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03013 1月30日 晴 良 （4東京1） 第2日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 セブンダートオー 牡3黒鹿56 M．デムーロ前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 494－ 21：26．6 5．6�
23 グリーンライズ 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 458＋ 41：26．91� 19．4�
36 アポロプラネット 牡3青鹿56 岩田 望来アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492＋ 81：27．11 5．0�
510 マイネルシトラス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 520＋ 2 〃 クビ 3．2�
612 ニシノフウジン 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 474－ 2 〃 ハナ 13．9�
59 ダイナマイトベルン 牡3鹿 56 横山 和生四本 昭弘氏 加藤士津八 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 01：27．63 13．6	
611 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 526－121：27．91� 4．1�
35 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 坂井 瑠星ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B446＋ 41：28．11� 56．2�
714 ニューレトロ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 2 〃 クビ 23．7
12 フレイムジョーカー 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 504＋201：28．63 17．5�
24 ナナコロビヤオキ 牡3鹿 56 岩部 純二
ミルファーム 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 496＋201：28．7クビ 275．2�
815 スターソルジャー 牡3芦 56 野中悠太郎大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 432－ 41：29．12� 280．5�
47 サ ノ ケ ン 牡3栗 56 石川裕紀人佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 474＋ 61：30．27 265．1�
816 リョウランポケット 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 484＋ 21：30．41 382．5�
48 ダイチスマイル 牡3黒鹿56 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 B436＋ 61：30．61� 527．6�
11 ソンブラーズ 牡3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗レキップモンターニュ 田島 俊明 新冠 長浜牧場 460－ 61：32．9大差 356．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，375，500円 複勝： 69，569，200円 枠連： 14，941，400円
馬連： 85，884，200円 馬単： 36，477，500円 ワイド： 73，711，400円
3連複： 135，774，100円 3連単： 141，991，700円 計： 603，725，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 430円 � 200円 枠 連（2－7） 4，670円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 10，890円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 660円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 67，590円

票 数

単勝票数 計 453755 的中 � 64499（4番人気）
複勝票数 計 695692 的中 � 83684（4番人気）� 35926（8番人気）� 104432（3番人気）
枠連票数 計 149414 的中 （2－7） 2477（15番人気）
馬連票数 計 858842 的中 �� 10861（23番人気）
馬単票数 計 364775 的中 �� 2510（43番人気）
ワイド票数 計 737114 的中 �� 10685（23番人気）�� 30160（6番人気）�� 14185（18番人気）
3連複票数 計1357741 的中 ��� 10057（36番人気）
3連単票数 計1419917 的中 ��� 1523（228番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．2―49．3―1：01．6―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セブンダートオー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2021．11．27 東京4着

2019．3．20生 牡3黒鹿 母 ウインガイア 母母 ヴェストリーレディ 3戦1勝 賞金 6，820，000円
〔発走状況〕 ヘキクウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヘキクウ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソンブラーズ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ガーディアンベル号・ミザール号

03014 1月30日 晴 良 （4東京1） 第2日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

813 セブンスレター 牡3鹿 56 大野 拓弥熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 496－102：14．7 15．7�
56 スペイスフォース 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 22：15．22� 4．5�

69 ケイアイグラビティ 牡3栗 56 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 546－ 22：15．52 14．4�
33 ヒシアラカン 牡3栗 56 横山 和生阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480± 02：16．03 20．0�
45 サンセットクラウド 牡3芦 56 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 62：16．1クビ 2．7�
711 インペリアルライン 牡3栗 56 岩田 康誠 	社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B474＋ 22：16．52� 3．4

812 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492－ 22：16．6� 45．3�
44 トーセンレガーロ 牡3栗 56 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B514＋ 42：16．81� 7．7
22 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿56 野中悠太郎 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 504－ 62：16．91 30．6�
710 タクティーレン 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人吉田 晴哉氏 田島 俊明 安平 追分ファーム B524± 02：17．75 292．9�
57 フォレスタブル 牡3鹿 56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 496＋102：18．76 305．7�
68 アラビアンパレス 牡3黒鹿56 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 江谷牧場 490－ 42：19．01� 129．3�
11 シゲルキリン 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか グローリーファーム 528＋ 22：19．32 160．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，403，700円 複勝： 55，087，400円 枠連： 12，185，000円
馬連： 69，077，500円 馬単： 30，323，800円 ワイド： 61，471，400円
3連複： 107，023，600円 3連単： 118，690，900円 計： 499，263，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 310円 � 180円 � 380円 枠 連（5－8） 1，990円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，290円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 62，490円

票 数

単勝票数 計 454037 的中 � 22998（6番人気）
複勝票数 計 550874 的中 � 42568（5番人気）� 96303（3番人気）� 32811（6番人気）
枠連票数 計 121850 的中 （5－8） 4727（8番人気）
馬連票数 計 690775 的中 �� 21972（9番人気）
馬単票数 計 303238 的中 �� 3484（23番人気）
ワイド票数 計 614714 的中 �� 19869（8番人気）�� 6671（27番人気）�� 15347（11番人気）
3連複票数 計1070236 的中 ��� 9054（30番人気）
3連単票数 計1186909 的中 ��� 1377（199番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―19．2―32．7―45．6―58．3―1：11．1―1：24．1―1：37．2―1：49．9―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンスレター �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2022．1．5 中山4着

2019．5．15生 牡3鹿 母 ブライアンズレター 母母 パーソナルレター 2戦1勝 賞金 6，100，000円

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月30日 晴 良 （4東京1） 第2日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 スノーグレース 牝3栗 54 津村 明秀 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468± 01：40．2 23．5�
11 メイリトルラバー 牝3鹿 54 岩田 望来千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 456－ 41：40．31 14．0�
510 アーレンダール 牝3栗 54 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494 ―1：40．5� 5．2�
713 ピンキーウィンキー 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 81：40．71� 3．6�
59 ソニンクヴァース 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 492－ 21：40．81 6．0�
612 グットフォーチュン 牝3鹿 54 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 466－121：40．9クビ 84．2	
815 エフティイライザ 牝3芦 54 北村 宏司吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 506－ 21：41．11� 102．4

35 キ ガ サ 牝3栗 54 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 シンカンファーム 426－ 4 〃 ハナ 14．8�
48 ハッピーバレー 牝3鹿 54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B452－10 〃 クビ 7．8�
714 キタノハートネル 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 442＋ 41：41．41� 13．6
47 キ ッ ト ク ル 牝3黒鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 458＋ 21：41．71� 34．9�
36 ブライティアコバ 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460± 0 〃 クビ 154．0�
12 ミラーレイク 牝3鹿 54

52 △山田 敬士 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 440＋101：41．91 285．4�
23 マックロイド 牝3栗 54 大野 拓弥芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 472± 0 〃 アタマ 73．3�
24 フ リ フ リ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 日高 中川 欽一 434－ 21：42．21� 104．8�

611 ルージュエピス 牝3芦 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462－ 81：42．3� 6．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，944，600円 複勝： 78，406，800円 枠連： 17，833，000円
馬連： 86，780，600円 馬単： 32，299，500円 ワイド： 85，470，300円
3連複： 138，677，900円 3連単： 126，057，300円 計： 620，470，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 630円 � 330円 � 260円 枠 連（1－8） 11，730円

馬 連 �� 15，740円 馬 単 �� 27，590円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 3，220円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 29，500円 3 連 単 ��� 252，460円

票 数

単勝票数 計 549446 的中 � 18694（9番人気）
複勝票数 計 784068 的中 � 29113（9番人気）� 63550（6番人気）� 87571（5番人気）
枠連票数 計 178330 的中 （1－8） 1178（30番人気）
馬連票数 計 867806 的中 �� 4272（43番人気）
馬単票数 計 322995 的中 �� 878（81番人気）
ワイド票数 計 854703 的中 �� 5388（39番人気）�� 6785（34番人気）�� 14696（21番人気）
3連複票数 計1386779 的中 ��� 3525（91番人気）
3連単票数 計1260573 的中 ��� 362（730番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―36．1―49．4―1：03．0―1：15．6―1：27．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーグレース �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．14 新潟15着

2019．3．10生 牝3栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 3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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ナンヨーアイリス号・フィールドゲラン号・ミウィ号・ラズライト号

03016 1月30日 晴 良 （4東京1） 第2日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40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
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ロ ン コ ー ネ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 494＋ 21：38．0 1．6�
611 アルマドラード 牡4黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：38．42� 4．0�
612 チュウワジョーダン �5黒鹿57 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B452＋ 81：38．6� 45．9�
815 プルスウルトラ 牡4栗 56 M．デムーロ�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 530＋ 81：38．91� 8．8�
816 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 518＋12 〃 アタマ 53．6	
59 グレンフィナン �7鹿 57 江田 照男�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B502＋ 81：39．0� 348．3

35 セイウンオードリー 牡4鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 514＋ 61：39．1クビ 100．8�
47 ナリノペッパー 牡4芦 56 北村 宏司成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 8 〃 クビ 67．4�
713� ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 56

53 ▲横山 琉人中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 464－ 81：39．31� 65．6
23 アルバミノル 牡4鹿 56 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：39．4クビ 90．5�
12 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 56 坂井 瑠星鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 476－ 2 〃 ハナ 30．3�
510 ノームストリーム 牡4鹿 56 武士沢友治水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 504＋ 41：39．5� 361．4�
24 � バンディエラ 牡6栗 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 松本 信行 526＋ 61：39．71� 307．5�
11 カンリンポチェ 牡4鹿 56 横山 武史窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B522＋ 21：40．12� 6．3�
48 � ブルベアカイリ 牡5栗 57 岩田 康誠�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 518＋181：41．810 138．2�
36 ハイスピリッツ 牝4黒鹿 54

52 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478＋181：42．97 184．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，151，900円 複勝： 148，102，100円 枠連： 17，554，500円
馬連： 89，342，000円 馬単： 45，971，100円 ワイド： 89，163，600円
3連複： 151，673，800円 3連単： 191，504，600円 計： 805，463，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 400円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 750円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 721519 的中 � 339965（1番人気）
複勝票数 計1481021 的中 � 964553（1番人気）� 142733（2番人気）� 28146（6番人気）
枠連票数 計 175545 的中 （6－7） 41357（1番人気）
馬連票数 計 893420 的中 �� 206853（1番人気）
馬単票数 計 459711 的中 �� 65974（1番人気）
ワイド票数 計 891636 的中 �� 153738（1番人気）�� 26524（9番人気）�� 13840（15番人気）
3連複票数 計1516738 的中 ��� 46190（5番人気）
3連単票数 計1915046 的中 ��� 19897（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―47．5―1：00．4―1：13．0―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン コ ー ネ �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．15 東京2着

2018．3．13生 牡4黒鹿 母 サマーティアラ 母母 キョウワノメガミ 9戦2勝 賞金 29，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンオブロジータ号



03017 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30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
1：30．5
1：30．3

良
良

23 ダイバリオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454＋121：34．2 4．4�
714 バイオアート 牝3鹿 54 戸崎 圭太小島 章義氏 黒岩 陽一 浦河 酒井牧場 446－101：34．62� 4．0�
510 エリカコレクト 牝3鹿 54 C．ルメール 三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478＋101：34．81� 2．8�
36 バ ラ ジ 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 504＋ 41：35．33 17．9�
35 ゼンノテンバ 牝3栗 54 岩田 望来大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 432－ 61：35．4アタマ 6．9�
713 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424± 0 〃 アタマ 213．6	
47 フルティージャ 牝3芦 54 坂井 瑠星 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 81：35．71� 57．5

12 グランプレジール 牡3栗 56 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 522＋161：35．8� 10．7�
611 ビ ー イ ン グ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 中橋 正 494＋ 8 〃 アタマ 606．7�
816 ホワイトスパイダー 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 390－ 41：36．01� 86．3
59 プランセスカグヤ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 464＋281：36．42� 329．5�
612 ジュンエキサイト 牝3青鹿54 武 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 512± 01：36．82 19．0�
48 ハートディザイア 牝3鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 388－161：37．33 217．6�
11 テイエムオードリー 牝3青鹿54 江田 照男竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 470＋121：37．83 31．0�
815 ニシノスズカゼ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 ガーベラパー
クスタツド 392－121：37．9クビ 405．4�

24 ヨウヘンテンモク 牡3鹿 56
54 △山田 敬士 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 472＋281：38．32� 580．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，464，000円 複勝： 78，776，600円 枠連： 15，310，000円
馬連： 88，539，000円 馬単： 36，875，600円 ワイド： 80，503，400円
3連複： 129，486，900円 3連単： 141，428，800円 計： 635，384，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（2－7） 880円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 340円 �� 300円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 644640 的中 � 116591（3番人気）
複勝票数 計 787766 的中 � 139490（3番人気）� 146071（2番人気）� 169171（1番人気）
枠連票数 計 153100 的中 （2－7） 13353（5番人気）
馬連票数 計 885390 的中 �� 77617（3番人気）
馬単票数 計 368756 的中 �� 15917（4番人気）
ワイド票数 計 805034 的中 �� 59940（3番人気）�� 70051（1番人気）�� 65007（2番人気）
3連複票数 計1294869 的中 ��� 96329（1番人気）
3連単票数 計1414288 的中 ��� 16531（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．3―46．3―59．0―1：10．6―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイバリオン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．3 中京7着

2019．4．15生 牡3鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走状況〕 ヨウヘンテンモク号・バラジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨウヘンテンモク号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ルナブリエ号
（非抽選馬） 1頭 ダイゴシンリュウ号

03018 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時00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
1：44．2
1：43．8

良
良

24 カ ナ テ ー プ 牝3鹿 54 横山 武史 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458 ―1：49．1 2．5�
35 ブラーバック 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468 ―1：49．63 2．3�
611 ダノンアマレット 牝3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム 458 ―1：49．7� 16．2�
815 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 456 ― 〃 クビ 93．7�
48 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 横山 和生平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 458 ―1：49．91� 35．9	
59 クオーレドーロ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 450 ―1：50．11 12．4

713 ブライトオンベイス 牝3鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 418 ―1：50．2� 25．7�
36 ブリーザフレスカ 牝3鹿 54 津村 明秀名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 486 ― 〃 クビ 8．6�
612 ニシノスピカ 牝3芦 54 野中悠太郎西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474 ―1：50．41� 144．8
12 モズクレオパトラ 牝3栗 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新冠 森永 聡 416 ―1：50．93 33．9�
47 シャドウマッドネス �3栗 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 ハナ 84．5�
510 エコロガナドール 牡3鹿 56 嶋田 純次原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442 ―1：51．0� 93．7�
714 タイセイエール 牝3鹿 54 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 高昭牧場 452 ―1：51．31� 96．5�
23 ピアーステソーロ 牡3鹿 56 秋山真一郎了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 484 ―1：51．94 48．9�

11 オウケンマックイン 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 脩斗福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 506 ―1：52．85 240．3�

816 ボニーマジェスティ 牡3青鹿56 江田 照男嶋田 賢氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 498 ―1：53．97 287．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，462，900円 複勝： 55，126，100円 枠連： 17，109，800円
馬連： 73，624，800円 馬単： 36，028，800円 ワイド： 63，845，100円
3連複： 111，692，200円 3連単： 130，875，500円 計： 550，765，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 120円 � 240円 枠 連（2－3） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 190円 �� 850円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 5，990円

票 数

単勝票数 計 624629 的中 � 198619（2番人気）
複勝票数 計 551261 的中 � 116008（2番人気）� 153777（1番人気）� 39934（5番人気）
枠連票数 計 171098 的中 （2－3） 46748（1番人気）
馬連票数 計 736248 的中 �� 195200（1番人気）
馬単票数 計 360288 的中 �� 42667（2番人気）
ワイド票数 計 638451 的中 �� 110154（1番人気）�� 15937（7番人気）�� 29625（6番人気）
3連複票数 計1116922 的中 ��� 48780（4番人気）
3連単票数 計1308755 的中 ��� 15827（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．0―49．4―1：02．1―1：14．9―1：26．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ナ テ ー プ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Royal Applause 初出走

2019．2．21生 牝3鹿 母 ティッカーテープ 母母 Argent Du Bois 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コーラスライン号・ゼッフィーロ号・ブラックノワール号・レッドヴェルティス号



03019 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第7競走 2，100�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
2：06．7
2：05．9

良
良

68 � フジマサインパクト 牡4鹿 56 野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 432＋ 22：12．8 3．5�
67 ピュアブラッド �4鹿 56 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋26 〃 クビ 6．5�
812 ローズボウル 牡4鹿 56 坂井 瑠星 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 516＋122：13．22� 3．2�
44 ビーマイセルフ 牝4青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 462＋ 22：14．05 27．4�
56 エコロカナワン 牡4鹿 56 北村 宏司原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B498＋ 6 〃 ハナ 16．9	
710 ニシノソワレ 牡4鹿 56 C．ルメール 西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 516＋402：14．31� 6．8

811 セイカヤマノ 牡6黒鹿57 石川裕紀人久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B506－ 2 〃 ハナ 230．1�
79 ネオヴィットーリア 牝8黒鹿55 松岡 正海ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464± 02：14．4� 139．1�
55 サトノアレックス �5栗 57

55 △永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B488－142：14．5� 36．5
22 セ ル ヴ ァ ン 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋162：14．6� 5．9�
33 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 江田 照男澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B488＋ 62：15．02� 21．8�
11 ダノンアポロン 牡7鹿 57 岩田 望来�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 504－ 82：15．42� 79．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，180，300円 複勝： 76，745，700円 枠連： 15，261，000円
馬連： 103，606，200円 馬単： 40，166，000円 ワイド： 86，235，500円
3連複： 154，683，300円 3連単： 184，382，900円 計： 718，260，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 210円 � 140円 枠 連（6－6） 1，680円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 640円 �� 330円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 13，300円

票 数

単勝票数 計 571803 的中 � 130672（2番人気）
複勝票数 計 767457 的中 � 156395（2番人気）� 73248（4番人気）� 160741（1番人気）
枠連票数 計 152610 的中 （6－6） 7018（7番人気）
馬連票数 計1036062 的中 �� 41246（8番人気）
馬単票数 計 401660 的中 �� 9806（11番人気）
ワイド票数 計 862355 的中 �� 33027（7番人気）�� 73324（1番人気）�� 31204（8番人気）
3連複票数 計1546833 的中 ��� 48931（5番人気）
3連単票数 計1843829 的中 ��� 10049（37番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．8―13．0―13．1―13．1―12．8―12．7―12．0―11．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―31．9―44．9―58．0―1：11．1―1：23．9―1：36．6―1：48．6―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フジマサインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sligo Bay

2018．5．21生 牡4鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 8戦1勝 賞金 11，570，000円
初出走 JRA

03020 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 � レモンポップ 牡4栗 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 510－ 21：24．6 1．5�

612 ノ ー リ ス 牡4黒鹿56 M．デムーロ榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 534± 01：25．13� 7．6�
47 コモレビキラリ 牝4青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 474＋101：25．2� 34．3�
714 タイセイサムソン 牡4黒鹿56 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 508＋ 21：25．62� 5．3�
510 エターナリー 牡5栗 57 岩田 康誠吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466＋10 〃 ハナ 12．3�
59 � サトノムスタング 牡4黒鹿56 岩田 望来里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 472＋ 41：25．7� 145．7�
48 フラッフィクラウド 牡5芦 57 江田 照男	G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472－ 6 〃 クビ 89．8

35 モリトユウブ 牡7鹿 57

54 ▲小林 脩斗吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 516＋ 61：25．8� 282．4�
11 サンキーウエスト 牝5青鹿55 岩部 純二 	加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 458－ 41：25．9クビ 244．3�
611 ミツカネプリンス 牡5芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 460＋ 21：26．0� 79．1
24 タケルラスティ 牡5栗 57 坂井 瑠星森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 500－ 4 〃 ハナ 12．8�
23 � ペガサスターボ 牡5鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 526＋ 41：26．21	 72．8�
12 グ ラ ナ タ ス 
6鹿 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 474＋ 21：26．3� 220．0�
816 バーンパッション 牡5黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 492＋ 8 〃 クビ 85．1�
815 マイナーズライト 牡4鹿 56

54 △永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 472＋ 61：26．51	 55．7�
713 サ ノ ハ ニ ー 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 488± 01：27．35 395．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，148，600円 複勝： 289，019，000円 枠連： 23，000，800円
馬連： 146，330，300円 馬単： 72，910，000円 ワイド： 114，109，000円
3連複： 230，492，400円 3連単： 344，654，700円 計： 1，296，664，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 330円 枠 連（3－6） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 590円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 761486 的中 � 399272（1番人気）
複勝票数 計2890190 的中 � 2174392（1番人気）� 151237（3番人気）� 53466（6番人気）
枠連票数 計 230008 的中 （3－6） 39145（2番人気）
馬連票数 計1463303 的中 �� 237386（2番人気）
馬単票数 計 729100 的中 �� 95552（2番人気）
ワイド票数 計1141090 的中 �� 148978（2番人気）�� 46210（5番人気）�� 16134（16番人気）
3連複票数 計2304924 的中 ��� 71853（7番人気）
3連単票数 計3446547 的中 ��� 49015（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―36．7―49．2―1：01．0―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡4栗 母 Unreachable 母母 Harpia 5戦3勝 賞金 44，843，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 サンキーウエスト号の騎手岩部純二は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノライトニング号



03021 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

77 ドゥラドーレス 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492＋121：45．7 3．7�
55 ウィズグレイス 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 450－ 41：46．23 1．4�
11 デルマグレムリン 牡3栗 56 武 豊浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 440＋ 21：46．3� 9．0�
22 エールトゥヘヴン 牡3鹿 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454－ 41：46．4� 20．8�
88 カミニートデルレイ 牡3黒鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：46．71� 11．1	
33 ビヨンドザタイム 牡3栗 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 452± 01：47．12� 62．5

66 ポケットシンデレラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 430＋ 4 〃 ハナ 93．8�
44 エンパイアウエスト 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：47．41� 40．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 112，975，400円 複勝： 259，679，500円 枠連： 発売なし
馬連： 118，898，700円 馬単： 79，776，000円 ワイド： 82，187，900円
3連複： 138，757，000円 3連単： 408，210，000円 計： 1，200，484，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 130円 �� 330円 �� 190円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計1129754 的中 � 238231（2番人気）
複勝票数 計2596795 的中 � 214518（2番人気）� 2007994（1番人気）� 122931（3番人気）
馬連票数 計1188987 的中 �� 442445（1番人気）
馬単票数 計 797760 的中 �� 93943（2番人気）
ワイド票数 計 821879 的中 �� 200416（1番人気）�� 47674（6番人気）�� 104042（2番人気）
3連複票数 計1387570 的中 ��� 247218（2番人気）
3連単票数 計4082100 的中 ��� 125238（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．3―11．4―11．9―12．1―11．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．0―46．4―58．3―1：10．4―1：21．8―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

3 5（8，4）（1，2）（3，7）6
2
4
5（1，2，3，8）（4，7）6
5（8，4）（1，2，3，7）6

勝馬の
紹 介

ドゥラドーレス 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．11．7 東京1着

2019．2．23生 牡3鹿 母 ロ カ 母母 ランズエッジ 2戦2勝 賞金 17，489，000円

03022 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 � リ フ レ イ ム 牝4芦 54 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind
Equine LLC 514＋ 21：33．9 2．6�

33 タガノディアーナ 牝4青鹿54 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 448－ 41：34．32	 5．4�

22 ウイングレイテスト 牡5栗 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 514± 0 〃 クビ 3．2�
77 ヴィッテルスバッハ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：34．4
 15．5�
66 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：34．5	 3．5	
44 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 55 坂井 瑠星小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：35．35 95．9

55 ドラグーンシチー 牡7鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 510＋ 2 〃 クビ 76．6�
88 ナンヨーイザヨイ �6黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 490－ 21：35．51� 122．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 72，041，600円 複勝： 52，141，300円 枠連： 発売なし
馬連： 118，002，200円 馬単： 59，432，100円 ワイド： 64，952，800円
3連複： 125，940，200円 3連単： 322，926，500円 計： 815，436，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 210円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 720416 的中 � 219772（1番人気）
複勝票数 計 521413 的中 � 116697（2番人気）� 91377（4番人気）� 139303（1番人気）
馬連票数 計1180022 的中 �� 117092（5番人気）
馬単票数 計 594321 的中 �� 35989（8番人気）
ワイド票数 計 649528 的中 �� 60328（5番人気）�� 121276（1番人気）�� 74231（4番人気）
3連複票数 計1259402 的中 ��� 211477（2番人気）
3連単票数 計3229265 的中 ��� 89515（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．6―11．6―11．5―10．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．5―48．1―59．6―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 1，8－2（7，5）6（3，4） 4 1－8－2（7，5）（3，6）4

勝馬の
紹 介

�リ フ レ イ ム 
�
父 American Pharoah 

�
母父 Tapit デビュー 2020．7．25 新潟1着

2018．2．18生 牝4芦 母 Careless Jewel 母母 Sweet and Careless 9戦4勝 賞金 53，768，000円
［他本会外：1戦0勝］

２レース目



03023 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�第36回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，3．1．30以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬3�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2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，3．1．29以前の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（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 テイエムサウスダン 牡5鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 554＋101：23．1 11．5�
47 ヘ リ オ ス �6黒鹿56 武 豊�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B470＋ 41：23．31 6．7�
48 タガノビューティー 牡5鹿 56 津村 明秀八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 41：23．4	 4．7�
36 ジャスティン 牡6栗 57 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 504＋14 〃 クビ 74．0�
35 オメガレインボー 牡6栗 56 横山 和生原 
子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 61：23．5クビ 5．3�
612 タイムフライヤー 牡7鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 41：23．71� 13．5	
23 � モジアナフレイバー 牡7鹿 56 真島 大輔尾田 信夫氏 福永 敏 新ひだか 桜井牧場 514± 0 〃 クビ 20．3


（大井） （大井）

24 スリーグランド 牡5栗 56 岩田 望来永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 476－ 21：23．8クビ 18．3�
59 ソリストサンダー 牡7黒鹿57 戸崎 圭太村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 486＋ 4 〃 クビ 3．9
816 エアアルマス 牡7鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

488－ 2 〃 ハナ 9．4�
815 ジャスパープリンス 牡7鹿 56 川田 将雅加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

496 1：23．9� 40．3�
12 レピアーウィット 牡7栗 57 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 552－ 21：24．21	 62．6�
713 サクセスエナジー 牡8黒鹿58 石川裕紀人�タカシマ 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 548＋ 21：24．3	 143．7�
11  オーロラテソーロ 牡5栗 56 秋山真一郎了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 506＋ 61：24．72	 83．0�

714 トップウイナー 牡6栗 56 横山 琉人�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B476－ 21：25．01� 302．9�
510 リアンヴェリテ 牡8鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋101：25．21� 162．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 342，163，400円 複勝： 434，341，900円 枠連： 173，866，500円 馬連： 1，004，614，900円 馬単： 338，292，400円
ワイド： 718，419，400円 3連複： 1，923，271，300円 3連単： 2，305，860，300円 5重勝： 861，869，600円 計： 8，102，699，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 390円 � 270円 � 190円 枠 連（4－6） 1，010円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，080円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 34，910円

5 重 勝
対象競走：中京10R／東京10R／小倉11R／中京11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 9，004，600円

票 数

単勝票数 計3421634 的中 � 236498（6番人気）
複勝票数 計4343419 的中 � 252108（7番人気）� 417035（4番人気）� 692468（3番人気）
枠連票数 計1738665 的中 （4－6） 132993（4番人気）
馬連票数 計10046149 的中 �� 211407（17番人気）
馬単票数 計3382924 的中 �� 35861（31番人気）
ワイド票数 計7184194 的中 �� 120070（20番人気）�� 169676（16番人気）�� 256817（5番人気）
3連複票数 計19232713 的中 ��� 240803（16番人気）
3連単票数 計23058603 的中 ��� 47887（109番人気）
5重勝票数 計8618696 的中 ����� 67

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．4―46．2―58．2―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムサウスダン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Langfuhr デビュー 2019．6．15 阪神4着

2017．1．21生 牡5鹿 母 ムービングアウト 母母 ルネッサンスファウンド 12戦5勝 賞金 104，094，000円
［他本会外：6戦4勝］

〔発走状況〕 コース点検を行ったため発走時刻5分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クロパラントゥ号・ゲンパチフォルツァ号・サヴァ号・スマッシングハーツ号・タイガーインディ号・

フルデプスリーダー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりテイエムサウスダン号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03024 1月30日 曇 良 （4東京1） 第2日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2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 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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 カーディナル 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：58．2 1．8�
88 ケンアンビシャス 牡4黒鹿56 坂井 瑠星中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 480± 01：59．68 7．4�
33 クインズサン 牡9青 57 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 B478＋ 22：00．02� 41．4�
11 	 プ ロ ー ス 牡6栗 57 野中悠太郎髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B522＋12 〃 ハナ 23．7�
55 シャドウセッション 
6鹿 57 大野 拓弥飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522＋ 22：00．1クビ 37．6	
22 � ドンナセレーノ 牝4鹿 54 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B422＋ 82：00．31� 2．4

44 アイスブラスト 牡6鹿 57 岩田 望来 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 502± 02：01．15 18．9�
77 エメラルスター 牡8黒鹿 57

54 ▲横山 琉人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460－ 22：01．52� 121．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 120，991，900円 複勝： 191，655，000円 枠連： 発売なし
馬連： 157，893，700円 馬単： 116，196，300円 ワイド： 108，775，900円
3連複： 201，281，300円 3連単： 739，662，600円 計： 1，636，456，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 790円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計1209919 的中 � 535999（1番人気）
複勝票数 計1916550 的中 � 1311697（1番人気）� 101956（3番人気）� 36730（7番人気）
馬連票数 計1578937 的中 �� 209924（2番人気）
馬単票数 計1161963 的中 �� 118531（3番人気）
ワイド票数 計1087759 的中 �� 141040（2番人気）�� 32257（10番人気）�� 14616（16番人気）
3連複票数 計2012813 的中 ��� 38206（10番人気）
3連単票数 計7396626 的中 ��� 60935（24番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．4―11．6―12．2―12．0―12．0―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―35．5―47．1―59．3―1：11．3―1：23．3―1：34．7―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

カーディナル 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．30 札幌2着

2018．3．7生 牡4鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 8戦3勝 賞金 37，250，000円

５レース目



（4東京1）第2日 1月30日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

253，130，000円
5，490，000円
28，390，000円
1，350，000円
31，770，000円
70，205，500円
4，699，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
1，126，303，800円
1，788，650，600円
307，062，000円
2，142，594，100円
924，749，100円
1，628，845，700円
3，548，754，000円
5，156，245，800円
861，869，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 17，485，074，700円

総入場人員 10，276名 （有料入場人員 9，943名）
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