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オッズ・
単勝
人気

03001 1月29日 曇 良 （4東京1） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

牝；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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 モ ネ 牝3栗 54 津村 明秀 �ニッシンホール
ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 458＋ 21：26．3 7．9�

24 ランコントル 牝3鹿 54 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 448＋ 61：26．51 4．2�
23 ジューンポンポン 牝3栗 54 田辺 裕信吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 476± 0 〃 クビ 5．0�
11 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 422－ 41：27．03 11．3�
47 ピ カ リ エ 牝3芦 54 伊藤 工真 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 490＋ 81：27．1� 4．6�
48 リーディングラン 牝3栗 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 480± 01：27．2� 148．9	
714 ムーンワード 牝3鹿 54 武 豊伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B490－ 21：27．41 14．3

612 マテンロウボイス 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 468－121：27．71� 8．8�
35 アポロリップ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B516＋ 2 〃 アタマ 18．2�
816 ルージュヴィーヴル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 470－ 21：27．8� 13．4
59 キタノステート 牝3青 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 プログレスファーム 416－ 41：28．01 100．2�
510 アイレスアン 牝3栗 54 石川裕紀人 TURFレーシング 加藤 征弘 日高 木村牧場 472± 01：28．74 60．5�
36 グレースミューズ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 430－ 21：28．91� 562．2�
815 チ ェ リ ー 牝3鹿 54 菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 B450－ 41：29．0� 325．6�
611 クリノリュウグウ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 432－ 4 〃 アタマ 582．8�
713 ハロースクロール 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B428＋121：29．1クビ 27．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，751，200円 複勝： 78，654，300円 枠連： 18，322，300円
馬連： 84，857，300円 馬単： 33，198，600円 ワイド： 84，244，800円
3連複： 142，159，400円 3連単： 127，414，800円 計： 614，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 180円 � 200円 枠 連（1－2） 590円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 580円 �� 760円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 19，720円

票 数

単勝票数 計 457512 的中 � 46034（4番人気）
複勝票数 計 786543 的中 � 100495（4番人気）� 123175（2番人気）� 100632（3番人気）
枠連票数 計 183223 的中 （1－2） 24040（1番人気）
馬連票数 計 848573 的中 �� 42042（5番人気）
馬単票数 計 331986 的中 �� 7101（11番人気）
ワイド票数 計 842448 的中 �� 37761（5番人気）�� 27664（7番人気）�� 40824（4番人気）
3連複票数 計1421594 的中 ��� 30829（6番人気）
3連単票数 計1274148 的中 ��� 4682（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．3―49．1―1：01．6―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．2
3 2，14，3（4，13）（1，10）（5，12）6（8，16）9，15（11，7） 4 2，14，3，4，13，1，10，8（5，12）（9，6，16）（15，7）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ネ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Roman Ruler デビュー 2021．7．3 福島3着

2019．3．31生 牝3栗 母 ス イ レ ン 母母 Dolly Talbo 4戦1勝 賞金 10，300，000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 ナンデフェスティヴ号

03002 1月29日 曇 良 （4東京1） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳新馬
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ヒノデミッチー 牡3栗 56 北村 宏司茂木 道和氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 516 ―1：26．6 4．0�
612 ロ ー ヴ ェ ロ 牡3鹿 56 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 502 ―1：27．02� 1．7�
12 ジェイエルエース 牝3栗 54 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 496 ―1：27．31� 14．5�
611 グリーンダイヤル 牡3黒鹿56 丸山 元気吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 486 ―1：27．72� 10．8�
11 カペラスター 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：28．12� 54．0�
815 ビルボードライブ 牝3鹿 54 嶋田 純次安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 420 ―1：28．62� 68．6�
36 クールローズサクラ 牝3鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 464 ― 〃 クビ 10．7	
714 アイファーロブスト 牡3黒鹿56 大庭 和弥中島 稔氏 蛯名 利弘 新ひだか 加野牧場 430 ―1：29．12� 431．4

35 ゴールドジャッジ 牡3栗 56 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 468 ― 〃 クビ 27．2�
59 ビ ク ロ イ 牡3青鹿56 菅原 隆一山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新ひだか 高橋フアーム 474 ―1：29．2� 64．8�
24 タイガーキャット 牡3芦 56

54 △山田 敬士山本 茂氏 鈴木 伸尋 新冠 村本牧場 464 ―1：29．73 280．4
48 フレンドキャット 牡3栗 56 松岡 正海横尾 晴人氏 南田美知雄 池田 高橋 正三 456 ―1：30．01� 224．5�
713 レガーロフェリス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：30．32 150．8�
23 ヌ マ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 436 ―1：30．51� 16．7�
510 エターナルパール 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 484 ―1：31．24 187．3�
47 キョウエイカーク 牡3芦 56 木幡 初也田中 晴夫氏 武市 康男 日高 春木ファーム 524 ―1：31．94 53．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，960，700円 複勝： 56，295，900円 枠連： 13，091，500円
馬連： 55，294，900円 馬単： 30，266，400円 ワイド： 53，615，800円
3連複： 82，787，200円 3連単： 101，197，600円 計： 434，510，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 200円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 700円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 419607 的中 � 81988（2番人気）
複勝票数 計 562959 的中 � 89519（2番人気）� 244921（1番人気）� 41174（3番人気）
枠連票数 計 130915 的中 （6－8） 30396（1番人気）
馬連票数 計 552949 的中 �� 119432（1番人気）
馬単票数 計 302664 的中 �� 25351（2番人気）
ワイド票数 計 536158 的中 �� 92124（1番人気）�� 16415（8番人気）�� 27618（4番人気）
3連複票数 計 827872 的中 ��� 43457（3番人気）
3連単票数 計1011976 的中 ��� 11579（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．8―1：00．4―1：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 ・（9，12）－16，6，2，15－5－14－1－（8，11）－13，4，10－3－7 4 ・（9，12）－16－（2，6）－15，5－14－（1，11）－8－13，4－3，10，7

勝馬の
紹 介

ヒノデミッチー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 Dubai Destination 初出走

2019．2．27生 牡3栗 母 ロ バ ー ブ 母母 Brocatelle 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウエイカーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エスシーカリファ号・オレノブルース号・サンマルディライト号・シェンクリング号・シングンピクシー号・

セイカノータ号・セイショウスマイル号・トゥジアース号・ブラザリーラヴ号・ブラックテイルズ号・
ブーケザゴールド号・マルクドヌーヴ号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月29日 曇 良 （4東京1） 第1日 第3競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

24 グ ロ ー リ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 468－ 61：39．1 190．7�
48 バックスクリーン 牡3栗 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 510－ 81：39．21 6．3�
47 セ イ ゲ ン 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 480＋ 61：39．3� 11．3�
35 ブラックピアノ 牡3青鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 470＋ 61：39．4クビ 4．8�
816 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：39．61� 5．2�
714 サイモンソーラン 牡3栗 56 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 61：40．13 45．6	
510 ケイアイユニバース 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 474＋10 〃 ハナ 3．1

815 ラブシックボッサ 牡3青鹿56 丸山 元気 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462± 01：40．84 33．7�
611 キージュピター 牡3鹿 56 北村 宏司北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 496－ 61：41．01� 36．1�
612 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 野中悠太郎土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 464＋ 41：41．42� 253．9
36 ジャスティンダイヤ 牡3鹿 56 横山 武史三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498＋ 61：41．5� 7．8�
713 プロキシーファイト 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 秋田牧場 480＋ 21：42．24 907．2�
23 キャノンコア 牡3栗 56 石川裕紀人亀岡 和彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 434＋ 41：42．51� 48．5�
11 マイネルシデン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 460－101：43．45 100．8�
12 ア マ リ リ ス 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 418－221：43．61� 733．8�
59 ピンクペッパー 牡3青 56 江田 照男松本 有啓氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B502－ 41：43．92 27．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，588，800円 複勝： 75，125，600円 枠連： 14，000，200円
馬連： 73，640，000円 馬単： 31，720，900円 ワイド： 74，911，600円
3連複： 118，747，000円 3連単： 119，486，200円 計： 553，220，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 19，070円 複 勝 � 3，030円 � 240円 � 380円 枠 連（2－4） 9，040円

馬 連 �� 65，370円 馬 単 �� 199，920円

ワ イ ド �� 12，970円 �� 20，620円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 209，060円 3 連 単 ��� 2，475，070円

票 数

単勝票数 計 455888 的中 � 1912（13番人気）
複勝票数 計 751256 的中 � 5373（13番人気）� 97448（4番人気）� 52390（6番人気）
枠連票数 計 140002 的中 （2－4） 1199（22番人気）
馬連票数 計 736400 的中 �� 873（61番人気）
馬単票数 計 317209 的中 �� 119（143番人気）
ワイド票数 計 749116 的中 �� 1469（58番人気）�� 922（72番人気）�� 13243（16番人気）
3連複票数 計1187470 的中 ��� 426（201番人気）
3連単票数 計1194862 的中 ��� 35（1505番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．5―12．7―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．2―47．7―1：00．4―1：13．0―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．7
3 7（9，10）14（12，15）1（5，16）6（4，11）（2，8）3－13 4 7（14，9，10）－15（1，12，16）5（6，8）4，11，2，3－13

勝馬の
紹 介

グ ロ ー リ ー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．12．28 中山9着

2019．4．30生 牡3鹿 母 グリシーヌシチー 母母 シェナンドアリバー 2戦1勝 賞金 5，200，000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。
（非抽選馬） 2頭 チャールストン号・ドレミフォン号

03004 1月29日 曇 良 （4東京1） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走11時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

12 リッキーマジック 牝3栗 54 田辺 裕信�ビリオンスター加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 516－ 61：36．9 91．2�
612 ビヨンドザファザー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 500－ 81：37．43� 107．0�
816 ヴァルツァーシャル 牡3鹿 56 藤岡 佑介西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 480＋101：37．61� 3．2�
24 サクセスローレル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 506＋ 21：37．7クビ 82．3�
23 フ ル オ ー ル 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 11．6�
611 カンピオーネ 牡3鹿 56 丸山 元気�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 500± 01：38．02 45．7	
48 モ ナ ル ヒ 牡3鹿 56 津村 明秀�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 454－ 8 〃 ハナ 28．9

713� トーセンエルドラド 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 米 Mr. Takaya

Shimakawa 526－ 41：38．1� 147．2�
35 � ジ ュ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 米 Breffni Farm 468± 01：38．31� 2．1
11 � ワールドコネクター 牡3芦 56 C．ルメール 山本又一郎氏 藤沢 和雄 米 Dell Ridge

Farm, LLC 552＋ 4 〃 クビ 9．2�
47 カフェカルマ 牡3鹿 56 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 61：39．04 7．7�
59 � フーリッシュホビー 牝3芦 54 M．デムーロ吉田 千津氏 杉山 佳明 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 460－141：39．1� 49．3�
510 コスモルーテウス 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 2 〃 ハナ 215．7�
36 タイセイジャスパー 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 494－ 41：39．62� 59．7�
714� アルムマッツ 牡3芦 56 岩田 康誠加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &

Mary R. Broman 476－ 21：40．02� 184．2�
815 ヴォルケニック 牡3栗 56 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 61：40．21� 65．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，881，900円 複勝： 108，767，900円 枠連： 17，319，500円
馬連： 96，687，600円 馬単： 43，653，000円 ワイド： 101，754，500円
3連複： 161，697，500円 3連単： 182，150，800円 計： 788，912，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，120円 複 勝 � 1，660円 � 2，380円 � 180円 枠 連（1－6） 8，000円

馬 連 �� 267，610円 馬 単 �� 574，380円

ワ イ ド �� 42，750円 �� 5，130円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 314，170円 3 連 単 ��� 3，668，310円

票 数

単勝票数 計 768819 的中 � 6743（12番人気）
複勝票数 計1087679 的中 � 14325（11番人気）� 9831（13番人気）� 214363（2番人気）
枠連票数 計 173195 的中 （1－6） 1677（21番人気）
馬連票数 計 966876 的中 �� 280（110番人気）
馬単票数 計 436530 的中 �� 57（211番人気）
ワイド票数 計1017545 的中 �� 608（105番人気）�� 5133（40番人気）�� 7377（29番人気）
3連複票数 計1616975 的中 ��� 386（306番人気）
3連単票数 計1821508 的中 ��� 36（2134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．1―34．7―46．7―59．0―1：11．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．9
3 4（9，14）（1，6，7）－（2，11）15（8，16）5，10（3，12，13） 4 4，9（1，14）（6，7）2，11－（8，15）（5，16）（3，10）（12，13）

勝馬の
紹 介

リッキーマジック �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．11．13 東京1着

2019．3．8生 牝3栗 母 テ ツ ナ ゴ オ 母母 フライトオブエンジェルス 2戦2勝 賞金 14，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 センタースリール号・テーオードレフォン号



03005 1月29日 曇 良 （4東京1） 第1日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・左）

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
1：44．2
1：43．8

良
良

35 ベ ジ ャ ー ル 牡3黒鹿56 C．ルメール�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 560＋ 21：48．2 3．2�
59 フォーグッド 牡3黒鹿56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B512＋ 8 〃 アタマ 5．2�
815 ベストフィーリング 牡3鹿 56 横山 武史馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：48．51� 1．7�
714 トリプルスリル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 490＋ 61：49．13� 21．2�
612 ノーブルガルフ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 480＋ 61：49．3� 199．6�
11 ローズナイトシチー 牡3黒鹿56 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 464－ 41：49．4� 13．6	
23 ス ズ ナ ミ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 406＋ 8 〃 � 176．0

611 デ カ メ ロ ン 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 398＋ 21：49．5� 115．9�
510 リュウバター 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 480－ 61：49．6� 438．7�
47 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿56 岩田 康誠小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 524－ 41：49．81 75．5
36 サントゥアーリオ �3黒鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 4 〃 アタマ 336．6�
24 アルティマナイト 牡3栗 56 大野 拓弥�木村牧場 柄崎 孝 日高 木村牧場 500－ 41：50．11� 104．2�
12 コスモマーチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 4 〃 クビ 378．4�
713 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B436－101：50．2� 416．1�
48 ミュージアムピース 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462－ 21：50．51� 277．1�
816 エイシンドゥルガー 牝3青鹿54 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 478－ 21：50．82 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，675，100円 複勝： 160，995，600円 枠連： 14，960，700円
馬連： 72，746，500円 馬単： 41，829，200円 ワイド： 69，499，500円
3連複： 114，596，500円 3連単： 173，924，500円 計： 712，227，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（3－5） 1，020円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 240円 �� 150円 �� 160円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 636751 的中 � 158270（2番人気）
複勝票数 計1609956 的中 � 133211（3番人気）� 144991（2番人気）� 1118929（1番人気）
枠連票数 計 149607 的中 （3－5） 11333（5番人気）
馬連票数 計 727465 的中 �� 60383（3番人気）
馬単票数 計 418292 的中 �� 18908（7番人気）
ワイド票数 計 694995 的中 �� 59692（3番人気）�� 125242（1番人気）�� 114758（2番人気）
3連複票数 計1145965 的中 ��� 238630（1番人気）
3連単票数 計1739245 的中 ��� 35704（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―13．0―13．1―12．6―11．9―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―36．3―49．4―1：02．0―1：13．9―1：25．2―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

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

ベ ジ ャ ー ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．9．11 中山5着

2019．3．12生 牡3黒鹿 母 エスジーブルーム 母母 エスジービアンカ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 リュウバター号の騎手亀田温心は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シュネーシュテルン号・テイエムクロマル号

03006 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

23 アルゲンテウス 牡3芦 56 武 豊 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．6 5．2�
11 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 田辺 裕信�タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 434 ―1：37．71 10．7�
713 アルマラウラ 牝3鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 468 ―1：37．91� 92．0�
47 インサニティ 牝3鹿 54 岩田 康誠石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 438 ― 〃 アタマ 58．4�
815 ク ロ シ ュ 牝3鹿 54 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450 ―1：38．21� 95．1	
24 ルージュノブレス 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 438 ―1：38．41� 6．2

816 トシギャングスター 牡3鹿 56 丸山 元気田畑 利彦氏 林 徹 新ひだか 前川 勝春 474 ―1：38．51 3．5�
611� カナラクリーク 牡3栗 56 横山 武史ゴドルフィン 手塚 貴久 米

William B. Har-
rigan & Mike
Pietrangelo

490 ―1：38．6� 4．4�
714 マリノヴィーナス 牝3鹿 54 木幡 初也�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 446 ― 〃 アタマ 105．2
48 ナスノアイゲツ 牡3栗 56 菊沢 一樹�須野牧場 矢野 英一 日高 新井 昭二 448 ―1：38．7クビ 7．2�
510 アーストラベル 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 406 ― 〃 ハナ 19．3�
12 ランビリズマ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか 福岡 駿弥 494 ―1：39．01� 166．8�
612 ムーランマグノリア 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木慎太郎 浦河 田中スタッド 442 ―1：39．32 251．2�
35 サトノタケル 牡3鹿 56 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 田中 剛 浦河 辻 牧場 488 ―1：39．4クビ 92．8�
59 ウインオリハルコン 牡3鹿 56 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：40．25 28．5�
36 テイエムジャーニー 牡3青鹿56 菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 及川 ミツ子 460 ―1：40．62 157．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，897，900円 複勝： 52，678，400円 枠連： 15，814，600円
馬連： 64，020，900円 馬単： 26，938，600円 ワイド： 55，095，900円
3連複： 90，373，000円 3連単： 91，652，700円 計： 440，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 320円 � 1，450円 枠 連（1－2） 1，330円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 920円 �� 4，400円 �� 7，630円

3 連 複 ��� 47，630円 3 連 単 ��� 151，010円

票 数

単勝票数 計 438979 的中 � 67008（3番人気）
複勝票数 計 526784 的中 � 69898（4番人気）� 43390（6番人気）� 7851（10番人気）
枠連票数 計 158146 的中 （1－2） 9191（6番人気）
馬連票数 計 640209 的中 �� 20038（11番人気）
馬単票数 計 269386 的中 �� 4708（19番人気）
ワイド票数 計 550959 的中 �� 16144（12番人気）�� 3166（35番人気）�� 1811（53番人気）
3連複票数 計 903730 的中 ��� 1423（105番人気）
3連単票数 計 916527 的中 ��� 440（380番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．4―12．8―12．9―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―37．3―50．1―1：03．0―1：14．4―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．6
3 13，9（5，7）16（4，6）12（2，1）（14，15）（3，11）10－8 4 13－9（5，7）（4，16）（6，12）2（1，14，15）（3，10）（8，11）

勝馬の
紹 介

アルゲンテウス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 チチカステナンゴ 初出走

2019．3．22生 牡3芦 母 ラダームブランシェ 母母 アーデルハイト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）22頭 アクアビート号・アンジュレイ号・ヴェルーリヤ号・エターナルタイム号・キタノコリンシアン号・

クインズコスモス号・ケイティーズジョウ号・コズミックエッグ号・ジュウセンシャ号・ショウナンマジカル号・
スマートキングダム号・チカレンヌ号・デルマスプリガン号・ファインバーグ号・ベルアクトリス号・
ベルウッドウズメ号・ホヲユイットウ号・ホイッスルベイト号・ミラモンテ号・ヤマビジン号・リリーズメモリー号・
ロールアップ号



03007 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 フィールザワールド 牡4鹿 56 藤岡 佑介櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B476＋ 41：25．7 3．3�
24 ユイノチャッキー 牡4栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 508± 01：25．8� 13．0�
611� ブラックパンサー 牡4鹿 56 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 504＋ 81：25．9� 8．5�
816� トロワシャルム �5青鹿 57

55 △永野 猛蔵村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－161：26．0� 18．8�
510 アポロセイラン 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 480＋ 81：26．1� 45．0�
612 ブルメンダール 牡4青 56 M．デムーロ 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：26．2	 4．7

59 ユ ン グ ヴ ィ 牡4鹿 56 江田 照男�ORTEGA 大江原 哲 日高 佐々木 康治 472＋201：26．3� 6．4�
815� クリノパイソン �4鹿 56

53 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 482－181：26．51� 90．2�
47 バウンティハンター 牡5黒鹿57 松岡 正海浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 496－ 41：26．6クビ 54．7
714 ダイチヴィット 牡5芦 57 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468＋101：26．7	 241．5�
11 ホワイトクロウ �4芦 56 岩田 康誠 	キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456＋ 2 〃 ハナ 6．8�
35 
 ヴァンデリオン 牡5栗 57 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 494＋101：26．91 50．6�
48 ビバヴィットーリオ 牡5鹿 57 横山 武史平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 536＋141：27．0	 9．3�
12 ラ ピ カ ズ マ 牡4黒鹿56 丸田 恭介合同会社雅苑興業 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 522＋401：27．52� 161．9�
713 シングンバズーカ 牡5黒鹿57 伊藤 工真伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B488＋ 81：28．03 253．4�
36 マ ル ス 牡4青鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 田中 清隆 新冠 石郷岡 五月 456＋101：28．32 367．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，402，600円 複勝： 72，845，100円 枠連： 18，278，300円
馬連： 85，072，700円 馬単： 32，832，000円 ワイド： 77，949，400円
3連複： 134，043，700円 3連単： 130，047，100円 計： 605，470，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 270円 � 270円 枠 連（2－2） 1，890円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 460円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 544026 的中 � 128499（1番人気）
複勝票数 計 728451 的中 � 142960（1番人気）� 62621（7番人気）� 63394（5番人気）
枠連票数 計 182783 的中 （2－2） 7472（8番人気）
馬連票数 計 850727 的中 �� 44004（4番人気）
馬単票数 計 328320 的中 �� 10529（6番人気）
ワイド票数 計 779494 的中 �� 49900（2番人気）�� 43722（3番人気）�� 22501（11番人気）
3連複票数 計1340437 的中 ��� 34575（6番人気）
3連単票数 計1300471 的中 ��� 7725（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．3―48．5―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザワールド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2020．10．31 東京2着

2018．6．17生 牡4鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 11戦2勝 賞金 23，060，000円
〔制裁〕 シングンバズーカ号の調教師伊坂重信は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エストレラブレイン号
（非抽選馬） 5頭 アウリガテソーロ号・アンブローニュ号・キングスバレイ号・ダイナストーン号・フェイマスダンディ号

03008 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 ダノンラスター �6鹿 57 C．ルメール�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472＋ 62：11．8 1．4�
36 グレートバローズ 牡5鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 480＋ 22：12．54 7．8�
510 ラヴォラーレ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 524± 02：12．6� 7．7�
35 ヴォートルエロー 牡5鹿 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 496± 02：12．7クビ 111．6�
12 ポップフランセ 牡6栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 小林 真也 千歳 社台ファーム B462＋ 62：13．12� 45．8�
815 キ ス ラ ー 牡6青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484－ 22：13．62� 6．8	
47 オ ー マ オ 牡6栗 57 石川裕紀人吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 458＋ 82：13．81� 28．2

816 ダルムシュタット �5鹿 57 丸田 恭介村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 480＋ 62：14．01	 72．7�
11 フーズサイド 牡6黒鹿 57

54 ▲横山 琉人西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 508＋ 22：14．21	 70．0�
611 エターナルボンド 牡5黒鹿 57

55 △永野 猛蔵 社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B520＋102：14．3� 38．1�
24 ユ メ ノ サ キ �7栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B542＋102：14．61� 93．7�
23 ア ヴ ァ ニ イ 牝5栗 55

54 ☆亀田 温心 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504－ 22：14．81� 223．0�
48 シュッドヴァデル 牡6鹿 57 津村 明秀河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 512＋ 22：15．22� 126．6�
714 ネオストーリー 牡5青鹿57 丸山 元気藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B470＋ 22：15．41	 104．3�
612 ヒシエレガンス �5栗 57 藤岡 佑介阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 22：16．57 204．5�
713 サ ン シ ロ ウ 牡8鹿 57

54 ▲小林 脩斗合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B512＋ 22：19．0大差 321．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，600，800円 複勝： 240，797，400円 枠連： 18，619，900円
馬連： 89，933，800円 馬単： 54，926，300円 ワイド： 88，190，100円
3連複： 151，601，500円 3連単： 248，086，700円 計： 948，756，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 566008 的中 � 311122（1番人気）
複勝票数 計2407974 的中 � 1891603（1番人気）� 95017（4番人気）� 98668（3番人気）
枠連票数 計 186199 的中 （3－5） 30086（3番人気）
馬連票数 計 899338 的中 �� 118160（3番人気）
馬単票数 計 549263 的中 �� 60604（3番人気）
ワイド票数 計 881901 的中 �� 76226（3番人気）�� 118732（2番人気）�� 36741（5番人気）
3連複票数 計1516015 的中 ��� 113162（3番人気）
3連単票数 計2480867 的中 ��� 66061（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―32．2―45．5―58．2―1：10．5―1：22．8―1：35．1―1：47．0―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
5，6，8，9，10（2，3，12）7（13，16）（4，11，15）－14，1
5，9，6，8－10，12（2，3，7，16）（4，11，15，13）－（1，14）

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

勝馬の
紹 介

ダノンラスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Majestic Warrior デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．2．12生 �6鹿 母 プリンセスオブシルマー 母母 Storm Dixie 13戦3勝 賞金 49，008，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンシロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競走に

出走できない。



03009 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第9競走 ��1，600�
はくれい

白嶺ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．1．30以降4．1．23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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 ロードエクレール 牡4鹿 53 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 474± 01：36．2 23．0�
813 アドマイヤルプス �5栗 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 550＋ 61：36．41� 2．7�
34 ボルサリーノ 牡5鹿 54 M．デムーロ草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B480＋ 81：36．5� 15．3�
33 オーバーディリバー �6黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 488＋ 61：36．71 7．9�
610 プ リ マ ジ ア 牡5鹿 55 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 476＋ 8 〃 クビ 7．3�
814 ボイラーハウス 牡4鹿 54 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 502± 01：36．91 7．5	
57 クリノドラゴン 牡4栗 54 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 480＋ 21：37．22 7．5

58 スズカゴウケツ 牡5鹿 55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 41：37．3クビ 20．8�
712 ホッコーハナミチ 牡4鹿 54 戸崎 圭太北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 482－ 6 〃 ハナ 9．6�
22 カフェスペランツァ 牡5鹿 55 松岡 正海西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 514＋101：37．51 73．6
45 スズカコーズマンボ 牡5鹿 53 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：37．81� 62．2�
711 シ ベ リ ウ ス 牡9栗 52 野中悠太郎浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B468－ 2 〃 クビ 379．5�
46 エースレイジング 牡5黒鹿54 永野 猛蔵三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋101：37．9� 22．4�
69 ダノングリスター �6鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B492－ 81：38．43 36．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，529，200円 複勝： 113，392，800円 枠連： 25，278，200円
馬連： 134，692，600円 馬単： 47，084，700円 ワイド： 121，377，100円
3連複： 212，881，200円 3連単： 210，935，700円 計： 940，171，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 530円 � 150円 � 400円 枠 連（1－8） 2，800円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 4，280円 �� 800円

3 連 複 ��� 14，140円 3 連 単 ��� 103，890円

票 数

単勝票数 計 745292 的中 � 25852（10番人気）
複勝票数 計1133928 的中 � 44833（10番人気）� 257088（1番人気）� 62256（7番人気）
枠連票数 計 252782 的中 （1－8） 6978（10番人気）
馬連票数 計1346926 的中 �� 24362（17番人気）
馬単票数 計 470847 的中 �� 3305（43番人気）
ワイド票数 計1213771 的中 �� 17214（23番人気）�� 7053（52番人気）�� 40910（5番人気）
3連複票数 計2128812 的中 ��� 11290（47番人気）
3連単票数 計2109357 的中 ��� 1472（376番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―35．4―47．9―1：00．0―1：11．5―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエクレール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Mineshaft デビュー 2020．8．29 新潟5着

2018．4．21生 牡4鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 10戦4勝 賞金 47，123，000円
［他本会外：1戦0勝］

03010 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス（Ｌ）

発走15時10分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

66 トウシンマカオ 牡3栗 56 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 450± 01：21．8 2．1�
77 プ ル パ レ イ 牡3鹿 56 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492＋ 21：22．01	 4．9�
33 コ ラ リ ン 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444＋101：22．1
 3．6�
11 アルトシュタット 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：22．21 9．1�
810 リ ト ス 牝3鹿 54 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 408± 0 〃 ハナ 29．1	
22 フリートオブフット 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 452＋141：22．3� 14．0

78 レッツリブオン 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 458＋201：22．51 13．8�
55 ウインモナーク 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 486＋181：22．82 51．5�
44 シーズアクイーン 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 420－ 61：23．97 338．8

（9頭）
89 � デ ュ ガ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 96，287，800円 複勝： 96，413，500円 枠連： 19，927，300円
馬連： 139，495，100円 馬単： 68，014，600円 ワイド： 115，935，800円
3連複： 184，514，200円 3連単： 328，994，300円 計： 1，049，582，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 270円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 差引計 962878（返還計 6467） 的中 � 358551（1番人気）
複勝票数 差引計 964135（返還計 4407） 的中 � 344357（1番人気）� 144039（3番人気）� 181106（2番人気）
枠連票数 差引計 199273（返還計 67） 的中 （6－7） 37597（2番人気）
馬連票数 差引計1394951（返還計 23397） 的中 �� 207565（2番人気）
馬単票数 差引計 680146（返還計 9554） 的中 �� 63008（2番人気）
ワイド票数 差引計1159358（返還計 14271） 的中 �� 157436（2番人気）�� 196146（1番人気）�� 96755（3番人気）
3連複票数 差引計1845142（返還計 53060） 的中 ��� 306112（1番人気）
3連単票数 差引計3289943（返還計 87511） 的中 ��� 120526（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．2―48．5―59．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．3
3 1，10（2，6）（3，4）5，8，7 4 1（10，6）2（3，4）（8，5）7

勝馬の
紹 介

トウシンマカオ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．8．29 新潟1着

2019．5．1生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 4戦2勝 賞金 42，368，000円
〔出走取消〕 デュガ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 8日第 7競走）
〔その他〕　　ウェルシー号は，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。



03011 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

34 ジャックドール 牡4栗 55 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 508＋ 21：57．4 2．2�
33 アドマイヤハダル 牡4鹿 55 横山 武史近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486－ 61：57．61	 4．4�
814 グラティアス 牡4鹿 55 C．ルメール �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 510＋161：57．7
 6．4�
45 シュヴァリエローズ 牡4鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450－ 41：57．8	 18．3�
711 ディープモンスター 牡4青鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 456＋ 6 〃 ハナ 6．0	
46 ゴールドギア 牡7黒鹿57 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B490± 01：58．01 113．6

11 レッドサイオン �6鹿 56 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B436＋ 41：58．1	 79．5�
57 フ ラ ン ツ 牡7鹿 56 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 46．1�
610 シングフォーユー 牝6鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 490± 01：58．31� 16．6
69 ランフォザローゼス �6鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B496－101：58．51	 81．4�
58 バ レ リ オ �7芦 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：58．6クビ 262．0�
813 ニシノデイジー 牡6鹿 57 丸山 元気西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 492－ 2 〃 クビ 236．3�
22 アトミックフォース 牡6鹿 57 江田 照男吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 490－ 81：58．81 51．1�
712 ラインベック 牡5黒鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500± 02：00．18 17．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 193，832，500円 複勝： 221，030，200円 枠連： 79，058，900円
馬連： 435，836，600円 馬単： 176，178，200円 ワイド： 326，988，100円
3連複： 704，826，500円 3連単： 926，565，200円 計： 3，064，316，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 190円 枠 連（3－3） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，710円

票 数

単勝票数 計1938325 的中 � 696729（1番人気）
複勝票数 計2210302 的中 � 568440（1番人気）� 403038（2番人気）� 233716（4番人気）
枠連票数 計 790589 的中 （3－3） 104059（2番人気）
馬連票数 計4358366 的中 �� 577527（1番人気）
馬単票数 計1761782 的中 �� 151440（1番人気）
ワイド票数 計3269881 的中 �� 372611（1番人気）�� 271774（2番人気）�� 116469（9番人気）
3連複票数 計7048265 的中 ��� 358827（2番人気）
3連単票数 計9265652 的中 ��� 142430（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―11．8―11．7―11．8―11．5―10．9―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．9―47．7―59．4―1：11．2―1：22．7―1：33．6―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャックドール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．8生 牡4栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 8戦5勝 賞金 79，582，000円
〔制裁〕 ジャックドール号の騎手藤岡佑介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・1番）
※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 シーズンズギフト号

03012 1月29日 晴 良 （4東京1） 第1日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・左）

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
1：44．2
1：43．8

良
良

11 カランドゥーラ 牡4鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－101：45．4 5．2�
35 ディオスバリエンテ 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：45．72 1．8�
712 ノワールドゥジェ 牝4青 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488＋141：45．8� 7．7�
23 シ ル ブ ロ ン 牡4鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 490＋ 61：46．01� 23．7�
22 カナロアガール 牝6鹿 55 大野 拓弥広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 486－101：46．1� 62．6	
611 ノーダブルディップ 牡4鹿 56 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 556－ 6 〃 ハナ 7．7

47 シャドウエリス 牝4鹿 54 M．デムーロ飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 464＋161：46．2クビ 25．0�
58 サザンナイツ 	4黒鹿56 伊藤 工真ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 444＋101：46．84 194．1�
34 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 56

54 △永野 猛蔵子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 454＋ 61：47．33 12．9
59 レベンディス 	5栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 494＋ 81：47．51� 54．5�
814
 ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 458－ 21：48．03 364．3�
713
 クリノサンシャイン 牝5鹿 55 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 442± 01：48．1� 408．9�
46 ヴィントミューレ 	4鹿 56 杉原 誠人下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 B434－ 61：48．52 60．9�
610
 ジュンブーケ 牝4鹿 54 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新冠 芳住 鉄兵 454－111：53．8大差 215．4�
815 ミッキーパンチ 牡5栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B474＋ 6 （競走中止） 22．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 117，878，300円 複勝： 132，552，300円 枠連： 35，955，100円
馬連： 190，696，400円 馬単： 96，171，300円 ワイド： 175，960，900円
3連複： 298，389，300円 3連単： 445，378，400円 計： 1，492，982，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 220円 �� 540円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計1178783 的中 � 178967（2番人気）
複勝票数 計1325523 的中 � 233370（2番人気）� 389762（1番人気）� 157022（3番人気）
枠連票数 計 359551 的中 （1－3） 70554（1番人気）
馬連票数 計1906964 的中 �� 351261（1番人気）
馬単票数 計 961713 的中 �� 59692（3番人気）
ワイド票数 計1759609 的中 �� 228548（1番人気）�� 71837（6番人気）�� 151967（2番人気）
3連複票数 計2983893 的中 ��� 212012（1番人気）
3連単票数 計4453784 的中 ��� 52793（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―11．4―11．7―12．0―12．2―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―33．9―45．3―57．0―1：09．0―1：21．2―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

カランドゥーラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．21 東京2着

2018．2．13生 牡4鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 9戦2勝 賞金 29，958，000円
〔競走中止〕 ミッキーパンチ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンブーケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競走

に出走できない。



（4東京1）第1日 1月29日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

239，240，000円
5，620，000円
32，190，000円
1，230，000円
30，780，000円
80，155，000円
4，950，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
911，286，800円
1，409，549，000円
290，626，500円
1，522，974，400円
682，813，800円
1，345，523，500円
2，396，617，000円
3，085，834，000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 11，645，225，000円

総入場人員 8，300名 （有料入場人員 8，123名）
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