計 611613 的中 �� 16348（11番人気）�� 2160（46番人気）�� 3648（37番人気）
3連複票数 計 993597 的中 ��� 1862（93番人気）
3連単票数 計1166762 的中 ��� 313（556番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．3―12．2―12．3―12．9―13．5―12．7―12．0―12．1―12．2―12．7―12．7

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�
12．8―24．6―36．9―49．1―1：01．4―1：14．3―1：27．8―1：40．5―1：52．5―2：04．6―2：16．8―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�アスカノミライ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ

2018．3．17生 牡5黒鹿 母 ロトクルーザー 母母 エスワンスペクター 24戦1勝 賞金 32，968，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ゼンノインヴォーク号の騎手富田暁は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーアストル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月25日まで平地競

走に出走できない。



05059 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5日 第11競走 ��1，700�
は や と も

早 鞆 特 別
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．2．26以降R5．2．19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

36 ブランアルディ 牝4芦 53 西村 淳也野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 466－ 21：44．5 13．0�
24 タガノリバイバー 牝5鹿 53 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 504＋ 41：44．6� 32．7�
47 ラ ル フ 牡5栗 56 永島まなみ�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 494－12 〃 クビ 34．1�
59 リアルシング 牡6黒鹿55 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± 01：44．81� 19．6�
23 � メリディアン 牝6鹿 51 亀田 温心 �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 B440－ 21：44．9� 77．2�
714 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± 01：45．11 5．2	
713 スマートムーラン 牝4黒鹿52 秋山真一郎大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 454± 01：45．41	 5．9

611 メイショウハナモモ 牝5鹿 54 小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472＋ 4 〃 ハナ 10．1�
612 タイキドミニオン 牡5鹿 57 北村 友一�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 B530＋ 21：45．5� 8．2
815 タイスケフェイス 牡5鹿 55 幸 英明 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 470－ 21：45．61 26．1�
510 シホノディレット 牡4鹿 54 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 B540＋161：45．7� 31．5�
12 ミキノプリンス 牡4鹿 54 古川 奈穂谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 492－ 21：45．8� 36．2�
11 コバルトブルー 牡7栗 55 今村 聖奈青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474＋ 41：46．0	 27．7�
816� トップスターサン 牡5黒鹿56 斎藤 新吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

508－ 61：46．1� 12．1�
35 シルバーブレッド 牡4鹿 55 菱田 裕二犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 422± 0 〃 ハナ 5．1�
48 クリノナイスガイ �6栗 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 468－ 41：46．84 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，548，300円 複勝： 116，093，600円 枠連： 47，727，100円
馬連： 188，014，900円 馬単： 60，735，000円 ワイド： 175，963，500円
3連複： 358，815，300円 3連単： 321，045，100円 計： 1，339，942，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 480円 � 970円 � 840円 枠 連（2－3） 3，250円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 19，540円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 6，110円 �� 13，240円

3 連 複 ��� 179，760円 3 連 単 ��� 953，920円

票 数

単勝票数 計 715483 的中 � 43744（7番人気）
複勝票数 計1160936 的中 � 68374（7番人気）� 30513（13番人気）� 35627（12番人気）
枠連票数 計 477271 的中 （2－3） 11378（16番人気）
馬連票数 計1880149 的中 �� 15479（38番人気）
馬単票数 計 607350 的中 �� 2331（83番人気）
ワイド票数 計1759635 的中 �� 16526（36番人気）�� 7414（75番人気）�� 3399（108番人気）
3連複票数 計3588153 的中 ��� 1497（427番人気）
3連単票数 計3210451 的中 ��� 244（2381番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．9―13．3―12．5―12．2―12．0―11．9―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．0―43．3―55．8―1：08．0―1：20．0―1：31．9

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

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

勝馬の
紹 介

ブランアルディ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．4．9 阪神5着

2019．2．16生 牝4芦 母 マリアンヌカフェ 母母 ラ ハ ン ヌ 9戦3勝 賞金 34，319，000円
〔制裁〕 メリディアン号の騎手亀田温心は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

ワンダーブレット号の騎手小牧太は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キゾク号・サヴァビアン号・タケルラスティ号・トゥルブレンシア号・ハイパーノヴァ号・フームスムート号

05060 2月25日 曇 稍重 （5小倉2） 第5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，58�，牝馬2�減

本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，000，000
1，000，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

611 ハピネスアゲン 牝4芦 56 丸山 元気浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 448－ 41：09．3 5．7�
36 マ メ コ 牝4鹿 56

54 △小林 凌大中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 446－ 4 〃 クビ 15．4�
816 スズノナデシコ 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 504＋ 21：09．4クビ 6．2�
715 デルマヤクシ 牡5栗 58 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 田中 克典 日高 白井牧場 460－ 21：09．5� 28．8�
817 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 440－ 2 〃 同着 5．5�
12 フラッシュアーク 牝4芦 56 菱田 裕二小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 466－ 21：09．61 41．3	
24 テーオースパロー 牡4黒鹿58 西村 淳也小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 498－ 21：09．7� 17．7

713 ヴェールクレール 牝5黒鹿 56

55 ☆角田 大和 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 8．7�
818� テンジュイン 牝6鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 456± 0 〃 ハナ 41．1�
714 ミエノベルル 牡5鹿 58

55 ▲佐々木大輔里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 21：09．8� 30．0
612� ドラゴンゴクウ 牡4黒鹿58 野中悠太郎福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 472± 01：09．9� 55．8�
47 ドリームアゲイン 牝5鹿 56 幸 英明前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ B456－101：10．32 11．9�
23 ディオアステリア 牝4芦 56 原田 和真 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 464＋ 2 〃 アタマ 4．7�
510 アインシュペンナー 牝4芦 56

55 ☆小沢 大仁永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440－ 41：10．4クビ 29．8�
11 シャウビンダー 牝4栗 56 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 412＋ 81：10．61� 38．4�
35 � 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 514＋ 41：11．23� 160．8�
59 � アルティマボス 牡4黒鹿58 亀田 温心�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 B524－ 41：11．41� 304．2�
48 � シュアーウィナー 牡5鹿 58 斎藤 新久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 474＋ 61：11．5クビ 232．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，382，000円 複勝： 84，375，800円 枠連： 27，132，900円
馬連： 104，011，900円 馬単： 38，835，500円 ワイド： 114，166，300円
3連複： 199，577，700円 3連単： 178，520，900円 計： 802，003，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 370円 � 240円 枠 連（3－6） 4，270円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 670円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 42，870円

票 数

単勝票数 計 553820 的中 � 76664（3番人気）
複勝票数 計 843758 的中 � 124767（1番人気）� 52775（7番人気）� 92067（4番人気）
枠連票数 計 271329 的中 （3－6） 4924（18番人気）
馬連票数 計1040119 的中 �� 17062（15番人気）
馬単票数 計 388355 的中 �� 3645（24番人気）
ワイド票数 計1141663 的中 �� 17686（14番人気）�� 45787（4番人気）�� 19493（13番人気）
3連複票数 計1995777 的中 ��� 21960（11番人気）
3連単票数 計1785209 的中 ��� 3019（81番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．3―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハピネスアゲン �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．12．25 中山3着

2019．3．10生 牝4芦 母 エイシンスイーツ 母母 バーモントガール 12戦2勝 賞金 26，940，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マメコ号の騎手小林凌大は，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。
※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。
（非当選馬） 1頭 シーズアクイーン号
（非抽選馬） 1頭 ヨンウォニ号



（5小倉2）第5日 2月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

204，890，000円
4，320，000円
27，040，000円
1，900，000円
25，930，000円
79，690，000円
6，346，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
494，884，100円
735，634，800円
178，028，000円
762，323，400円
321，118，300円
808，467，800円
1，378，336，700円
1，391，842，600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 6，070，635，700円

総入場人員 6，237名 （有料入場人員 5，763名）
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