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05061 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6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

816 リヤンドメテオール 牝3鹿 54
53 ☆小沢 大仁 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476＋ 61：46．3 10．5�

612 パ ラ デ ィ 牝3鹿 54 藤岡 康太中村 祐子氏 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：46．62 2．6�
48 アナベルヒマワリ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：47．13 4．9�
23 ウィンウッドテール 牝3鹿 54 菱田 裕二梶 正典氏 新谷 功一 浦河 丸幸小林牧場 420± 0 〃 クビ 10．9�
24 リグレイアー 牝3黒鹿54 丹内 祐次上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 468＋ 41：47．31� 8．1�
11 ロイヤルナタール 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 406－ 21：47．51� 53．1	
36 タガノドゥリ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432－141：48．67 52．9


47 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 414－ 21：48．81 38．3�

35 メイショウマニス 牝3栗 54 西村 淳也松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 414－ 41：49．22 7．7
59 テーオーレーズン 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 430＋ 41：49．51� 103．6�
12 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 438＋ 61：49．92� 128．8�
611 メイショウスイセン 牝3黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－ 8 〃 クビ 26．4�
714 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 450－ 41：50．42� 257．5�
510 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 474＋ 4 〃 ハナ 218．4�

713 マテンロウウェイ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋101：50．72 10．2�
815 メイショウマオヒメ 牝3栗 54 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 470 ―1：52．410 129．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，253，900円 複勝： 57，406，600円 枠連： 9，596，100円
馬連： 55，635，800円 馬単： 24，675，300円 ワイド： 61，544，000円
3連複： 95，269，000円 3連単： 88，038，200円 計： 427，418，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 1，470円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 750円 �� 920円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 14，830円

票 数

単勝票数 計 352539 的中 � 26726（6番人気）
複勝票数 計 574066 的中 � 38021（6番人気）� 148700（1番人気）� 110982（2番人気）
枠連票数 計 95961 的中 （6－8） 5026（7番人気）
馬連票数 計 556358 的中 �� 23848（7番人気）
馬単票数 計 246753 的中 �� 5226（10番人気）
ワイド票数 計 615440 的中 �� 19711（10番人気）�� 15629（13番人気）�� 65298（1番人気）
3連複票数 計 952690 的中 ��� 29628（5番人気）
3連単票数 計 880382 的中 ��� 4302（32番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．4―12．6―12．3―12．6―12．9―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―29．7―42．3―54．6―1：07．2―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
7（12，16）（4，5）13－（3，9）（6，8，10）（1，11）2－（14，15）
7（12，16）4（5，8）（3，13）－（1，10）9（6，2，11）14，15

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

勝馬の
紹 介

リヤンドメテオール �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Anabaa Blue デビュー 2022．6．18 阪神4着

2020．4．28生 牝3鹿 母 トレラピッド 母母 Tres Ravi 7戦1勝 賞金 10，050，000円
〔制裁〕 タガノドゥリ号の騎手鷲頭虎太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 メイショウマオヒメ号は，競走中に疾病〔左第3手根骨々折〕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。
〔3走成績による出走制限〕 キースケデシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地競走に出走でき

ない。

05062 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6日 第2競走 1，200�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
1：05．8
1：05．8

良
良

36 リ ト ル ミ ム 牝3栗 54 西村 淳也栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 516－ 41：09．8 11．8�
48 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 488－ 6 〃 クビ 6．1�
612 ケイアイクビラ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 494－ 2 〃 クビ 4．4�
59 セレッソデアモール 牝3黒鹿54 藤岡 康太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 日進牧場 466－ 61：10．01� 9．7�
35 マ ル プ リ 牝3鹿 54 丸山 元気中丸 裕嗣氏 青木 孝文 新冠 秋田牧場 448－ 21：10．21� 10．8�
24 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 452－ 21：10．4� 4．3	
12 エイルリシュリュー 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 博之氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 462－ 4 〃 アタマ 26．8

714 ル リ イ ロ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔石井 輝昭氏 菊川 正達 新ひだか 土田農場 482＋ 21：10．61� 9．1�
817 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 398＋ 41：10．81� 12．1�
715 フェアリープト 牝3青 54

51 ▲鷲頭 虎太吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 クビ 83．9
11 アンジュアムール 牝3栗 54

52 △山田 敬士落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 428－ 2 〃 アタマ 312．2�
47 マテンロウナイト 牡3鹿 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 464－ 61：11．22� 75．0�
713 ナックブライアン 牡3鹿 56 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 466± 0 〃 同着 393．0�
510 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 488－10 〃 ハナ 20．8�
816 ヘ イ ワ 牡3鹿 56 原田 和真井高 義光氏 金成 貴史 浦河 大北牧場 442＋161：11．3� 68．1�
818 コ ロ ネ ッ ト 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 田中 裕之 408－ 4 〃 ハナ 90．7�
23 デイムティアス 牝3鹿 54 勝浦 正樹松尾 正氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋ 2 〃 ハナ 127．8�
611 コンスタンシア 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 446＋ 41：12．15 84．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，654，800円 複勝： 61，499，000円 枠連： 11，512，800円
馬連： 57，999，100円 馬単： 22，535，900円 ワイド： 66，514，400円
3連複： 106，894，400円 3連単： 87，065，500円 計： 450，675，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 390円 � 190円 � 190円 枠 連（3－4） 1，750円

馬 連 �� 5，900円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，280円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 47，820円

票 数

単勝票数 計 366548 的中 � 24798（7番人気）
複勝票数 計 614990 的中 � 33216（8番人気）� 94033（2番人気）� 93387（3番人気）
枠連票数 計 115128 的中 （3－4） 5092（7番人気）
馬連票数 計 579991 的中 �� 7613（25番人気）
馬単票数 計 225359 的中 �� 1726（43番人気）
ワイド票数 計 665144 的中 �� 8238（26番人気）�� 13190（17番人気）�� 27141（4番人気）
3連複票数 計1068944 的中 ��� 12018（19番人気）
3連単票数 計 870655 的中 ��� 1320（153番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ト ル ミ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Closing Argument デビュー 2022．9．10 中京7着

2020．3．4生 牝3栗 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 4戦1勝 賞金 5，500，000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 グスタール号

第２回 小倉競馬 第６日



05063 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6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 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 B472＋ 4 58．9 15．9�
711 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 476－ 2 59．32� 3．8�

813 タムロショウリュー 牡3栗 56
52 ★永島まなみ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 木戸口牧場 B476＋10 59．51� 7．3�

34 バ サ ラ 牝3栗 54
52 △小林 凌大�OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B442－ 4 〃 クビ 20．7�

33 リュウノステルス 牡3芦 56
53 ▲佐々木大輔蓑島 竜一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 444＋ 2 59．6クビ 147．8	

11 ヴェラグエリエロ 牡3芦 56 亀田 温心加藤 裕司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 430＋ 2 59．7� 7．1

57 シゲルダンガン 牡3鹿 56 菱田 裕二森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム 498－ 21：00．44 8．1�
46 ゼンノエヴェック 牡3鹿 56

54 △山田 敬士大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 492＋20 〃 クビ 119．1�
58 タノムデホンマ �3鹿 56 西村 淳也三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 カナイシスタッド 422＋ 21：00．5クビ 7．2
610 セレッソサンライズ 牝3黒鹿54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 新谷 功一 浦河 浦河小林牧場 396－ 4 〃 クビ 6．2�
45 ヘイローグラン 牡3栗 56 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 454＋141：00．71� 8．7�
22 イチザラブオー 牡3黒鹿 56

53 ▲水沼 元輝奈良﨑孝一郎氏 的場 均 熊本 奈良﨑 孝
一郎 446＋ 21：00．8� 141．4�

69 ホーリーイノセンス 牝3鹿 54 藤懸 貴志ホシノレーシング 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 390 ―1：01．01 223．1�
814 クリスプオブウォー 牡3栗 56 小崎 綾也村上 稔氏 寺島 良 新ひだか 坂本 健一 484＋ 81：01．42� 23．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，653，600円 複勝： 54，138，400円 枠連： 10，142，800円
馬連： 55，683，700円 馬単： 25，173，400円 ワイド： 60，670，500円
3連複： 90，074，500円 3連単： 92，414，200円 計： 425，951，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 320円 � 150円 � 250円 枠 連（7－7） 1，910円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，500円 �� 480円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 30，390円

票 数

単勝票数 計 376536 的中 � 18925（8番人気）
複勝票数 計 541384 的中 � 36216（7番人気）� 121834（1番人気）� 51399（4番人気）
枠連票数 計 101428 的中 （7－7） 4097（8番人気）
馬連票数 計 556837 的中 �� 20788（7番人気）
馬単票数 計 251734 的中 �� 3506（21番人気）
ワイド票数 計 606705 的中 �� 23459（4番人気）�� 9760（26番人気）�� 34096（3番人気）
3連複票数 計 900745 的中 ��� 16574（10番人気）
3連単票数 計 924142 的中 ��� 2204（92番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモジョセフ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 トワイニング デビュー 2022．8．28 新潟5着

2020．4．1生 牡3鹿 母 ジ ョ リ ー ン 母母 マ シ ェ ア ー 9戦1勝 賞金 8，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 イチザラブオー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地競走に出走でき

ない。

05064 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6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

11 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± 03：13．7 7．2�
44 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 B472＋ 23：14．02 3．9�
56 ブリヨンカズマ 牡4芦 59 蓑島 靖典合同会社雅苑興業 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 520± 03：14．63� 10．1�
811� メイショウコホク 牡6鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 514± 03：14．81� 17．4�
68 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 516－ 43：14．9� 2．7�
22 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 454＋ 23：15．0� 17．4	
79 テーオーコンドル �4青鹿59 五十嵐雄祐小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 23：16．17 37．6

67 � 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± 03：16．31� 28．6�
710� アイファーロブスト 牡4黒鹿59 大江原 圭中島 稔氏 蛯名 利弘 新ひだか 加野牧場 428＋ 43：16．61� 154．7�
33 ヴァレッタカズマ 牡4鹿 59 平沢 健治合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502＋ 43：17．02� 20．4
55 タイキモンストル 牡4栗 59 金子 光希�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504＋103：19．3大差 141．8�
812 サクラトップラン 牝4鹿 57 △小牧加矢太�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 442－ 6 （競走中止） 6．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，761，900円 複勝： 27，246，000円 枠連： 7，492，500円
馬連： 31，322，200円 馬単： 15，862，100円 ワイド： 30，174，800円
3連複： 58，841，100円 3連単： 69，421，500円 計： 261，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 170円 � 260円 枠 連（1－4） 1，280円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，320円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 33，500円

票 数

単勝票数 計 207619 的中 � 22964（4番人気）
複勝票数 計 272460 的中 � 31055（3番人気）� 49433（2番人気）� 23749（5番人気）
枠連票数 計 74925 的中 （1－4） 4516（5番人気）
馬連票数 計 313222 的中 �� 17129（5番人気）
馬単票数 計 158621 的中 �� 3716（12番人気）
ワイド票数 計 301748 的中 �� 14169（5番人気）�� 5632（19番人気）�� 9541（8番人気）
3連複票数 計 588411 的中 ��� 7768（21番人気）
3連単票数 計 694215 的中 ��� 1502（115番人気）
上り 1マイル 1：48．9 4F 53．0－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドンシャーク �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．31 新潟5着

2019．3．22生 牡4鹿 母 ドナウィンディ 母母 メイショウマキバコ 障害：5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔騎手変更〕 テーオーコンドル号の騎手西谷誠は，負傷のため五十嵐雄祐に変更。
〔競走中止〕 サクラトップラン号は，6号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 グランシャーク号



05065 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6日 第5競走 1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

510 ソレイユヴィータ 牝3鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 杉山 晴紀 浦河 鎌田 正嗣 444－ 61：50．7 5．3�
816 シャイニースイフト 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 436± 01：51．12� 7．8�
611 マイバラード 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 荻伏三好フ

アーム 462－ 21：51．63 8．2�
36 モズマーカッシン 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 458＋ 6 〃 クビ 9．2�
815 デ ィ オ ー ス 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝清宮 義男氏 牧田 和弥 平取 協栄組合 496± 01：51．81 11．0	
11 エドワーズクラウン 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450＋10 〃 クビ 6．7

12 ヒノタマボーイ 牡3黒鹿56 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438± 01：52．11� 165．4�
23 サンライズプルート 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 462± 0 〃 クビ 2．6�
48 ウインヴィオラ 牝3芦 54

53 ☆泉谷 楓真�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 470－ 81：52．2クビ 165．5
24 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 472－ 41：53．05 200．9�
59 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 B484± 0 〃 クビ 64．3�
47 ラ イ ヴ ァ ル 牡3栗 56

52 ★古川 奈穂�マークス 牧浦 充徳 新ひだか 矢野牧場 478－ 41：53．85 55．8�
714 シュタイナー 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B460＋ 41：53．9� 200．3�
713 メイショウコウテツ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 428－ 81：54．0� 59．8�
612 ショウナンアシベ 牝3鹿 54 菱田 裕二国本 哲秀氏 西田雄一郎 新ひだか 静内フアーム 464－ 41：55．06 151．2�
35 サトミノアサヒ 牝3栗 54 中井 裕二田代 洋己氏 茶木 太樹 日高 下河辺牧場 B470－ 41：55．1� 186．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，336，300円 複勝： 57，269，700円 枠連： 10，595，900円
馬連： 53，665，700円 馬単： 24，036，800円 ワイド： 61，642，000円
3連複： 89，536，600円 3連単： 92，492，500円 計： 428，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 210円 � 250円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 540円 �� 710円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 19，940円

票 数

単勝票数 計 393363 的中 � 58596（2番人気）
複勝票数 計 572697 的中 � 87933（2番人気）� 70532（4番人気）� 55499（5番人気）
枠連票数 計 105959 的中 （5－8） 7748（4番人気）
馬連票数 計 536657 的中 �� 25873（6番人気）
馬単票数 計 240368 的中 �� 6040（9番人気）
ワイド票数 計 616420 的中 �� 30257（6番人気）�� 21984（10番人気）�� 20299（12番人気）
3連複票数 計 895366 的中 ��� 16297（15番人気）
3連単票数 計 924925 的中 ��� 3362（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．5―50．1―1：02．6―1：15．1―1：27．3―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
16（10，12，13）（4，5）（3，6）（9，15）（11，14）8（1，2）7
16（10，12，13，15）（4，5，6，11）（3，8，14，1）9－2－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ソレイユヴィータ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2022．11．20 阪神6着

2020．4．7生 牝3鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンアシベ号・サトミノアサヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月

26日まで平地競走に出走できない。
※クリノリアルレディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05066 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6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

715� スーリールダンジュ 牝4黒鹿56 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 英 Crimbourne
Bloodstock Ltd 486＋ 81：09．6 2．7�

818� グランアプロウソ 牡4黒鹿 58
54 ★古川 奈穂前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 490－101：09．7� 11．2�
36 コーリングユー 牝4鹿 56 斎藤 新�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 41：09．8クビ 11．9�
611 ナリタローゼ 牝5青鹿56 菱田 裕二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B482－ 41：09．9� 6．1�
817 ウインアステロイド 牡6青鹿58 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム B474－ 41：10．11	 28．3�
714
 ファムスパーブ 牝4黒鹿56 富田 暁�G1レーシング 小林 真也 安平 追分ファーム 458－ 81：10．2クビ 110．0	
510
 ポルタフォルトゥナ 牝4鹿 56 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 クビ 23．4

24 � ショウナンハクラク 牡4黒鹿58 西村 淳也国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide

Kunimoto 488＋ 21：10．3� 7．1�
12 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 B480＋ 21：10．51	 8．8�
48 
 レインボークラウド 牝5黒鹿 56

52 ★永島まなみ吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 456－ 2 〃 ハナ 50．2
35 ヴィントミューレ �5鹿 58

55 ▲佐々木大輔下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 426－22 〃 ハナ 22．1�
11 � オリンピックデイ 牡5鹿 58 藤岡 康太馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.

Hertrich III 498－ 61：10．61 13．7�
59 タガノスペルノヴァ 牡5青鹿 58

56 △山田 敬士八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434＋ 41：10．7クビ 55．1�

612 メイショウヒゾッコ 牝5鹿 56
53 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 414－ 61：10．8� 95．8�

47 
 スズアンジー 牝5鹿 56
55 ☆松本 大輝森 達郎氏 牧田 和弥 浦河 ディアレスト

クラブ 440－181：11．01� 573．5�
816 ア リ ビ オ 牝4鹿 56 勝浦 正樹本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 438＋ 81：11．74 159．8�
23 チ カ リ ヨ ン 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482－ 21：11．91	 35．5�
713 カグラマツリウタ 牝4鹿 56 秋山真一郎�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 472± 01：12．0クビ 169．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，520，400円 複勝： 64，444，800円 枠連： 13，099，400円
馬連： 56，606，600円 馬単： 22，458，200円 ワイド： 69，460，100円
3連複： 107，293，600円 3連単： 91，332，000円 計： 469，215，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 360円 � 290円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 710円 �� 710円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 20，150円

票 数

単勝票数 計 445204 的中 � 130933（1番人気）
複勝票数 計 644448 的中 � 163784（1番人気）� 36390（7番人気）� 49906（6番人気）
枠連票数 計 130994 的中 （7－8） 10786（2番人気）
馬連票数 計 566066 的中 �� 24834（2番人気）
馬単票数 計 224582 的中 �� 6292（2番人気）
ワイド票数 計 694601 的中 �� 25676（3番人気）�� 25826（2番人気）�� 7346（29番人気）
3連複票数 計1072936 的中 ��� 13791（9番人気）
3連単票数 計 913320 的中 ��� 3285（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．8―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スーリールダンジュ �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Indian Ridge デビュー 2022．4．17 福島2着

2019．3．18生 牝4黒鹿 母 Coyote 母母 Caramba 5戦2勝 賞金 20，300，000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 バトルシャイニング号



05067 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

812 サトノゼノビア 牝4鹿 55 藤岡 佑介里見 治氏 国枝 栄 安平 追分ファーム B480＋ 62：02．6 16．5�
813 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 414－ 42：02．81� 3．6�
69 � ヴァンデスト 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太酒井 孝敏氏 服部 利之 新冠 ビッグレッドファーム 398± 02：03．01 158．7�
11 � プリティユニバンス 牝6黒鹿56 藤懸 貴志亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 466＋ 42：03．1� 16．3�
68 ダノンソフィア 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 504± 02：03．31� 1．9	
45 � ホウオウプリンセス 牝7鹿 56

52 ★永島まなみ小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 442－102：03．4� 13．0

57 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 454＋ 42：03．5� 16．9�
44 � キ ヨ ラ 牝5鹿 56

52 ★古川 奈穂合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 472－ 42：03．61 26．7�
711 ア エ リ ー ゾ 牝4鹿 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B458－ 42：03．81 8．5
33 � クリノエルサ 牝5芦 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 本間 忍 日高 横井 哲 454－ 22：04．33� 293．4�
22 � ソ ヨ ギ 牝6青鹿56 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 486－ 42：05．57 267．9�
710 シ ロ ン 牝4鹿 55 菱田 裕二山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 B502－ 52：05．6� 47．0�
56 シーズアクイーン 牝4鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 430－ 6 〃 クビ 296．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，575，400円 複勝： 38，473，400円 枠連： 8，764，400円
馬連： 44，503，500円 馬単： 25，068，500円 ワイド： 45，187，500円
3連複： 68，672，200円 3連単： 94，899，100円 計： 362，144，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 380円 � 160円 � 1，800円 枠 連（8－8） 2，330円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 770円 �� 18，110円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 51，760円 3 連 単 ��� 354，640円

票 数

単勝票数 計 365754 的中 � 17709（6番人気）
複勝票数 計 384734 的中 � 23620（7番人気）� 87936（2番人気）� 4164（10番人気）
枠連票数 計 87644 的中 （8－8） 2908（10番人気）
馬連票数 計 445035 的中 �� 13368（10番人気）
馬単票数 計 250685 的中 �� 3309（21番人気）
ワイド票数 計 451875 的中 �� 16039（10番人気）�� 620（50番人気）�� 2332（34番人気）
3連複票数 計 686722 的中 ��� 995（87番人気）
3連単票数 計 948991 的中 ��� 194（513番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―35．5―48．4―1：01．2―1：13．8―1：25．8―1：37．9―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノゼノビア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acclamation デビュー 2021．8．22 新潟13着

2019．2．21生 牝4鹿 母 クイーンカトリーン 母母 Kahira 9戦2勝 賞金 13，720，000円
※シーズアクイーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05068 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6日 第8競走 ��1，700�3歳1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

24 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 446－ 41：45．1 51．4�

612 コパノパサディナ 牡3栗 56
55 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 浦河 大北牧場 522± 01：45．31� 8．1�

47 メイショウコボケ 牝3黒鹿54 丹内 祐次松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 492－ 21：45．72� 23．5�
611 ロードラディウス 牡3栗 56 斎藤 新 �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B472－ 21：46．12� 8．9�
12 スマートハンター 牡3黒鹿56 古川 吉洋大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 508－ 4 〃 ハナ 130．1�
11 スマートサニー 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 460－ 6 〃 アタマ 3．5	
23 レッドソリッド 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 516＋ 21：46．2� 13．1

48 ウェザーコック 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：46．41 10．1�
815 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 494＋ 4 〃 クビ 29．2�
59 スタボーンイメル 牡3栗 56 秋山真一郎ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 492＋101：46．5クビ 50．9
714 ミッキーマカロン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ野田みづき氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 432－121：46．61 14．1�
35 ロイガヴェーグル 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 428－141：46．7クビ 38．2�
36 ブライトファントム 牡3黒鹿56 西村 淳也杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 516－ 41：47．76 3．4�
713 ユアフラッシュ 牝3黒鹿54 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 456＋161：48．23 91．1�
510 タガノチョコラータ 牝3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋ 41：48．62� 93．1�
816 テンカオーライ 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 504＋101：48．7� 34．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，364，200円 複勝： 60，782，300円 枠連： 13，635，800円
馬連： 57，862，000円 馬単： 23，155，700円 ワイド： 63，483，700円
3連複： 99，888，300円 3連単： 95，668，200円 計： 456，840，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 1，100円 � 260円 � 630円 枠 連（2－6） 2，610円

馬 連 �� 20，210円 馬 単 �� 57，120円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 7，030円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 85，710円 3 連 単 ��� 715，040円

票 数

単勝票数 計 423642 的中 � 6585（13番人気）
複勝票数 計 607823 的中 � 13008（12番人気）� 70849（3番人気）� 23950（8番人気）
枠連票数 計 136358 的中 （2－6） 4035（10番人気）
馬連票数 計 578620 的中 �� 2218（54番人気）
馬単票数 計 231557 的中 �� 304（134番人気）
ワイド票数 計 634837 的中 �� 3375（51番人気）�� 2308（63番人気）�� 7184（25番人気）
3連複票数 計 998883 的中 ��� 874（232番人気）
3連単票数 計 956682 的中 ��� 97（1562番人気）

ハロンタイム 6．8―10．5―11．3―12．9―12．8―12．7―12．7―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．3―28．6―41．5―54．3―1：07．0―1：19．7―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

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 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 ノーブルアクト号の騎手水沼元輝は，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） 2頭 グランデスフィーダ号・ナチュラルリバー号



05069 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6日 第9競走 1，800�
た か ち ほ

高 千 穂 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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

611 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 456－ 21：50．0 4．5�
610 スズカキング 牡6鹿 58 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B460± 01：50．1� 23．2�
712 ゴルトシュミーデ 牝4栗 55 亀田 温心吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 432－ 21：50．2� 11．7�
58 アウサンガテ 牡6鹿 58 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B446＋ 8 〃 ハナ 3．8�
35 バトルシャイニング 牡4黒鹿57 泉谷 楓真宮川 豊美氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 504－ 41：50．3� 9．7�
713 ヤマニンループ 牡4鹿 57 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 434＋101：50．4クビ 4．9	
11 チェンジザワールド 牡4栗 57 角田 大和三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 502－161：50．71� 45．1

47 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 468－ 41：50．91� 7．7�

22 コスモエクスプレス 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 6 〃 アタマ 15．2
814 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± 01：51．32 30．9�
23 メイショウサンガ 牡6鹿 58 富田 暁松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 530＋ 6 〃 ハナ 28．1�
815� ヨ ン ウ ォ ニ 牝6鹿 56 水沼 元輝�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 458－ 2 〃 クビ 261．1�
34 キタサンシンドー 牝5黒鹿56 藤岡 佑介�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478－ 81：51．62 30．6�
59 タムロキュラムン 牝4鹿 55 小沢 大仁谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 460＋ 21：51．7クビ 80．7�
46 � メイショウイナセ �6芦 58 古川 吉洋山口謙太郎氏 南田美知雄 浦河 三嶋牧場 432－ 41：52．01� 233．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，067，500円 複勝： 60，778，800円 枠連： 13，435，800円
馬連： 64，469，500円 馬単： 25，624，400円 ワイド： 68，510，300円
3連複： 109，998，700円 3連単： 109，119，400円 計： 491，004，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 550円 � 320円 枠 連（6－6） 3，210円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 800円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 37，150円

票 数

単勝票数 計 390675 的中 � 68549（2番人気）
複勝票数 計 607788 的中 � 100811（2番人気）� 24312（8番人気）� 48191（6番人気）
枠連票数 計 134358 的中 （6－6） 3241（15番人気）
馬連票数 計 644695 的中 �� 13014（15番人気）
馬単票数 計 256244 的中 �� 3311（19番人気）
ワイド票数 計 685103 的中 �� 14066（14番人気）�� 22729（8番人気）�� 6769（36番人気）
3連複票数 計1099987 的中 ��� 7784（38番人気）
3連単票数 計1091194 的中 ��� 2129（95番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．0―12．4―12．3―11．6―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．0―50．4―1：02．7―1：14．3―1：26．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンボルト �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 オウケンブルースリ デビュー 2021．11．14 東京2着

2019．2．26生 牡4青鹿 母 オウケンサクラブ 母母 オウケンサクラ 13戦2勝 賞金 31，448，000円
〔制裁〕 バトルシャイニング号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ヤマニンループ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※バトルシャイニング号・ヨンウォニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

05070 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

や つ し ろ

八 代 特 別
発走14時50分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

510 ハーランズハーツ 牡6黒鹿58 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 444± 02：01．5 7．7�
59 ストップザタイム 牡4栗 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－102：01．61 1．7�
48 タイセイドリーマー 牡5栗 58 富田 暁田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 508－ 42：01．81 45．4�
36 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 450－ 22：01．9� 31．7�
816 テーオーソロス 牡5青鹿58 泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 28．0�
818	 レ ヴ ォ リ オ 牡5鹿 58 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B490－ 22：02．21� 44．8	
35 オ オ キ ニ 牡4鹿 57 藤岡 佑介岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 448－ 82：02．41
 15．9

47 テリオスマナ 牝5黒鹿56 西村 淳也鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 468＋ 2 〃 クビ 12．7�
12 イ ザ ニ コ ス 牝5栗 56 斎藤 新 �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 458＋ 22：02．5� 39．0�
11 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 454＋ 22：02．6� 15．9
714 スウィートブルーム 牝5鹿 56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 42：02．7クビ 199．9�
817 マイネルメサイア 牡4芦 57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 22：02．81 35．0�
24 フ ァ ジ ェ ス 牝5黒鹿56 野中悠太郎 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 42：03．01 95．6�
611� モズゴールドバレル 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-

sley Thompson 436＋ 2 〃 ハナ 7．5�
612	 ブラックデビル 8鹿 58 小林 凌大岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 468－102：03．64 190．9�
715 ホウオウジョルノ 牡5芦 58 角田 大和小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 462－ 22：03．7アタマ 34．6�
713 ロッソモラーレ 牡6芦 58 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B470± 02：04．23� 245．3�
23 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 482＋ 22：06．7大差 389．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，460，200円 複勝： 71，850，100円 枠連： 21，558，300円
馬連： 79，278，400円 馬単： 36，893，400円 ワイド： 89，881，300円
3連複： 147，994，800円 3連単： 163，187，400円 計： 662，103，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 110円 � 790円 枠 連（5－5） 590円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，680円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 50，510円

票 数

単勝票数 計 514602 的中 � 52907（3番人気）
複勝票数 計 718501 的中 � 84953（2番人気）� 250266（1番人気）� 13840（12番人気）
枠連票数 計 215583 的中 （5－5） 27924（1番人気）
馬連票数 計 792784 的中 �� 87176（1番人気）
馬単票数 計 368934 的中 �� 14895（6番人気）
ワイド票数 計 898813 的中 �� 78602（1番人気）�� 5734（40番人気）�� 12982（18番人気）
3連複票数 計1479948 的中 ��� 13345（26番人気）
3連単票数 計1631874 的中 ��� 2342（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．9―48．8―1：01．4―1：13．3―1：25．1―1：37．3―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4
1
3
3，5（2，11）（9，17）（1，12，13）6（16，14）（7，18）10，8，15，4
5（4，15）（9，11，17）18（2，12）13（1，6，14，10）16（3，7）8

2
4
3，5（2，11）（9，12，17）1（6，13）（16，14）18，7（10，15）（8，4）
5（9，4）18（2，15，11，17）10（16，12，14）（6，8）（1，13）7＝3

勝馬の
紹 介

ハーランズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．9．29 阪神7着

2017．3．23生 牡6黒鹿 母 ハーランズロマン 母母 Swinging 22戦3勝 賞金 64，741，000円
〔その他〕 フラッグアドミラル号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



05071 2月26日 晴 良 （5小倉2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

しものせき

下関ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

611 エナジーグラン 牡4黒鹿58 亀田 温心 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 466± 01：09．0 4．9�
48 グ ラ ン レ イ 牡6鹿 58 藤懸 貴志名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 472－ 6 〃 クビ 9．7�
612 ル ク ル ト 牡6鹿 58 斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 468＋ 61：09．1� 12．6�
24 クリノマジン 牡4鹿 58 小沢 大仁栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 462＋121：09．41	 5．3�
59 インフィナイト 牝5黒鹿56 角田 大和 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 ハナ 16．6	
714 グレイトゲイナー 牡6青鹿58 松本 大輝田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 484－ 8 〃 ハナ 46．6

36 メイショウツツジ 牝5黒鹿56 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 426－10 〃 ハナ 41．8�
816 スイートクラウン 牝5鹿 56 勝浦 正樹シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 468－241：09．61
 33．7�
713 ブレスレスリー 牝4芦 56 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：09．7	 7．5
510 スズカマクフィ 牝5鹿 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424－ 6 〃 クビ 107．9�
11 メイショウホシアイ 牝5栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 486－ 4 〃 アタマ 4．3�
47 オースミカテドラル 牡7鹿 58 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 102．4�
815 ジャストザビアンカ 牝5青鹿56 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 460－101：09．8クビ 36．4�
817 ダノンシティ 牡7鹿 58 丹内 祐次�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 492－ 2 〃 クビ 18．1�
12 オメガラヴィサン �8鹿 58 野中悠太郎原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B480＋121：09．9� 21．7�
23 ビ ア イ 牝6青鹿56 柴山 雄一副島 義久氏 畑端 省吾 浦河 鳥井 征士 B508＋ 41：10．1� 87．7�
35 フ ォ ド ラ 牝5鹿 56 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B402－ 81：10．84 42．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 72，861，800円 複勝： 104，517，600円 枠連： 51，418，100円
馬連： 217，743，600円 馬単： 74，745，700円 ワイド： 171，938，400円
3連複： 424，536，200円 3連単： 389，316，100円 計： 1，507，077，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 250円 � 350円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，180円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 35，660円

票 数

単勝票数 計 728618 的中 � 117780（2番人気）
複勝票数 計1045176 的中 � 157959（1番人気）� 109398（4番人気）� 68321（6番人気）
枠連票数 計 514181 的中 （4－6） 24490（7番人気）
馬連票数 計2177436 的中 �� 77086（6番人気）
馬単票数 計 747457 的中 �� 15636（8番人気）
ワイド票数 計1719384 的中 �� 53100（6番人気）�� 37498（10番人気）�� 25194（19番人気）
3連複票数 計4245362 的中 ��� 42246（17番人気）
3連単票数 計3893161 的中 ��� 7915（73番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．6―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーグラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．11．13 東京5着

2019．4．25生 牡4黒鹿 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 13戦4勝 賞金 59，326，000円

05072 2月26日 晴 稍重 （5小倉2） 第6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

23 エ ル バ リ オ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B526＋ 41：45．5 2．3�
12 � 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 466＋ 21：45．6� 7．1�
816 ロイヤルダンス 牡5青鹿 58

57 ☆松本 大輝大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 508± 01：46．02� 10．1�
11 タイセイアーメット 牡5栗 58 古川 吉洋田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 470± 0 〃 クビ 69．7�
59 � ワンダフルヘヴン 牝4青鹿55 亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B484＋ 21：46．1	 89．6	
36 ブライトホルン 牡4黒鹿 57

53 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋101：46．41	 5．0


24 オーマイオーマイ 牡6鹿 58 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 480＋ 41：46．5� 86．2�
612� レッドヴァイス 
5芦 58 斎藤 新 �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 504＋ 21：47．03 8．8�
714 エアフォースワン 牡4鹿 57 菱田 裕二藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 454－ 61：47．1	 13．5
35 サクララージャン 牡7青鹿 58

55 ▲佐々木大輔�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 494± 01：47．2クビ 111．7�
611� サードフォース 牡4栗 57 勝浦 正樹寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B568－14 〃 ハナ 118．1�
510 チュイション 牡5栗 58 西村 淳也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494± 0 〃 ハナ 15．1�
48 � 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 444＋ 4 〃 クビ 33．4�
47 ブレイクザアイス 牡4芦 57 丹内 祐次コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 B466＋ 41：47．4	 41．1�
713� メイショウケンコン 牡5鹿 58 富田 暁松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 490＋191：48．57 122．3�
815 アスタートリゴン 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B496＋141：50．6大差 50．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，481，500円 複勝： 81，430，300円 枠連： 23，870，300円
馬連： 105，706，800円 馬単： 41，847，700円 ワイド： 106，313，500円
3連複： 182，897，200円 3連単： 192，267，900円 計： 796，815，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 250円 枠 連（1－2） 780円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 370円 �� 590円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 11，950円

票 数

単勝票数 計 624815 的中 � 213032（1番人気）
複勝票数 計 814303 的中 � 203347（1番人気）� 122932（2番人気）� 62972（5番人気）
枠連票数 計 238703 的中 （1－2） 23506（2番人気）
馬連票数 計1057068 的中 �� 87073（2番人気）
馬単票数 計 418477 的中 �� 24681（2番人気）
ワイド票数 計1063135 的中 �� 79474（2番人気）�� 46245（4番人気）�� 18342（17番人気）
3連複票数 計1828972 的中 ��� 37007（8番人気）
3連単票数 計1922679 的中 ��� 11663（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．6―55．2―1：07．6―1：20．2―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―3F37．9
1
3
16（12，9）11（3，8）（6，13）（2，10）（5，15）（1，7）－4－14
16（12，9）（3，11）8（2，6，13）（1，5，10）7－4（14，15）

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

勝馬の
紹 介

エ ル バ リ オ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．26 札幌3着

2019．3．3生 牡4鹿 母 インナーアージ 母母 ミュージカルウェイ 14戦2勝 賞金 29，310，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスタートリゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月26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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴォーグマチネ号
（非抽選馬） 2頭 イヴィステラ号・サクラソーレ号

３レース目



（5小倉2）第6日 2月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 189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

203，090，000円
7，350，000円
29，400，000円
1，700，000円
25，650，000円
85，815，000円
5，905，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
518，991，500円
739，837，000円
195，122，200円
880，476，900円
362，077，100円
895，320，500円
1，581，896，600円
1，565，222，000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 6，738，943，800円

総入場人員 9，361名 （有料入場人員 8，716名）



令和5年度 第2回小倉競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，065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

1，286，120，000円
28，940，000円
172，640，000円
9，820，000円
165，620，000円
479，877，500円
35，990，500円
10，224，000円

勝馬投票券売得金
2，895，831，700円
3，988，552，700円
1，095，117，900円
4，903，800，800円
1，983，904，100円
4，845，223，800円
8，909，357，100円
8，985，307，500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 37，607，095，600円

総入場延人員 49，721名 （有料入場延人員 46，342名）
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