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06013 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

612 デイズオブドリーム 牝3青 54 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 414＋ 21：12．6 2．6�
35 リトルウインディー 牝3鹿 54 三浦 皇成宮田 守氏 稲垣 幸雄 新ひだか 本桐牧場 482－ 41：12．92 5．4�
24 レ デ ィ ア ス 牝3栗 54 津村 明秀中山 栄一氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 430＋ 6 〃 クビ 3．1�
816 エマウリオマレプ 牝3鹿 54 北村 宏司�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 508± 01：13．0アタマ 8．0�
714 オリビアジュテーム 牝3鹿 54 江田 照男�髙昭牧場 西田雄一郎 浦河 高昭牧場 432 ―1：13．53 145．9�
48 チークルージュ 牝3青鹿54 松山 弘平中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 434± 01：13．82 16．3	
47 スングリダンダン 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 436＋ 41：14．01� 349．7

36 ファビュラスエリカ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊坂 重信 日高 豊洋牧場 B418＋ 21：14．63� 101．6�

12 スターオブデイズ 牝3鹿 54 吉田 隼人光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 416＋121：14．7� 88．4
713 キャットナップ 牝3鹿 54 石川裕紀人ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：14．91� 285．3�
815 ニシノクラウディア 牝3栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 棚川 祐志 458－ 41：15．0� 12．0�
510 ピュアハルカ 牝3青鹿54 菊沢 一樹鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 434－ 41：15．1アタマ 184．1�
59 ディーノカヨウ 牝3青鹿 54

52 △横山 琉人坂本 守孝氏 鈴木慎太郎 厚真 阿部 栄乃進 482 ―1：15．31� 135．6�
611 ニシノレールガン 牝3栗 54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460－141：15．4� 27．0�
23 プリンシアティアモ 牝3青鹿54 木幡 育也芳川 貴行氏 高橋 文雅 日高 アイズスタッド株式会社 384－ 81：15．5クビ 208．3�
11 ハクサンオリヒメ 牝3栗 54 菅原 明良河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 中村 雅明 454 ―1：16．03 72．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，012，900円 複勝： 68，252，500円 枠連： 15，103，300円
馬連： 80，025，400円 馬単： 37，555，100円 ワイド： 79，296，900円
3連複： 127，451，700円 3連単： 142，788，600円 計： 600，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 620円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 500129 的中 � 152053（1番人気）
複勝票数 計 682525 的中 � 188775（1番人気）� 90620（3番人気）� 168486（2番人気）
枠連票数 計 151033 的中 （3－6） 18830（2番人気）
馬連票数 計 800254 的中 �� 84765（2番人気）
馬単票数 計 375551 的中 �� 24362（3番人気）
ワイド票数 計 792969 的中 �� 64894（3番人気）�� 142775（1番人気）�� 58432（4番人気）
3連複票数 計1274517 的中 ��� 146583（2番人気）
3連単票数 計1427886 的中 ��� 38204（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．7―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―47．0―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デイズオブドリーム �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2022．7．9 函館8着

2020．2．22生 牝3青 母 ユメノキラメキ 母母 ツ ァ リ ー ヌ 6戦1勝 賞金 10，720，000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 ノアローズ号

06014 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 フェザーモチーフ 牡3栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：55．9 1．1�
59 ウィンターダフネ 牝3芦 54 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：56．11� 13．8�
611 モジャータルマエ 牡3鹿 56 石川裕紀人MOJA 斎藤 誠 様似 清水スタッド 502＋ 41：57．16 47．1�
713 デザイアーフェーム 牡3黒鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか 土田ファーム 498－ 21：57．84 147．6�
35 サトノウェーブ 牡3鹿 56 T．バシュロ里見 治氏 田中 博康 新ひだか フジワラフアーム 500＋161：57．9� 10．5	

（仏）

815 ウインクリエ 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 小手川 準 新ひだか 斉藤スタッド 456＋ 41：58．64 185．0

11 グランキューブ 牡3栗 56 吉田 隼人原 �子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 490＋161：58．91� 95．8�
12 テイエムエレガント 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 大島牧場 412＋ 21：59．21� 381．6�
23 ヒラボクアルセウス 牡3鹿 56 松山 弘平�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 516＋ 41：59．62� 46．6
36 ベッケンバウアー 牡3鹿 56 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460－ 41：59．7� 273．3�
48 バンブトンプロ 牡3鹿 56 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 480＋ 22：00．02 74．8�
714 ノーブルプロセス 牝3黒鹿54 杉原 誠人吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 456－ 22：00．74 252．5�
816 パーティーキング 牡3芦 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 2 〃 クビ 16．5�
612 ブルーテネーシャス 牡3黒鹿 56

54 △小林 脩斗青山 郁代氏 根本 康広 新ひだか 野表 篤夫 502＋142：01．12� 402．5�
510 ジェイエルドラフト 牡3鹿 56 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 524＋ 22：01．31� 18．3�
47 アシャカドリュー 牡3鹿 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 468 ―2：03．8大差 165．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，174，800円 複勝： 216，450，500円 枠連： 15，637，600円
馬連： 65，666，700円 馬単： 48，763，500円 ワイド： 73，951，000円
3連複： 103，976，200円 3連単： 186，482，400円 計： 785，102，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 190円 � 310円 枠 連（2－5） 310円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 280円 �� 540円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 741748 的中 � 516498（1番人気）
複勝票数 計2164505 的中 � 1780747（1番人気）� 63967（4番人気）� 32591（6番人気）
枠連票数 計 156376 的中 （2－5） 38759（1番人気）
馬連票数 計 656667 的中 �� 91272（3番人気）
馬単票数 計 487635 的中 �� 60811（3番人気）
ワイド票数 計 739510 的中 �� 78604（3番人気）�� 33974（5番人気）�� 7412（20番人気）
3連複票数 計1039762 的中 ��� 26732（10番人気）
3連単票数 計1864824 的中 ��� 23503（17番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．8―12．9―12．8―13．1―13．1―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．8―50．7―1：03．5―1：16．6―1：29．7―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フェザーモチーフ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome of Course デビュー 2022．10．2 中山9着

2020．1．30生 牡3栗 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 3戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ウィンターダフネ号の騎手菅原明良は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーテネーシャス号・ジェイエルドラフト号・アシャカドリュー号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オズモポリタン号・カミノモラド号・サクラマイウェイ号
（非抽選馬） 1頭 ディヴァーザウェイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

815 ダークンストーミー 牡3黒鹿56 横山 武史荒井 眞澄氏 小笠 倫弘 浦河 上山牧場 444－ 81：12．2 1．9�
714 ニシノトレンディー 牝3栗 54 武 豊西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 488－ 61：12．83� 3．3�
23 イスラデルノルテ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：13．33 9．6�
11 マーシヴィガラス 牡3鹿 56 的場 勇人佐藤 好美氏 的場 均 新ひだか 桑嶋 峰雄 482－ 21：13．61� 41．4�
611 ゼウスビスティー 牡3鹿 56 北村 宏司犬塚悠治郎氏 小野 次郎 浦河 伏木田牧場 480 ―1：13．7クビ 32．9�
24 シェイクオンイット 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B478－ 6 〃 アタマ 152．0	
35 ロゴマジック 牡3黒鹿56 三浦 皇成坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 434－ 6 〃 ハナ 29．6

47 ミオファースト 牝3栗 54 武士沢友治服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 61：14．12� 300．8�
12 ウィリデシルバ 牡3芦 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－121：14．2� 411．4�
36 ニシノサキュバス 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 490－ 21：14．3� 93．7

59 ジャッカルズサン 牡3黒鹿56 杉原 誠人木部 厳生氏 浅野洋一郎 日高 木部ファーム 422± 0 〃 ハナ 425．1�
48 ダ リ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 420－ 61：14．4� 248．8�
713 ベルウッドアラシ 牡3鹿 56 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 440－ 21：15．03� 71．1�
612� エリカボニータ 牝3鹿 54 吉田 隼人三木 正浩氏 伊藤 圭三 米 Grand Bokujo 486－ 61：15．1クビ 5．6�
816 コウユーアツイキミ 牡3青鹿56 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム B518－ 21：15．63 49．3�
510 ロージードロップ 牝3青鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 米田 和子 418＋ 21：16．77 720．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，609，000円 複勝： 104，865，000円 枠連： 15，838，900円
馬連： 70，924，900円 馬単： 40，547，000円 ワイド： 76，939，600円
3連複： 120，377，100円 3連単： 157，865，400円 計： 639，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 360円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 526090 的中 � 218938（1番人気）
複勝票数 計1048650 的中 � 632467（1番人気）� 124924（2番人気）� 69581（4番人気）
枠連票数 計 158389 的中 （7－8） 41627（1番人気）
馬連票数 計 709249 的中 �� 185324（1番人気）
馬単票数 計 405470 的中 �� 68936（1番人気）
ワイド票数 計 769396 的中 �� 158362（1番人気）�� 81224（3番人気）�� 44179（4番人気）
3連複票数 計1203771 的中 ��� 172617（1番人気）
3連単票数 計1578654 的中 ��� 64437（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．7―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 ・（14，15）（3，16）8（4，5）（2，7，11）－（6，12）－13，9，1，10 4 ・（14，15）（3，16）（4，8，5）2（7，11）－6，12（13，1）－9－10

勝馬の
紹 介

ダークンストーミー �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．11．6 福島7着

2020．3．13生 牡3黒鹿 母 ラブレインボー 母母 キスミークイック 5戦1勝 賞金 8，930，000円
〔発走状況〕 ベルウッドアラシ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ダリ号の騎手西塚洸二は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：16番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ベルウッドアラシ号は，令和5年2月27日から令和5年3月19日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロージードロップ号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 デイタム号

06016 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

611 ナムラテディー 牡3芦 56 津村 明秀奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム B466－ 21：55．9 4．4�
48 ブレードキング 牡3黒鹿56 北村 宏司大島 豊彦氏 岩戸 孝樹 浦河 杵臼牧場 524＋ 2 〃 アタマ 8．0�
612 ペイシャハーメルン 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 466＋ 21：57．07 30．9�
23 マロンロシェ 牡3栗 56 宮崎 北斗ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中川 公成 様似 髙村 伸一 526 ―1：57．1� 14．3�
713 タイキラフター 牡3黒鹿56 松山 弘平�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522－ 41：57．2クビ 3．6	
714 タマモヴェナトル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 436± 01：57．3� 3．9

11 キタノパッション 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 428－ 41：57．83 151．3�
815 クリノアルバトロス 牡3栗 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 508 ―1：57．9� 67．3�
510 ドゥフレーシュ 牡3鹿 56 杉原 誠人橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 13．9
59 ダズリングスカイ 牝3鹿 54 横山 武史 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 木下牧場 474± 01：58．11 9．5�
35 リンクスソレイユ 牡3栗 56 大野 拓弥目谷 一幸氏 松山 将樹 むかわ ヤマイチ牧場 478－ 41：58．2� 29．5�
24 ニシノスナイパー 牡3青 56

54 △原 優介西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 466＋ 21：58．3クビ 63．0�
36 イデアテッシン 牡3青鹿56 内田 博幸益田 修一氏 上原 博之 浦河 中脇 満 498－ 41：58．93� 202．8�
12 ショーユーシ 牡3栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 492 ―1：59．0� 211．7�
816 ビッグアメリカン 牡3鹿 56 武士沢友治鈴木 康弘氏 高橋 文雅 浦河 栄進牧場 572± 02：00．06 426．5�
47 フ ル ハ ウ ス 牡3鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム B474＋ 82：06．5大差 97．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，124，500円 複勝： 71，956，900円 枠連： 18，869，800円
馬連： 76，471，200円 馬単： 31，747，600円 ワイド： 76，438，700円
3連複： 122，154，400円 3連単： 118，408，900円 計： 566，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 260円 � 540円 枠 連（4－6） 1，080円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，170円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 28，930円

票 数

単勝票数 計 501245 的中 � 89730（3番人気）
複勝票数 計 719569 的中 � 129853（3番人気）� 71277（4番人気）� 28389（9番人気）
枠連票数 計 188698 的中 （4－6） 13430（5番人気）
馬連票数 計 764712 的中 �� 46495（4番人気）
馬単票数 計 317476 的中 �� 9943（8番人気）
ワイド票数 計 764387 的中 �� 41963（4番人気）�� 16423（12番人気）�� 9575（25番人気）
3連複票数 計1221544 的中 ��� 12183（27番人気）
3連単票数 計1184089 的中 ��� 2967（86番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．3―13．5―12．7―12．5―12．6―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．4―51．9―1：04．6―1：17．1―1：29．7―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3

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

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

ナムラテディー �
�
父 レッドファルクス �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2022．6．19 東京13着

2020．3．21生 牡3芦 母 ナムラココロ 母母 ネクストタイム 7戦1勝 賞金 9，310，000円
〔発走状況〕 リンクスソレイユ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

クリノアルバトロス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ペイシャハーメルン号の騎手江田照男は，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。

ブレードキング号の騎手北村宏司は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルハウス号は，「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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースジェイソンテ号・バルフォアテソーロ号
（非抽選馬） 2頭 ヴォンヌヴォー号・モノノフグリーン号



06017 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30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
1：57．8
1：56．1

良
良

24 マイモーメント 牡3青鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 三嶋牧場 506－102：01．3 11．8�
12 ガールズレジェンド 牝3黒鹿54 横山 武史�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：01．4クビ 6．6�
714 セイウンパシュート 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 464＋ 2 〃 クビ 11．2�
23 ルヴェルリドー 牡3黒鹿56 T．バシュロ�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474＋ 42：01．61 2．1�

（仏）

36 プロトカルチャー 牡3栗 56 北村 友一外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 4 〃 アタマ 39．1�

47 シュネーガッツ 牡3芦 56 木幡 巧也八嶋 長久氏 菊川 正達 新ひだか ウエスタンファーム B464－122：02．02� 323．0	
510 ホウオウヒショウ 牝3鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 442－ 22：02．1� 19．4

11 ブルーハートリリー 牝3青鹿54 津村 明秀吉田 千津氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 450－ 42：02．41� 226．4�
715 ア オ ラ キ 牡3白 56 武 豊石井 輝昭氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 460＋14 〃 ハナ 19．6�
48 カップコルス 牝3鹿 54 松山 弘平 社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 440 ―2：02．5� 93．7�
35 コスモオピニオン 牡3鹿 56 M．デムーロ ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 486＋ 62：03．35 13．3�
612 イ サ イ 牡3黒鹿56 大野 拓弥ライオンレースホース� 栗田 徹 新冠 アサヒ牧場 422 ―2：03．4� 245．8�
818 ウイングランブルー 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 22：03．5� 22．8�
816 ポーラライツ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：03．6� 6．3�
817 マイネルアラウダ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 480＋102：03．7クビ 556．3�

59 フィールザダイヤ 牡3鹿 56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 500－ 42：03．91� 32．0�
611 サ ッ チ モ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 418＋ 4 〃 アタマ 492．1�
713 エ イ ブ ル 牡3鹿 56 菅原 明良近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 462＋ 42：04．0クビ 125．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，113，700円 複勝： 90，562，100円 枠連： 19，240，400円
馬連： 89，522，200円 馬単： 37，586，700円 ワイド： 91，547，100円
3連複： 134，929，300円 3連単： 130，661，900円 計： 661，163，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 330円 � 190円 � 300円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，900円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 76，390円

票 数

単勝票数 計 671137 的中 � 45193（5番人気）
複勝票数 計 905621 的中 � 64634（5番人気）� 145140（2番人気）� 74184（4番人気）
枠連票数 計 192404 的中 （1－2） 23388（2番人気）
馬連票数 計 895222 的中 �� 16083（14番人気）
馬単票数 計 375867 的中 �� 3201（32番人気）
ワイド票数 計 915471 的中 �� 15927（16番人気）�� 12257（23番人気）�� 21818（10番人気）
3連複票数 計1349293 的中 ��� 7543（44番人気）
3連単票数 計1306619 的中 ��� 1240（222番人気）

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

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―48．1―1：00．6―1：12．8―1：25．1―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

マイモーメント �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Vindication デビュー 2023．1．14 中山9着

2020．4．1生 牡3青鹿 母 クライシスオブスピリット 母母 Silverbulletway 2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクセスベージュ号・トップガン号
（非抽選馬） 1頭 レッドフローガ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06018 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 イエローウィン 牝4黒鹿55 M．デムーロ平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B468－ 41：56．1 6．4�
814� ウィズザワールド 牝5栗 56 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 478－ 2 〃 ハナ 2．5�
59 ラ ジ エ ル 牝4鹿 55 T．バシュロ �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 460＋161：56．2� 5．8�

（仏）

611 ビーマイセルフ 牝5青鹿56 三浦 皇成�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 472＋101：56．41� 13．4�
712 ルージュフェリーク 牝5黒鹿56 菅原 明良 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B462－ 21：56．71� 25．0	
610 グレースブロード 牝4鹿 55 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B452± 0 〃 クビ 56．8

11 ミュアウッズ 牝6鹿 56 内田 博幸吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B592＋161：57．23 7．7�
46 サンマルソムニア 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 450－ 21：57．3クビ 63．9�
815 キ ガ サ 牝4栗 55

53 △横山 琉人 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B438± 01：57．72� 15．4
34 フ ェ ッ テ 牝4栗 55

53 △原 優介�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 500＋161：57．8� 60．5�
58 � ウイスキータイム 牝4鹿 55 北村 宏司 �サザンホールディング 根本 康広 日高 門別 敏朗 482＋ 71：58．11� 137．9�
713 ルージュブラン 牝5芦 56 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 ハナ 163．7�
35 ピ ナ 牝5鹿 56

53 ▲土田 真翔畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 488＋ 21：59．05 6．4�
47 � エイシンディアデム 牝5鹿 56

54 △小林 脩斗成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 436－ 41：59．21 146．3�
22 チャーチャンテン 牝5黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 420＋ 61：59．51� 199．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，900，700円 複勝： 64，624，900円 枠連： 14，928，900円
馬連： 77，835，000円 馬単： 31，259，400円 ワイド： 73，362，500円
3連複： 114，721，400円 3連単： 117，331，000円 計： 537，963，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 120円 � 190円 枠 連（2－8） 760円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 580円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 11，550円

票 数

単勝票数 計 439007 的中 � 54746（3番人気）
複勝票数 計 646249 的中 � 82296（2番人気）� 176272（1番人気）� 70726（4番人気）
枠連票数 計 149289 的中 （2－8） 15081（2番人気）
馬連票数 計 778350 的中 �� 67527（2番人気）
馬単票数 計 312594 的中 �� 11177（7番人気）
ワイド票数 計 733625 的中 �� 54223（1番人気）�� 30150（7番人気）�� 51810（2番人気）
3連複票数 計1147214 的中 ��� 44480（2番人気）
3連単票数 計1173310 的中 ��� 7360（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．9―13．0―12．2―12．6―13．4―13．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．5―50．5―1：02．7―1：15．3―1：28．7―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．8
1
3
1，2，10，8（5，14，15）（4，9）（6，11）－3，12－7－13
1（2，10）（8，14）（9，11）（15，3）（5，4）（6，12，7）－13

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

勝馬の
紹 介

イエローウィン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2021．8．8 新潟9着

2019．4．22生 牝4黒鹿 母 ラプンツェル 母母 ラ ク リ ス 16戦2勝 賞金 20，550，000円
〔制裁〕 イエローウィン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06019 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第7競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走13時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

44 エ エ ヤ ン 牡3黒鹿56 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新冠 須崎牧場 492－ 81：34．0 1．4�
56 マイネルフォルツァ 牡3栗 56 T．バシュロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 494＋ 41：34．53 6．4�

（仏）

55 ベレザニーニャ 牝3鹿 54 石川裕紀人一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 富菜牧場 452± 01：34．6� 10．0�
710 ラテラルシンキング 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 426－ 21：34．7クビ 4．2�
79 � コンチトーホク 牡3鹿 56 北村 宏司九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社

フォレブルー 476－ 21：35．23� 59．7	
22 ベルウッドミカサ 牡3黒鹿56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 新ひだか 山際牧場 432－ 81：36．05 77．1

811 バレーオブファイア 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 斉藤 政志 456－ 6 〃 クビ 71．0�
33 ダンシングハピリー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 396＋ 21：36．53 287．5�
68 シャイニーヤマト 牡3黒鹿56 武士沢友治小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 490－ 81：36．6� 102．5
11 ソッケルカーカ 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464± 01：36．81 202．1�
67 テイエムリオンディ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 490－121：38．6大差 208．5�
812 ヘ ン デ ル 牡3芦 56 内田 博幸 KAJIMOTOホー

ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 396± 01：39．23� 392．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 52，558，400円 複勝： 146，740，800円 枠連： 13，238，900円
馬連： 60，803，200円 馬単： 48，094，300円 ワイド： 57，017，100円
3連複： 93，773，100円 3連単： 223，464，100円 計： 695，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 250円 �� 510円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 525584 的中 � 290522（1番人気）
複勝票数 計1467408 的中 � 1128320（1番人気）� 92496（3番人気）� 64644（4番人気）
枠連票数 計 132389 的中 （4－5） 43300（1番人気）
馬連票数 計 608032 的中 �� 132780（2番人気）
馬単票数 計 480943 的中 �� 87450（2番人気）
ワイド票数 計 570171 的中 �� 103397（2番人気）�� 56931（3番人気）�� 23091（6番人気）
3連複票数 計 937731 的中 ��� 116097（3番人気）
3連単票数 計2234641 的中 ��� 111499（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．9―48．0―59．3―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ エ ヤ ン �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2022．10．15 東京3着

2020．4．21生 牡3黒鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 4戦2勝 賞金 15，620，000円
〔発走状況〕 ソッケルカーカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ヘンデル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 シャイニーヤマト号の騎手武士沢友治は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘンデル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月26日まで平地競走に出

走できない。
テイエムリオンディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ソッケルカーカ号は，「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。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06020 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

48 アリススプリングス 牝4鹿 56 菅原 明良�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448－121：12．1 4．9�
12 カラパタール 牝5青鹿56 T．バシュロ �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 446± 01：12．31� 4．1�

（仏）

24 アポロリヤム 牡4青 58 田辺 裕信中村 智幸氏 和田 勇介 日高 天羽 禮治 462－ 41：12．4� 4．1�
714� ヒロノゴウカイ 牡4鹿 58

57 ☆秋山 稔樹小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 498＋101：12．5� 10．7�
35 � セオリーリターン 牝4黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 450－ 91：12．81� 11．7�
611 ヒノデミッチー 牡4栗 58 北村 宏司茂木 国久氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 518－ 21：12．9� 10．7	
36 ヨシオドライヴ 牡6黒鹿58 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム B506＋ 21：13．22 38．6

612 カップッチョ 牡6鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 480－ 61：13．3クビ 78．3�
59 � ハンデンキング 牡5黒鹿 58

56 △小林 脩斗坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 城地牧場 508－ 61：13．51� 199．5�
23 ニシノラーナ 牝4鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 488＋ 21：13．6クビ 6．6
815� ニシノアヤカマル 牝4栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 B490－ 4 〃 ハナ 93．9�
510 ミッキーエイト 牡4栗 58 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 21：13．81� 98．6�
816 エ シ ェ ロ ン 牡4黒鹿58 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 山岡牧場 486＋141：13．9� 147．7�
713� スカイトライア 牡5鹿 58

57 ☆永野 猛蔵水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 526＋ 81：14．1� 17．8�
11 � ブ リ ラ ー ノ 牝4鹿 56 北村 友一前田 清二氏 土田 稔 浦河 フクオカファーム 502＋ 41：14．63 97．3�
47 � プロデューサー �5鹿 58 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 480＋101：15．77 371．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，989，700円 複勝： 73，823，600円 枠連： 21，102，700円
馬連： 90，453，600円 馬単： 37，714，300円 ワイド： 82，215，200円
3連複： 139，458，100円 3連単： 142，838，400円 計： 638，595，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 150円 � 150円 枠 連（1－4） 1，460円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 670円 �� 510円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 509897 的中 � 83012（3番人気）
複勝票数 計 738236 的中 � 90154（4番人気）� 133458（2番人気）� 140476（1番人気）
枠連票数 計 211027 的中 （1－4） 11162（7番人気）
馬連票数 計 904536 的中 �� 43615（6番人気）
馬単票数 計 377143 的中 �� 10654（6番人気）
ワイド票数 計 822152 的中 �� 29716（8番人気）�� 40333（3番人気）�� 70376（1番人気）
3連複票数 計1394581 的中 ��� 65691（2番人気）
3連単票数 計1428384 的中 ��� 12832（8番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．7
3 8（16，15）（1，2，14，12）－（4，3）（5，9，10）6－13－（7，11） 4 8（16，15，14）（2，12）（1，4）5（6，3，10）9－11－13－7

勝馬の
紹 介

アリススプリングス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2021．10．23 東京4着

2019．5．4生 牝4鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 8戦2勝 賞金 17，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 グルノイユジョーヌ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06021 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第9競走 ��1，800�デ イ ジ ー 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

66 エ ミ ュ ー 牝3鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416± 01：50．3 6．8�

89 ゴールデンハインド 牝3芦 54 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 81：50．51� 1．6�

77 ニシノコウフク 牝3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 中山 高鹿康 464－ 61：50．71� 4．6�
55 ツインクルトーズ 牝3栗 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 514－ 81：50．8� 16．3�
33 マンマリアーレ 牝3芦 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 462－ 41：50．9クビ 6．7�
44 フ ィ レ ッ ト 牝3黒鹿54 横山 琉人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 474＋161：51．22 21．9	
11 ネッロランパンテ 牝3青鹿54 柴田 大知堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 464＋ 21：51．3� 130．5

22 アースビート 牝3鹿 54 永野 猛蔵�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450＋101：52．04 77．5�
88 セ セ ラ ギ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 村上 雅規 402－ 81：52．85 316．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，530，100円 複勝： 124，372，900円 枠連： 12，125，800円
馬連： 77，524，800円 馬単： 51，239，700円 ワイド： 59，462，400円
3連複： 97，235，300円 3連単： 277，114，800円 計： 756，605，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（6－8） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 150円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 575301 的中 � 66866（4番人気）
複勝票数 計1243729 的中 � 91496（4番人気）� 851399（1番人気）� 114899（2番人気）
枠連票数 計 121258 的中 （6－8） 15598（3番人気）
馬連票数 計 775248 的中 �� 102778（3番人気）
馬単票数 計 512397 的中 �� 20941（7番人気）
ワイド票数 計 594624 的中 �� 66554（3番人気）�� 38016（5番人気）�� 119843（1番人気）
3連複票数 計 972353 的中 ��� 153449（2番人気）
3連単票数 計2771148 的中 ��� 37753（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．8―50．5―1：02．5―1：14．6―1：26．8―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ミ ュ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．9．18 中山4着

2020．3．22生 牝3鹿 母 ス ー リ ー ル 母母 グローリーブラッド 5戦2勝 賞金 17，737，000円
〔制裁〕 セセラギ号の騎手菅原隆一は，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。

06022 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第10競走 ��1，200�ブラッドストーンステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

24 スズカコテキタイ 牡4鹿 56 T．バシュロ永井 啓弍氏 奥村 武 新ひだか グランド牧場 B502± 01：11．0 2．5�
（仏）

815 ペプチドヤマト 牡4栗 55 石川裕紀人沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B488＋141：11．42� 12．6�
35 フ ル ム 牡4黒鹿55 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 474＋ 21：11．5� 12．3�
12 ジェットエンブレム 牡5栗 55 菅原 明良犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 536－ 2 〃 ハナ 10．5�
612� チェリーブリーズ 牝6鹿 51 西村 太一�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 498＋ 21：11．71� 35．5	
36 	 クロデメニル 牝4鹿 53 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm B494＋101：11．8クビ 35．1

611 タイキスウォード 牡6栗 56 吉田 隼人�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 476＋ 61：12．01 6．6�
23 ホッコーアカツキ 牡6鹿 54 北村 友一北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 518＋14 〃 クビ 59．5�
59 タイセイグラシア 牝5黒鹿53 三浦 皇成田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－10 〃 クビ 89．9
47 	 リンカーンテソーロ 牡5栗 56 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 470± 01：12．1クビ 4．5�

11 ビップエレナ 牝5芦 53 永野 猛蔵鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 474－ 21：12．2� 115．0�
714 マイステージ 牝5鹿 54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 448＋ 41：12．41� 13．2�
713 ショウナンバービー 牝6鹿 54 M．デムーロ�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 508± 01：12．71� 29．5�
816 ローレルジャック 牡10黒鹿52 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 512＋121：12．8クビ 278．1�
510 サウンドカナロア 
7鹿 53 大野 拓弥増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B468－ 2 〃 クビ 241．2�
48 プレフェリータ 牝5鹿 53 江田 照男�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 486＋ 21：13．54 37．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，934，500円 複勝： 102，072，600円 枠連： 33，456，600円
馬連： 171，894，100円 馬単： 61，013，800円 ワイド： 143，122，400円
3連複： 277，773，400円 3連単： 282，338，900円 計： 1，150，606，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 400円 � 300円 枠 連（2－8） 2，680円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 620円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 30，360円

票 数

単勝票数 計 789345 的中 � 244965（1番人気）
複勝票数 計1020726 的中 � 246444（1番人気）� 52637（7番人気）� 77987（5番人気）
枠連票数 計 334566 的中 （2－8） 9665（11番人気）
馬連票数 計1718941 的中 �� 45975（10番人気）
馬単票数 計 610138 的中 �� 10094（15番人気）
ワイド票数 計1431224 的中 �� 29933（13番人気）�� 62510（6番人気）�� 19095（20番人気）
3連複票数 計2777734 的中 ��� 28049（21番人気）
3連単票数 計2823389 的中 ��� 6742（75番人気）

ハロンタイム 11．6―10．2―11．2―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．8―33．0―45．3―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．0
3 6（13，15）（4，10）（3，8，12）（9，14）（2，7，16）（5，11）－1 4 6（13，15）4（3，10）（8，12）9（2，14）（7，16，11）5－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコテキタイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．11 中山6着

2019．3．10生 牡4鹿 母 コ テ キ タ イ 母母 チアリーダー 14戦4勝 賞金 49，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エリモグリッター号・サイファーシチー号・シゲルヒラトリ号・スーパーアキラ号・ナックドロップス号・

パワフルヒロコ号・プラチナムレイアー号・ライフレッスンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



06023 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第97回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．2．26以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，R4．2．25以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

711 ヒシイグアス 牡7青鹿57 松山 弘平阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋141：47．1 9．2�
813 ラ ー グ ル フ 牡4黒鹿56 菅原 明良村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 504＋ 41：47．2� 19．9�
34 ド ー ブ ネ 牡4青 56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 474－ 41：47．3クビ 17．2�
45 	 シュネルマイスター 牡5鹿 58 T．バシュロ �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern

Farm 504＋14 〃 ハナ 9．2�
（仏）

712 スタニングローズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 クビ 7．8�
814 リューベック 牡4鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス	 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 ハナ 58．0

69 ショウナンマグマ 牡4鹿 56 石橋 脩国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 516－ 81：47．4クビ 63．5�
33 イルーシヴパンサー 牡5黒鹿57 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 484－ 41：47．61 9．5�
46 ソーヴァリアント 牡5鹿 57 横山 武史 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 518＋121：47．91� 2．3
610 モ ズ ベ ッ ロ 牡7鹿 57 大野 拓弥 	キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 488± 01：48．11
 335．0�
11 ダノンザキッド 牡5鹿 57 北村 友一	ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 524＋ 31：48．2
 4．4�
57 � ナ イ マ マ 牡7鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 日高 道見牧場 480－ 41：48．4� 521．3�
22 � ソロフレーズ 牡8青鹿57 武士沢友治松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－131：49．14 465．8�
58 トーラスジェミニ 牡7鹿 57 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋101：49．2
 337．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 571，309，300円 複勝： 548，612，400円 枠連： 202，427，100円 馬連： 1，178，705，200円 馬単： 450，615，200円
ワイド： 924，536，900円 3連複： 2，207，721，300円 3連単： 3，167，862，500円 5重勝： 795，761，500円 計： 10，047，551，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 290円 � 430円 � 430円 枠 連（7－8） 1，810円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 10，280円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 2，000円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 129，610円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／小倉11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 70，530円

票 数

単勝票数 計5713093 的中 � 493491（5番人気）
複勝票数 計5486124 的中 � 526782（4番人気）� 321219（8番人気）� 327852（7番人気）
枠連票数 計2024271 的中 （7－8） 86576（9番人気）
馬連票数 計11787052 的中 �� 170885（22番人気）
馬単票数 計4506152 的中 �� 32848（41番人気）
ワイド票数 計9245369 的中 �� 157954（20番人気）�� 118631（24番人気）�� 103719（29番人気）
3連複票数 計22077213 的中 ��� 82056（64番人気）
3連単票数 計31678625 的中 ��� 17720（368番人気）
5重勝票数 差引計7957615（返還計 2461） 的中 ����� 7897

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．4―48．2―1：00．0―1：11．7―1：23．3―1：34．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡7青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 15戦7勝 賞金 371，390，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ダノンザキッド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 イルーシヴパンサー号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：

5番）
ドーブネ号の騎手武豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンザキッド号は，令和5年2月27日から令和5年3月28日まで出走停止。停止期間の満了後に
発走調教再審査。

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヒシイグアス号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06024 2月26日 晴 良 （5中山2） 第2日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ブレイクフォース 牡4栗 57 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 490＋ 41：54．2 3．9�
612 ヴァーンフリート 牡4黒鹿57 T．バシュロ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528± 01：54．62� 2．2�

（仏）

35 ヨ ン ク 牡7鹿 58 武 豊古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 500－ 61：54．7� 19．8�
611 キタノセレナード 牡4鹿 57 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 442－ 21：55．44 9．0�
12 アースライザー 	6栗 58 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B486－ 41：55．5� 58．6	
47 エクセレントラン 	6鹿 58

55 ▲西塚 洸二田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 484＋12 〃 ハナ 153．8

36 サクセスエース 牡5栗 58 石橋 脩 �ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B490± 01：55．71 22．4�
59 
 ナンヨーヴィヨレ 牡5鹿 58 丸田 恭介中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 466＋141：56．12� 364．3�
510
 マブストーク 牡5鹿 58 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 486－ 2 〃 ハナ 20．2
48 ヤ ウ ガ ウ 	6鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 ハナ 209．6�

24 スクリーンプロセス 	5青鹿58 菅原 明良 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 544＋ 8 〃 ハナ 92．7�
815 タ シ ロ 牡6栗 58 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B536＋ 81：56．2クビ 107．9�
713 トーセンマーク 牡5栗 58 菊沢 一樹島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B522± 0 〃 アタマ 50．3�
714 メイショウヨシテル 牡5黒鹿58 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 476－ 61：56．41 14．5�
23 バーリンギャップ 牝4芦 55 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－ 41：56．82� 6．1�
816 オンリーワンボーイ 	6青鹿 58

56 △横山 琉人金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B452－101：59．8大差 203．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 165，561，300円 複勝： 186，297，700円 枠連： 64，979，800円
馬連： 278，108，000円 馬単： 113，250，600円 ワイド： 263，772，100円
3連複： 460，044，000円 3連単： 574，889，600円 計： 2，106，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 130円 � 340円 枠 連（1－6） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 230円 �� 980円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計1655613 的中 � 334846（2番人気）
複勝票数 計1862977 的中 � 331671（2番人気）� 496746（1番人気）� 93331（7番人気）
枠連票数 計 649798 的中 （1－6） 142076（1番人気）
馬連票数 計2781080 的中 �� 500651（1番人気）
馬単票数 計1132506 的中 �� 90185（2番人気）
ワイド票数 計2637721 的中 �� 351368（1番人気）�� 60761（12番人気）�� 85283（8番人気）
3連複票数 計4600440 的中 ��� 176308（4番人気）
3連単票数 計5748896 的中 ��� 56052（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．7―13．3―12．5―12．4―13．0―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．2―50．5―1：03．0―1：15．4―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイクフォース �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 新潟11着

2019．5．2生 牡4栗 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール 11戦3勝 賞金 35，360，000円
〔制裁〕 タシロ号の騎手杉原誠人は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンリーワンボーイ号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイモンルモンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（5中山2）第2日 2月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

302，530，000円
36，850，000円
2，230，000円
39，770，000円
4，000，000円
80，850，000円
5，188，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，314，818，900円
1，798，631，900円
446，949，800円
2，317，934，300円
989，387，200円
2，001，661，900円
3，999，615，300円
5，522，046，500円
795，761，500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
5 重 勝
計 19，186，807，300円

総入場人員 19，952名 （有料入場人員 19，433名）
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