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02001 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

55 テイクザワールド 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 448＋ 21：48．9 4．5�
44 ルイナールカズマ 牡3黒鹿56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 488＋ 2 〃 クビ 1．9�
66 メイショウタイゲイ 牡3黒鹿56 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 450± 01：49．43 6．7�
22 テイエムシニスター 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 498＋121：50．03� 28．6�
11 サンライズスコール 牡3芦 56

54 △小沢 大仁松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 440－ 21：50．1クビ 9．9�
89 リュウノイチモンジ 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 480－121：50．31� 254．6�
33 シュルヴィーヴル 牡3栗 56

53 ▲角田 大和村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 494＋ 21：50．61� 50．9	
88 ディーノエナジー 牡3鹿 56 横山 和生坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 488－ 21：50．81� 4．8

77 サンライズクレイ 牡3栃栗56 斎藤 新�ライフハウス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 520＋101：52．8大差 119．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，242，600円 複勝： 40，182，300円 枠連： 5，245，300円
馬連： 35，398，600円 馬単： 20，998，800円 ワイド： 32，089，700円
3連複： 57，986，300円 3連単： 89，412，100円 計： 311，555，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 240円 �� 360円 �� 220円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 302426 的中 � 52660（2番人気）
複勝票数 計 401823 的中 � 40501（4番人気）� 196026（1番人気）� 44265（3番人気）
枠連票数 計 52453 的中 （4－5） 7136（3番人気）
馬連票数 計 353986 的中 �� 44706（3番人気）
馬単票数 計 209988 的中 �� 12986（5番人気）
ワイド票数 計 320897 的中 �� 34473（3番人気）�� 20508（6番人気）�� 40673（2番人気）
3連複票数 計 579863 的中 ��� 74970（1番人気）
3連単票数 計 894121 的中 ��� 22792（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．9―31．4―44．8―57．9―1：10．3―1：22．7―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
・（9，5）（2，6，4）－（1，7）（3，8）・（9，5）（6，4）2，1（3，8）＝7

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

勝馬の
紹 介

テイクザワールド 
�
父 ワールドエース 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．9．25 中京7着

2019．5．20生 牡3鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 3戦1勝 賞金 5，710，000円

02002 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

714 グラスミヤラビ 牝3黒鹿54 横山 和生半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 486－ 41：08．2 3．8�
12 アスターディゴン 牡3青鹿56 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 21：08．41� 3．3�
11 ムーンガーデン 牡3鹿 56 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 B466＋101：08．5� 48．8�
816 スンヌンタイ 牝3鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 504＋ 21：08．6クビ 8．7�
48 ニューノーマル 牝3鹿 54 浜中 俊フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 448－ 21：08．91� 8．3�
612 デ フ ィ デ リ 牡3青鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 468＋ 41：09．21� 18．5	
24 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 
ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 416－ 6 〃 ハナ 5．0�
35 オリンピッカー 牡3芦 56 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 13．0�
23 ヴェラフォルツァ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム B442＋101：09．41 26．2
713 インペリアス 牝3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－ 6 〃 クビ 42．5�
47 カナリコッタゲーム 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 420＋ 41：09．61� 88．3�
36 ナンゴクハナネット 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝渡 義光氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 394＋ 4 〃 ハナ 469．4�
510 パ ー シ ス ト 牝3鹿 54 城戸 義政�杵臼牧場 畑端 省吾 浦河 杵臼牧場 394± 01：09．7� 495．0�
817 メイショウオリジン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 474－ 4 〃 クビ 206．8�
818 ロカビリークイッフ 牡3鹿 56 西村 淳也 
グリーンファーム音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 21：10．01� 108．6�
715 ヴ ィ ー ガ ン 牝3鹿 54 荻野 琢真伊藤 良兵氏 今野 貞一 浦河 谷口牧場 434＋ 4 〃 クビ 114．0�
59 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 アタマ 176．5�
611 エイブルマン 牡3黒鹿56 斎藤 新田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 460＋161：10．53 109．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，691，200円 複勝： 50，104，700円 枠連： 8，347，300円
馬連： 50，048，100円 馬単： 20，427，800円 ワイド： 48，969，800円
3連複： 78，236，300円 3連単： 73，366，700円 計： 360，191，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 140円 � 1，030円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 420円 �� 4，780円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 15，660円 3 連 単 ��� 64，630円

票 数

単勝票数 計 306912 的中 � 63697（2番人気）
複勝票数 計 501047 的中 � 84705（2番人気）� 122120（1番人気）� 7999（10番人気）
枠連票数 計 83473 的中 （1－7） 9113（2番人気）
馬連票数 計 500481 的中 �� 44072（2番人気）
馬単票数 計 204278 的中 �� 8925（3番人気）
ワイド票数 計 489698 的中 �� 33464（2番人気）�� 2461（38番人気）�� 5285（27番人気）
3連複票数 計 782363 的中 ��� 3746（48番人気）
3連単票数 計 733667 的中 ��� 823（207番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．3―44．8―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスミヤラビ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．6．13 札幌2着

2019．4．21生 牝3黒鹿 母 グラスケリー 母母 グラスファッション 3戦1勝 賞金 10，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サヴァンナナイツ号・ショウナンダルム号・ディガスト号・ミズノコキュウ号

第１回 小倉競馬 第１日



02003 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

57 ミツカネプルート 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 442± 01：00．0 15．1�
712 ギンノカミカザリ 牝3芦 54 斎藤 新阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 458＋ 81：00．31� 17．4�
610 アスターヘキサゴン 牡3栗 56 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 476± 0 〃 クビ 1．5�
33 オーシンプラス 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 472＋ 81：00．61� 68．3�
45 コウユーママニニテ 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム 440－ 61：00．7クビ 43．1�
34 アドレマピュス 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B460－ 41：01．33� 16．0	
58 ロサロッサーナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B496± 0 〃 クビ 6．7

11 パパリーヌキャスト 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 468± 01：01．51� 49．8�
711 メイショウアルル 牝3鹿 54 藤岡 佑介松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 408－121：01．6クビ 131．3
814 ハルキファイト 牝3鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 462－ 21：01．81� 46．1�
813 ヒロシゲダンディ 牡3鹿 56 藤岡 康太�コスモ・コスモ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 514＋141：01．9� 5．8�
69 モンテラパン 牡3青 56

53 ▲西谷 凜村上 憲政氏 池添 兼雄 日高 OK Ranch 444－121：02．0� 257．6�
22 エ ウ ゼ ー ン 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 21：02．31� 147．2�
46 ウィラメット 牝3芦 54 黛 弘人杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 446＋261：02．51� 340．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，685，800円 複勝： 57，200，900円 枠連： 7，307，400円
馬連： 39，459，300円 馬単： 22，420，800円 ワイド： 40，202，700円
3連複： 58，299，100円 3連単： 74，869，400円 計： 332，445，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 220円 � 260円 � 110円 枠 連（5－7） 2，040円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 15，420円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 300円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 326858 的中 � 17258（4番人気）
複勝票数 計 572009 的中 � 35004（4番人気）� 27454（6番人気）� 321849（1番人気）
枠連票数 計 73074 的中 （5－7） 2773（7番人気）
馬連票数 計 394593 的中 �� 5151（17番人気）
馬単票数 計 224208 的中 �� 1090（34番人気）
ワイド票数 計 402027 的中 �� 6223（18番人気）�� 37543（3番人気）�� 22707（5番人気）
3連複票数 計 582991 的中 ��� 15833（9番人気）
3連単票数 計 748694 的中 ��� 1459（116番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F37．0
3 ・（12，7）8，10，4，13－（3，9）（5，11）（6，1）（2，14） 4 ・（12，7）8－10，4－13，3（5，11）9，1（2，6）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミツカネプルート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．10．24 新潟4着

2019．4．10生 牝3鹿 母 ワ デ ィ ラ ム 母母 ワ デ ィ ア 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シャークトゥルル号・テイエムサンレディ号
（非抽選馬） 1頭 スナークユウマ号

02004 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第4競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

22 リバーシブルレーン 牡6青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 442＋203：06．9 5．5�
55 アメリカズカップ 牡8黒鹿60 平沢 健治谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 03：07．11� 1．7�
68 グランドレグルス 牡4鹿 59 上野 翔田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 462－ 43：07．31� 129．5�
710� フォッサマグナ 	6黒鹿60 大江原 圭吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 468－ 83：07．4クビ 18．7�
811 ニホンピロヘイロー 牝7鹿 58 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 462－ 63：08．14 10．0�
67 プレイヤーサムソン 	9鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476－ 83：08．73� 53．0�
11 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿58 伴 啓太 	コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 83：09．23� 9．2

44 インビジブルレイズ 牡8鹿 60 難波 剛健 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 474－ 23：09．62 8．8�
79 バーンスター 牡6鹿 60 黒岩 悠	ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 504＋ 83：09．7
 18．3
812 ダイメイコスモス 牡6栗 60 植野 貴也宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 494－ 83：11．08 39．7�
56 ミリタリータンゴ 牡4黒鹿59 白浜 雄造 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462＋ 43：11．95 73．1�
33 シゲルシイタケ 牡7鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 464－ 43：12．75 155．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，585，700円 複勝： 37，266，000円 枠連： 6，575，800円
馬連： 28，141，500円 馬単： 18，020，000円 ワイド： 27，879，600円
3連複： 49，505，900円 3連単： 71，620，800円 計： 259，595，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 110円 � 1，430円 枠 連（2－5） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 160円 �� 4，930円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 11，360円 3 連 単 ��� 53，920円

票 数

単勝票数 計 205857 的中 � 29460（2番人気）
複勝票数 計 372660 的中 � 37116（3番人気）� 216554（1番人気）� 2295（11番人気）
枠連票数 計 65758 的中 （2－5） 12810（1番人気）
馬連票数 計 281415 的中 �� 52200（1番人気）
馬単票数 計 180200 的中 �� 9325（5番人気）
ワイド票数 計 278796 的中 �� 60826（1番人気）�� 1142（36番人気）�� 2030（27番人気）
3連複票数 計 495059 的中 ��� 3266（31番人気）
3連単票数 計 716208 的中 ��� 963（150番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 53．4－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リバーシブルレーン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．8 中山1着

2016．2．16生 牡6青鹿 母 カウアイレーン 母母 シルバーレーン 障害：6戦1勝 賞金 11，890，000円
〔発走状況〕 バーンスター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 バーンスター号は，発走調教再審査。



02005 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第5競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10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3：06．6良

33 スズカフロンティア 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444－ 43：08．5 1．1�
77 テリオスルイ 牡4鹿 59 中村 将之鈴木美江子氏 松下 武士 新ひだか 米田牧場 468－ 63：08．61 12．2�
66 ショウナンパンサー �6鹿 60 難波 剛健国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 510＋123：09．45 15．1�
55 ブルベアペスカ 牡6栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 488± 03：11．2大差 7．9�
11 ワンダースキル 牡4鹿 59 森 一馬山本 能成氏 斉藤 崇史 新ひだか フクダファーム 456－ 63：14．2大差 10．8�
88 � ユウヒノプリンス �5栗 60 金子 光希坂田 行夫氏 天間 昭一 日高 新井 昭二 492－ 33：19．2大差 169．1�
22 エフティエトワール 牝4青鹿57 上野 翔吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 484＋12 （競走中止） 68．3	
44 � ヘブンリーキス 牡5栗 60 小野寺祐太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 サンローゼン 474＋ 2 （競走中止） 68．1

89 トーヨーヒヨウ 牡4栗 59 五十嵐雄祐中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 554＋32 （競走中止） 102．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，323，800円 複勝： 66，242，100円 枠連： 5，320，200円
馬連： 21，754，600円 馬単： 20，142，800円 ワイド： 21，735，700円
3連複： 38，643，800円 3連単： 99，980，300円 計： 296，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 170円 � 170円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 230円 �� 220円 �� 760円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 223238 的中 � 150010（1番人気）
複勝票数 計 662421 的中 � 556786（1番人気）� 18726（5番人気）� 19768（4番人気）
枠連票数 計 53202 的中 （3－7） 8485（3番人気）
馬連票数 計 217546 的中 �� 40232（2番人気）
馬単票数 計 201428 的中 �� 29623（2番人気）
ワイド票数 計 217357 的中 �� 25271（3番人気）�� 27238（2番人気）�� 5961（10番人気）
3連複票数 計 386438 的中 ��� 35016（4番人気）
3連単票数 計 999803 的中 ��� 39129（5番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．7－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフロンティア �

父 ディープインパクト �


母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．27生 牡8鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 障害：3戦1勝 賞金 14，300，000円
〔競走中止〕 エフティエトワール号は，1周目1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

トーヨーヒヨウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
ヘブンリーキス号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出血（2回目）〕を発
症。

〔鼻出血による出走制限〕 ヘブンリーキス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月15日まで出走できない。
トーヨーヒヨウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月15日まで出走できない。

02006 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

712 インザオベーション 牝3黒鹿54 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－101：59．9 6．3�
58 シ ー グ ラ ス 牝3鹿 54 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 414－142：00．21� 13．5�
45 ブルーゲート 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 428± 02：00．3� 16．8�
813 サトノアヴァロン 牡3青鹿56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 42：00．93� 4．9�
46 ブロンドケリー 牡3栗 56

53 ▲角田 大和水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 462－ 22：01．11� 29．5�
33 トモエセンニンギリ 牝3鹿 54 富田 暁髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 448－ 22：01．42 32．4	
34 メンアットワーク 牡3青鹿56 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 454＋ 22：01．5クビ 5．7

610 ユ リ シ ー ズ �3芦 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 464－ 2 〃 クビ 77．5�
69 プレミアムスマイル 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 02：01．6クビ 12．0
814 リュウキュウカリー 牡3鹿 56 黛 弘人棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 452＋ 22：01．81� 284．9�
11 シ ズ オ ウ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 440± 02：01．9クビ 215．4�
57 ロードレアル 牡3青鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 464－ 62：02．11� 103．9�
711 グリーンバローズ 牡3黒鹿56 横山 和生猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 468＋ 62：02．2� 5．1�
22 ハーツアズワン 牡3栗 56 吉田 隼人�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 508－142：03．37 4．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，942，900円 複勝： 53，249，900円 枠連： 9，954，000円
馬連： 51，252，600円 馬単： 21，084，300円 ワイド： 52，838，100円
3連複： 79，109，900円 3連単： 80，905，000円 計： 385，336，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 380円 � 510円 枠 連（5－7） 1，970円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，840円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 26，180円 3 連 単 ��� 134，220円

票 数

単勝票数 計 369429 的中 � 46274（5番人気）
複勝票数 計 532499 的中 � 73194（3番人気）� 34819（6番人気）� 24341（8番人気）
枠連票数 計 99540 的中 （5－7） 3913（9番人気）
馬連票数 計 512526 的中 �� 7237（25番人気）
馬単票数 計 210843 的中 �� 1779（38番人気）
ワイド票数 計 528381 的中 �� 7460（24番人気）�� 7446（25番人気）�� 3921（36番人気）
3連複票数 計 791099 的中 ��� 2266（93番人気）
3連単票数 計 809050 的中 ��� 437（480番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―12．4―12．3―11．8―12．0―12．4―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―34．9―47．3―59．6―1：11．4―1：23．4―1：35．8―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インザオベーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2021．12．28 阪神3着

2019．2．6生 牝3黒鹿 母 インザスポットライト 母母 Naruko 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 プレミアムスマイル号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 プレミアムスマイル号は，発走調教再審査。



02007 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第7競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

57 クールファイブ 牡4鹿 56 黛 弘人大塚 亮一氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 500＋221：47．9 29．9�
45 インテンスフレイム 牡4黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 41：48．0� 2．3�
711 キ ゾ ク 牡4栗 56

53 ▲西谷 凜西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 492－ 61：48．21 12．2�
44 メイショウメイユウ 牡5鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444＋121：48．3� 55．4�
69 � トップスターサン 牡4黒鹿55 �島 克駿吉田 和美氏 四位 洋文 豪

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

498－ 6 〃 ハナ 5．4�
11 ディーエスボンバー 牡4黒鹿56 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490＋ 21：48．93� 14．2�
812 アイルビーメジャー 牡5栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 472－ 21：49．53� 22．0	
22 メ ル テ ミ ア 牡4鹿 56 吉田 隼人武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 446± 01：49．6	 10．5

710
 ボルケーノペスカ 牡4鹿 56

53 ▲角田 大和山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 434± 01：49．7クビ 177．6�
68 オーホンブリック 牡4鹿 56 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 01：50．33� 44．7
813 メイショウカスガ 牝6栗 55

53 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 480－ 2 〃 ハナ 5．6�
33 キトゥンズマーチ 牝4鹿 54 富田 暁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 458－ 41：50．51� 9．9�
（12頭）

56 � ソ ジ ュ ン 牡4芦 56 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Arturo
Vargas B532＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，006，600円 複勝： 33，761，800円 枠連： 6，887，900円
馬連： 25，623，400円 馬単： 11，986，300円 ワイド： 27，452，600円
3連複： 34，367，000円 3連単： 37，806，800円 計： 200，892，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 710円 � 130円 � 360円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 13，870円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 3，810円 �� 430円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 84，330円

票 数

単勝票数 差引計 230066（返還計 38283） 的中 � 6149（9番人気）
複勝票数 差引計 337618（返還計 48540） 的中 � 8678（9番人気）� 101414（1番人気）� 19652（7番人気）
枠連票数 差引計 68879（返還計 418） 的中 （4－5） 7916（1番人気）
馬連票数 差引計 256234（返還計 99889） 的中 �� 5298（14番人気）
馬単票数 差引計 119863（返還計 43559） 的中 �� 648（51番人気）
ワイド票数 差引計 274526（返還計 91004） 的中 �� 5751（13番人気）�� 1721（37番人気）�� 17846（4番人気）
3連複票数 差引計 343670（返還計215812） 的中 ��� 3159（30番人気）
3連単票数 差引計 378068（返還計249967） 的中 ��� 325（293番人気）

ハロンタイム 6．9―11．8―12．6―13．1―12．6―11．7―13．0―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．7―31．3―44．4―57．0―1：08．7―1：21．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F39．2
1
3
3（8，13）2（9，5）（1，12）11，10－7－4
4，3（8，5）（2，9）（1，13，10，11）12，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールファイブ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．2．14 阪神1着

2018．1．29生 牡4鹿 母 トゥザハピネス 母母 トゥザヴィクトリー 10戦2勝 賞金 15，530，000円
〔競走除外〕 ソジュン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

02008 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

23 シャイニングフジ 牝4鹿 54 富田 暁林 進氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 490－ 41：46．7 3．5�
816 ミツルハピネス 牝4栗 54 浜中 俊守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 41：46．8� 2．9�
59 キュンストラー 牝4芦 54 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 400± 01：47．33 130．8�

48 アインゲーブング 牝4鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 ハナ 20．3�

35 カラレーション 牝4黒鹿54 西村 淳也 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 416＋ 41：47．4� 22．1	
713 フラワリングナイト 牝5青鹿55 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：47．61� 106．3

36 レディアリエス 牝4鹿 54 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 478± 0 〃 クビ 5．0�
714� シューラヴァーグ 牝5黒鹿55 川又 賢治�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 21：47．7クビ 388．1�
24 アルタグラシア 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478＋121：47．8� 11．5

815 リュウグウヒメ 牝6鹿 55
52 ▲角田 大和深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 456＋ 4 〃 クビ 50．2�

510 プリペアード 牝4鹿 54 斎藤 新 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 404－ 81：48．12 16．9�

611 ピンクレガシー 牝5鹿 55 藤岡 康太 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446＋ 21：48．2� 106．8�
47 ワイドアウェイク 牝4栗 54

52 △小沢 大仁 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490± 01：48．83� 63．2�
11 ルージュアリュール 牝4鹿 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：49．01� 70．1�
12 ブ リ ン ク 牝4黒鹿54 吉田 隼人吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B448＋102：00．2大差 9．0�
612 ダンツガゼール 牝5青鹿 55

52 ▲松本 大輝山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 466－ 2 （競走中止） 165．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，595，900円 複勝： 41，335，200円 枠連： 9，810，500円
馬連： 44，646，100円 馬単： 18，567，100円 ワイド： 43，576，300円
3連複： 68，331，100円 3連単： 77，301，100円 計： 333，163，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 150円 � 2，030円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 310円 �� 8，480円 �� 7，450円

3 連 複 ��� 26，940円 3 連 単 ��� 92，020円

票 数

単勝票数 計 295959 的中 � 66356（2番人気）
複勝票数 計 413352 的中 � 81045（2番人気）� 84696（1番人気）� 3335（15番人気）
枠連票数 計 98105 的中 （2－8） 14818（1番人気）
馬連票数 計 446461 的中 �� 55746（1番人気）
馬単票数 計 185671 的中 �� 11818（2番人気）
ワイド票数 計 435763 的中 �� 42899（1番人気）�� 1199（58番人気）�� 1366（54番人気）
3連複票数 計 683311 的中 ��� 1902（81番人気）
3連単票数 計 773011 的中 ��� 609（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．7―47．7―59．6―1：11．4―1：23．2―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニングフジ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．4．3 阪神8着

2018．3．12生 牝4鹿 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 9戦2勝 賞金 21，410，000円
〔競走中止〕 ダンツガゼール号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔その他〕 ブリンク号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 イザニコス号



02009 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第9競走 2，600�
よ ぶ こ

呼 子 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56�5歳以上57�，牝馬2�減
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

11 テ ン カ ハ ル 牡4栗 56 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－ 82：39．1 6．1�
44 ウインヴァカンス 牝4栗 54 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B446－ 4 〃 クビ 31．2�
33 エリカヴァレリア 牝4鹿 54 浜中 俊三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 462＋ 22：39．2� 1．9�
77 � マベルロンジュ 牝5栗 55 川又 賢治落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B462＋ 22：39．3� 15．3�
66 ウインザナドゥ 牡4栗 56 吉田 隼人�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 472＋102：39．4� 3．4�
810 シエラネバダ �7芦 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋102：39．82� 37．9	
89 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿54 丹内 祐次 �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 472＋ 6 〃 クビ 39．0

22 ウインローズブーケ 牝5黒鹿55 富田 暁�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：40．0� 18．9�
55 デスティノアーラ 牝4鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B418± 02：40．21	 11．7
78 スズカワークシップ 牡7鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 478－ 62：40．41� 257．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，947，400円 複勝： 59，607，900円 枠連： 6，575，500円
馬連： 35，137，400円 馬単： 20，601，200円 ワイド： 34，057，900円
3連複： 55，140，700円 3連単： 93，075，700円 計： 333，143，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 160円 � 440円 � 110円 枠 連（1－4） 13，620円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 20，190円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 290円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 52，020円

票 数

単勝票数 計 289474 的中 � 37765（3番人気）
複勝票数 計 596079 的中 � 51523（3番人気）� 12141（9番人気）� 365485（1番人気）
枠連票数 計 65755 的中 （1－4） 374（24番人気）
馬連票数 計 351374 的中 �� 2862（23番人気）
馬単票数 計 206012 的中 �� 765（44番人気）
ワイド票数 計 340579 的中 �� 3159（24番人気）�� 35223（2番人気）�� 9449（11番人気）
3連複票数 計 551407 的中 ��� 7534（18番人気）
3連単票数 計 930757 的中 ��� 1297（147番人気）

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

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�
12．9―24．8―37．2―49．9―1：02．6―1：15．0―1：27．6―1：39．7―1：51．6―2：03．5―2：15．4―2：27．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テ ン カ ハ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2020．10．3 中京2着

2018．3．4生 牡4栗 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 10戦2勝 賞金 24，256，000円

02010 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第10競走 1，700�
ひびきなだ

響 灘 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

66 ゴールドティア 牝5鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B476－ 21：46．4 3．8�
44 スマートアリエル 牝5黒鹿55 西村 淳也大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B462－ 81：46．93 2．5�
89 ダイヤレイジング 牝6栗 55 小崎 綾也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 462± 01：47．0クビ 78．0�
77 チュウワフライヤー 牝6栗 55 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：47．1� 34．9�
11 フ ァ ジ ェ ス 牝4黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490＋121：47．41� 4．5�
22 ランスオブアース 牝4青鹿54 古川 吉洋五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 474± 0 〃 クビ 5．7	
55 � フローラルドレス 牝5鹿 55 富田 暁髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 426＋ 21：47．5� 18．6

78 フ ラ ル 牝6鹿 55 藤岡 康太�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 81：47．92� 28．5�
810 トリッチトラッチ 牝5芦 55 丹内 祐次ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B438＋ 41：48．11 29．4
33 カイルアコナ 牝5鹿 55 斎藤 新 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム B450± 01：49．05 21．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，566，400円 複勝： 38，168，500円 枠連： 8，109，700円
馬連： 53，615，800円 馬単： 28，073，300円 ワイド： 47，225，900円
3連複： 80，896，900円 3連単： 123，817，700円 計： 417，474，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 130円 � 660円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，600円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 31，830円

票 数

単勝票数 計 375664 的中 � 77630（2番人気）
複勝票数 計 381685 的中 � 73918（2番人気）� 93989（1番人気）� 9267（10番人気）
枠連票数 計 81097 的中 （4－6） 11698（1番人気）
馬連票数 計 536158 的中 �� 82985（1番人気）
馬単票数 計 280733 的中 �� 17275（4番人気）
ワイド票数 計 472259 的中 �� 56069（2番人気）�� 4145（29番人気）�� 5946（24番人気）
3連複票数 計 808969 的中 ��� 7907（27番人気）
3連単票数 計1238177 的中 ��� 2820（110番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．3―12．5―12．3―12．1―12．3―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．7―43．2―55．5―1：07．6―1：19．9―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドティア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．7．20 中京6着

2017．3．27生 牝5鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 14戦3勝 賞金 47，770，000円



02011 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1日 第11競走 ��1，800�
だんのうら

壇之浦ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．1．16以降4．1．10まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

56 ア リ ー ヴ ォ 牡4鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：46．2 2．5�
11 イ ル マ タ ル 牝6鹿 52 斎藤 新吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 アタマ 20．4�
33 シルヴェリオ 牡5黒鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B514＋ 41：46．41 8．6�

812 ララクリスティーヌ 牝4青鹿53 中井 裕二フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 440－101：46．5� 16．7�
（法942）

68 タガノディアーナ 牝4青鹿53 横山 和生八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋ 6 〃 クビ 4．9	

22 タガノパッション 牝4鹿 53 浜中 俊八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 2 〃 アタマ 7．8


55 ス パ ー ク ル 牝4鹿 53 藤岡 佑介 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：46．6クビ 8．3�
79 ドラグーンシチー 牡7鹿 53 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 508－ 8 〃 クビ 207．8�
811 ワールドスケール 牡5鹿 55 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 474－ 41：46．7クビ 38．8
44 フィオリキアリ 牝5鹿 53 藤岡 康太槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 21：46．81 7．3�
67 フォワードアゲン �5黒鹿54 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 428－ 21：46．9� 67．9�
710 ディモールト 牡5黒鹿54 角田 大和市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B498－ 21：47．11� 189．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 65，161，900円 複勝： 91，568，800円 枠連： 25，861，200円
馬連： 150，115，600円 馬単： 58，891，700円 ワイド： 109，423，700円
3連複： 230，067，000円 3連単： 293，376，800円 計： 1，024，466，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 430円 � 240円 枠 連（1－5） 2，130円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 630円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 28，190円

票 数

単勝票数 計 651619 的中 � 201326（1番人気）
複勝票数 計 915688 的中 � 238016（1番人気）� 41390（7番人気）� 88516（6番人気）
枠連票数 計 258612 的中 （1－5） 9389（9番人気）
馬連票数 計1501156 的中 �� 41941（11番人気）
馬単票数 計 588917 的中 �� 11287（15番人気）
ワイド票数 計1094237 的中 �� 22416（16番人気）�� 47385（6番人気）�� 11006（29番人気）
3連複票数 計2300670 的中 ��� 24414（26番人気）
3連単票数 計2933768 的中 ��� 7543（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―47．8―59．6―1：11．2―1：22．8―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0
1
3
・（1，12）（9，10）4－7（3，6）（5，11）（2，8）
1，12（9，10）4（3，6，8）（7，2）（5，11）

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

勝馬の
紹 介

ア リ ー ヴ ォ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．3 中京11着

2018．5．17生 牡4鹿 母 エスメラルディーナ 母母 Tasha’s Star 9戦4勝 賞金 53，045，000円

02012 1月15日 晴 良 （4小倉1） 第1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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

816� キャプテンドレイク 牡5鹿 57 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486± 01：08．1 8．1�
714 フロスティクォーツ 牡4黒鹿56 斎藤 新ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 468－ 41：08．31� 18．9�
612 アーモロート 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 500－ 41：08．4� 16．0�
611 カ レ ン ヒ メ 牝5芦 55 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 430－101：08．5クビ 5．8�
59 � タツオウカケンラン 牝5青鹿55 川又 賢治鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 458＋ 4 〃 クビ 19．1	
47 ショウナンガニアン 牡4鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 454± 0 〃 ハナ 4．1

35 ジューンアクア 牝5芦 55

52 ▲角田 大和吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 4 〃 アタマ 148．5�
510� マイトレジャーフジ 牡4鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 464＋ 21：08．6クビ 11．3�
36 ナリタローゼ 牝4青鹿54 富田 暁�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B476－ 21：08．7� 5．6
48 インワンシティング 牡4鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 462＋10 〃 ハナ 22．3�
11 アセンダント 牝6鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 468＋10 〃 アタマ 14．2�
818� エコロキング 牡4青鹿 56

53 ▲松本 大輝原村 正紀氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 444＋ 4 〃 クビ 51．1�
817 フィルムスコア 牝4黒鹿54 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 448＋ 61：08．8� 18．5�
23 ジュノエスク 牝4鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 照哉氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 464＋ 8 〃 アタマ 50．6�
24 � サ ジ ェ ス 牡4鹿 56 西村 淳也清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 ハナ 46．4�
12 ウインドラブリーナ 牝5黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 418－ 61：09．01� 27．7�
713 チャーチャンテン 牝4黒鹿54 黛 弘人田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 408＋ 61：09．1� 351．5�
715� パラティーノヒル 牝5栗 55

52 ▲原 優介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404＋ 21：09．2クビ 170．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，579，300円 複勝： 74，846，900円 枠連： 27，561，300円
馬連： 115，340，500円 馬単： 40，600，300円 ワイド： 106，505，600円
3連複： 196，504，900円 3連単： 191，930，100円 計： 807，868，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 330円 � 610円 � 590円 枠 連（7－8） 3，290円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 2，160円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 28，670円 3 連 単 ��� 126，040円

票 数

単勝票数 計 545793 的中 � 53794（4番人気）
複勝票数 計 748469 的中 � 65480（4番人気）� 30990（11番人気）� 32199（9番人気）
枠連票数 計 275613 的中 （7－8） 6476（17番人気）
馬連票数 計1153405 的中 �� 14442（23番人気）
馬単票数 計 406003 的中 �� 3460（25番人気）
ワイド票数 計1065056 的中 �� 12540（24番人気）�� 12791（23番人気）�� 6295（51番人気）
3連複票数 計1965049 的中 ��� 5140（100番人気）
3連単票数 計1919301 的中 ��� 1104（402番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．4―11．6―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キャプテンドレイク �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン

2017．4．19生 牡5鹿 母 ハシッテホシーノ 母母 ア ド マ イ ス 11戦1勝 賞金 14，060，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ジュノエスク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ダノンカオス号



（4小倉1）第1日 1月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

197，910，000円
7，340，000円
22，130，000円
1，020，000円
23，050，000円
69，097，000円
5，474，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
412，329，500円
643，535，000円
127，556，100円
650，533，500円
301，814，400円
591，957，600円
1，027，088，900円
1，307，462，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，062，277，500円

総入場人員 2，595名 （有料入場人員 1，750名）
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