
枠
番
馬
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色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02013 1月15日 曇 重 （5小倉1） 第2日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

58 ミッキーマカロン 牝3黒鹿 54
50 ★永島まなみ野田みづき氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 444＋101：45．3 3．1�

711 パ ラ デ ィ 牝3鹿 54 藤岡 康太中村 祐子氏 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 480－101：45．41 3．5�
22 アナベルヒマワリ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和 YMホース 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 442± 01：45．82� 4．1�
57 テイケイヴィーノ 牝3黒鹿54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 61：46．65 26．2�
69 グッドハビッツ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 真歌田中牧場 408－ 21：46．91� 11．4�
814 ポピュラーダンサー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太吉田 千津氏 加用 正 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 アタマ 97．1	
813 シュテルンロット 牝3芦 54

51 ▲今村 聖奈会田 浩史氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 438＋ 41：47．22 29．8

11 ミスフライデー 牝3芦 54 幸 英明木部 厳生氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 440± 01：47．3クビ 11．1�
33 マグノリアレーン 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 21：47．41 65．0�

45 ラ プ ン タ 牝3鹿 54
52 △小林 凌大吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 444＋ 41：47．5クビ 58．6

610 クルチェット 牝3黒鹿54 岩田 康誠 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 クビ 25．0�
712 ヴィヴラガレット 牝3栗 54 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 430± 01：47．6クビ 37．1�
34 リーフカレント 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 444± 01：48．66 28．0�
46 トゥルブレンツ 牝3鹿 54 西村 淳也�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 414－ 21：51．0大差 48．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，748，200円 複勝： 34，584，200円 枠連： 9，405，000円
馬連： 45，926，000円 馬単： 21，122，300円 ワイド： 45，586，800円
3連複： 79，014，800円 3連単： 77，432，400円 計： 340，819，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 360円 �� 250円 �� 370円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 277482 的中 � 70155（1番人気）
複勝票数 計 345842 的中 � 69312（2番人気）� 53482（3番人気）� 72159（1番人気）
枠連票数 計 94050 的中 （5－7） 9935（2番人気）
馬連票数 計 459260 的中 �� 47116（2番人気）
馬単票数 計 211223 的中 �� 11818（3番人気）
ワイド票数 計 455868 的中 �� 31422（2番人気）�� 49192（1番人気）�� 30347（3番人気）
3連複票数 計 790148 的中 ��� 73845（1番人気）
3連単票数 計 774324 的中 ��� 14096（3番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．4―13．1―12．5―12．3―12．5―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．5―43．6―56．1―1：08．4―1：20．9―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーマカロン �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Candy Ride デビュー 2022．8．6 新潟8着

2020．4．5生 牝3黒鹿 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 4戦1勝 賞金 6，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥルブレンツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15日まで平地競走

に出走できない。
※シュテルンロット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02014 1月15日 曇 稍重 （5小倉1） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

48 ユカリプレリュード 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 486－ 61：09．1 7．1�

611 ステークホルダー 牡3鹿 56 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 450－141：09．31 4．6�
24 サンタアナテソーロ 牝3栗 54

52 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー

ム株式会社 390－ 41：09．93� 5．5�
612 エルディアナ 牝3栗 54 北村 友一 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 400－ 4 〃 クビ 5．4�
59 ピンポンマム 牝3芦 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 青木 孝文 浦河 栄進牧場 414－141：10．32� 40．4	
510 カンチェンジュンガ 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈幅田 昌伸氏 庄野 靖志 日高 サンバマウン
テンファーム 470± 0 〃 アタマ 9．2


817� ロスマリンブルー 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 英 Shadai Farm 460－ 41：10．4� 74．5�
12 コ ロ ネ ッ ト 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新ひだか 田中 裕之 412－ 41：10．5� 161．6�
715 ベストバディ 牝3鹿 54 岩田 康誠�飛渡牧場 牧 光二 新冠 飛渡牧場 386＋ 21：10．6クビ 11．0
36 � ラピッドクイーン 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ福盛 訓之氏 高橋 義忠 愛 Pier House Stud
& Martinstown 432－ 81：10．7� 17．6�

47 スクリプタム 牝3青鹿54 原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 広富牧場 466± 0 〃 同着 224．0�

11 ベルボールドナイン 牡3鹿 56 勝浦 正樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 468± 0 〃 クビ 22．1�
818 サカジロレインボー 牝3栗 54 荻野 極ロイヤルパーク 高橋 康之 新ひだか 松田牧場 412＋121：11．01� 104．4�
714 オーケードラゴン 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 小野 建氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 446－ 61：11．21� 14．6�

（独）

35 シゲルダンガン 牡3鹿 56 酒井 学森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか グローリーファーム 504－ 41：11．3� 15．2�
816 テナシティー 牝3鹿 54 幸 英明中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか 前川 勝春 456＋ 61：11．51� 31．2�
713 ワイワイスマイル 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝山田 泰司氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 480＋ 41：11．82 457．3�
23 ア シ リ パ 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 B452＋161：12．65 175．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，984，900円 複勝： 49，865，600円 枠連： 13，586，700円
馬連： 51，705，700円 馬単： 19，426，100円 ワイド： 58，927，000円
3連複： 99，501，600円 3連単： 76，085，500円 計： 402，083，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 200円 � 190円 枠 連（4－6） 1，110円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 780円 �� 720円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 25，770円

票 数

単勝票数 計 329849 的中 � 37146（4番人気）
複勝票数 計 498656 的中 � 67995（2番人気）� 65862（4番人気）� 67540（3番人気）
枠連票数 計 135867 的中 （4－6） 9479（3番人気）
馬連票数 計 517057 的中 �� 18963（6番人気）
馬単票数 計 194261 的中 �� 3333（11番人気）
ワイド票数 計 589270 的中 �� 19209（6番人気）�� 21064（4番人気）�� 22228（2番人気）
3連複票数 計 995016 的中 ��� 17991（4番人気）
3連単票数 計 760855 的中 ��� 2140（34番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．6―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．7―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユカリプレリュード �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．11．6 福島2着

2020．3．12生 牝3鹿 母 プリティウイッチ 母母 ス コ ー ル イ 3戦1勝 賞金 9，080，000円
〔発走状況〕 ワイワイスマイル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ワイワイスマイル号の騎手水沼元輝は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 アシリパ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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１回 小倉競馬 第２日



02015 1月15日 曇 重 （5小倉1） 第2日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50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
56．8
56．8

重
重

45 プリティインピンク 牝5黒鹿56 菊沢 一樹新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 430－ 6 57．7 6．2�
33 ア カ ザ 牝4鹿 56 丹内 祐次鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 436± 0 57．8� 8．6�
46 � デルマシルフ 牝4鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458＋ 5 58．43� 11．0�
712� クインズプリーズ 牝4鹿 56 藤岡 康太亀田 和弘氏 吉岡 辰弥 新冠 新冠橋本牧場 432－14 58．71� 4．6�
34 � エ コ ロ ワ カ 牝5黒鹿 56

55 ☆松本 大輝原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 B454－ 4 〃 ハナ 25．9�
813 ノアファンタジー 牝5鹿 56

55 ☆秋山 稔樹佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 B494＋ 6 58．8� 33．7�
22 フウゲツムヘン 牝4鹿 56

53 ▲佐々木大輔 	YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 428－ 4 〃 ハナ 64．7

814 メリヴェイユ 牝4鹿 56

54 △小林 凌大岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442－ 2 59．0� 19．8�
610 ワンエルメス 牝4栗 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 門別牧場 468＋ 2 59．1� 6．4�
11 エヴァジョーネ 牝6黒鹿 56

52 ★永島まなみ 社台レースホース堀内 岳志 千歳 社台ファーム B434± 0 59．2� 14．7�
711 ナムラデイリリー 牝4黒鹿56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 470－ 6 59．31 3．8�
57 ミッキーレタス 牝4鹿 56

53 ▲今村 聖奈野田みづき氏 高橋 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 480－ 81：00．04 25．7�

69 ハイレリーフ 牝5青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B462＋12 〃 クビ 109．3�
58 � エスペシャルストア 牝4鹿 56

53 ▲大久保友雅ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 406－181：00．31� 155．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，472，100円 複勝： 51，259，300円 枠連： 11，839，100円
馬連： 52，000，300円 馬単： 21，863，800円 ワイド： 56，353，800円
3連複： 84，006，700円 3連単： 77，196，800円 計： 390，991，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 270円 � 340円 枠 連（3－4） 1，080円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 570円 �� 980円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 34，910円

票 数

単勝票数 計 364721 的中 � 46530（3番人気）
複勝票数 計 512593 的中 � 71525（2番人気）� 48371（5番人気）� 36235（6番人気）
枠連票数 計 118391 的中 （3－4） 8436（5番人気）
馬連票数 計 520003 的中 �� 23713（4番人気）
馬単票数 計 218638 的中 �� 4451（10番人気）
ワイド票数 計 563538 的中 �� 26528（4番人気）�� 14586（10番人気）�� 9474（18番人気）
3連複票数 計 840067 的中 ��� 10882（17番人気）
3連単票数 計 771968 的中 ��� 1603（104番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．7―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．2
3 ・（14，13）6（3，8，9，11）12（1，5）4－（2，7）－10 4 ・（14，13）－（3，6）－5（8，9，11）12，1，4－2，7－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティインピンク �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．19 福島11着

2018．4．9生 牝5黒鹿 母 ア サ ケ ゴ マ 母母 ソーラーヴィジョン 24戦2勝 賞金 36，650，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 メリヴェイユ号の騎手小林凌大は，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：6番・3番・1番）
メリヴェイユ号の騎手小林凌大は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 デルマカミーラ号・ペイシャカレン号・ミルトクリーガー号

02016 1月15日 小雨 稍重 （5小倉1） 第2日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

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

55 スリーケイエヌ 牡5栗 60 北沢 伸也永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 470－ 43：13．3 4．0�
56 スマートルミエール 牡6鹿 60 五十嵐雄祐大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 446－ 23：13．5� 9．7�
811 イ ロ ゴ ト シ 牡6鹿 60 黒岩 悠内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 478＋ 23：13．81� 5．9�
44 カ サ デ ガ 牡5芦 60

57 ▲小牧加矢太杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 458＋ 63：14．11� 6．3�
67 デザートスター �4鹿 59 石神 深一中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 458－ 43：14．2� 7．0�
812 ワンダークローバー 牡5芦 60 難波 剛健山本 能成氏 森田 直行 浦河 高昭牧場 480＋143：15．58 41．2	
79 アサクサトラマル 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456－ 63：15．82 38．5

710 ニホンピロマドン 牡8鹿 60 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 530＋ 8 〃 同着 17．3�
68 オーホンブリック 牡5鹿 60 森 一馬�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋20 〃 ハナ 5．7�
22 ウェイマーク 牝4鹿 57 草野 太郎吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496＋ 83：16．43� 30．2
33 テーオーコンドル �4青鹿59 西谷 誠小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 456－ 23：19．4大差 8．9�
11 � ドリームウィーバー 牡5黒鹿60 江田 勇亮グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 480－ 23：19．92� 189．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，725，900円 複勝： 21，696，300円 枠連： 9，052，700円
馬連： 31，834，000円 馬単： 15，632，500円 ワイド： 30，144，900円
3連複： 64，584，300円 3連単： 67，689，500円 計： 259，360，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 300円 � 230円 枠 連（5－5） 980円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 620円 �� 620円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 187259 的中 � 37128（1番人気）
複勝票数 計 216963 的中 � 37465（1番人気）� 16608（7番人気）� 23445（5番人気）
枠連票数 計 90527 的中 （5－5） 7129（3番人気）
馬連票数 計 318340 的中 �� 14543（4番人気）
馬単票数 計 156325 的中 �� 4247（5番人気）
ワイド票数 計 301449 的中 �� 12745（4番人気）�� 12782（3番人気）�� 4707（23番人気）
3連複票数 計 645843 的中 ��� 7579（23番人気）
3連単票数 計 676895 的中 ��� 1750（98番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 50．8－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーケイエヌ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．12．13 阪神3着

2018．2．27生 牡5栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 障害：6戦1勝 賞金 11，470，000円
〔制裁〕 イロゴトシ号の騎手黒岩悠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

アサクサトラマル号の騎手蓑島靖典は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ニホンピロマドン号の騎手中村将之は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウカムロ号



02017 1月15日 曇 稍重 （5小倉1） 第2日 第5競走 ��1，200�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

12 テーオーヴァイナー 牡3鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 490 ―1：09．9 7．8�
612 ジ ャ ミ ー レ 牝3栗 54 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468 ―1：10．11� 2．9�
818 アスクダイアムーン 牡3鹿 56 浜中 俊廣崎利洋HD� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 496 ―1：10．2� 7．2�
714 レ イ レ フ ア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：10．51� 22．5�
510 キャリーハピネス 牡3栗 56 B．ムルザバエフ 槙 和美氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 460 ―1：10．82 7．2	

（独）

59 ハクサンミニョン 牝3鹿 54 酒井 学河﨑 五市氏 高橋 康之 新ひだか 三木田牧場 440 ―1：11．22� 8．1

11 ロゼアクアリオ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 392 ― 〃 クビ 30．8�
713� ウィンザーロア 牡3栗 56 藤岡 佑介�フクキタル 矢作 芳人 英 Paca Paca

Farm 486 ―1：11．41� 14．2�
24 ランドヴァッサー 牝3黒鹿54 岩田 康誠畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 410 ―1：11．5クビ 28．6
816 ロンスアンドロンス 牡3青鹿 56

53 ▲今村 聖奈熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：11．71� 44．1�
715 ショウナンタバルア 牡3黒鹿56 菱田 裕二国本 哲秀氏 高橋 義忠 登別 青藍牧場 410 ―1：11．8� 80．3�
611 ファルマリン 牝3芦 54 西村 淳也髙樽さゆり氏 森田 直行 浦河 ディアレスト

クラブ 416 ―1：12．11� 47．7�
23 ニホンピロベイリー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太小林 英一氏 服部 利之 平取 稲原牧場 430 ― 〃 クビ 146．0�
47 メイショウオオミネ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 450 ―1：12．31 14．5�
35 ペ ル セ 牡3栗 56 水口 優也安原 浩司氏 池添 兼雄 平取 坂東牧場 484 ―1：12．4� 103．8�
36 カワカミエレガンス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 418 ―1：12．61� 24．1�
48 ス キ ダ ッ チ 牝3芦 54 荻野 琢真大田 恭充氏 小林 真也 新冠 ハシモトフアーム 424 ―1：12．92 126．8�
817 サンライズクリード 牡3青 56 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 浦河小林牧場 464 ― 〃 ハナ 91．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，161，800円 複勝： 47，046，700円 枠連： 14，075，400円
馬連： 47，984，200円 馬単： 23，205，200円 ワイド： 55，396，900円
3連複： 82，558，600円 3連単： 81，102，800円 計： 392，531，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 230円 � 150円 � 190円 枠 連（1－6） 1，130円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 600円 �� 990円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 18，340円

票 数

単勝票数 計 411618 的中 � 42078（4番人気）
複勝票数 計 470467 的中 � 46944（5番人気）� 99411（1番人気）� 59750（3番人気）
枠連票数 計 140754 的中 （1－6） 9645（4番人気）
馬連票数 計 479842 的中 �� 27925（3番人気）
馬単票数 計 232052 的中 �� 5329（8番人気）
ワイド票数 計 553969 的中 �� 23620（4番人気）�� 13593（10番人気）�� 35192（1番人気）
3連複票数 計 825586 的中 ��� 20858（4番人気）
3連単票数 計 811028 的中 ��� 3205（30番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―12．1―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―46．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーヴァイナー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2020．5．24生 牡3鹿 母 セイリングデイ 母母 ヴォークリンデ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ジャミーレ号の騎手団野大成は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・4番・9番）

テーオーヴァイナー号の騎手藤岡康太は，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：18番）
※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 アンジュアムール号・ウワサノアノコ号
※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。

02018 1月15日 晴 稍重 （5小倉1） 第2日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

58 ホウオウスーペリア 牡3鹿 56 西村 淳也小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：49．2 3．5�
34 トーセンアウローラ 牡3栗 56 丹内 祐次島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋22 〃 クビ 4．3�
69 サンライズタイソン 牡3鹿 56 北村 友一�ライフハウス 平田 修 日高 下河辺牧場 424－ 21：49．41� 62．8�
33 ワカタツフェイス 牝3青鹿54 幸 英明 STレーシング 森田 直行 浦河 猿橋 義昭 456＋ 81：49．61 6．6�
11 フルラインナップ 牡3鹿 56

54 △小林 凌大平田 修氏 小島 茂之 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 452＋ 21：50．02� 80．7	
610 ネザーランドリマ 牝3鹿 54

52 △原 優介小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 414＋ 21：50．21� 40．2

813 チ ア ー ズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 478－ 41：50．3クビ 3．6�
45 トーセンサウダージ 牡3鹿 56 勝浦 正樹島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋ 81：50．93� 8．3�
711 フェリシエンヌ 牝3芦 54 荻野 琢真河野 孝明氏 小林 真也 浦河 桑田牧場 418＋ 41：51．64 148．3
57 ウワサノアノコ 牝3鹿 54 黛 弘人栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河 カケハムポニークラブ 420 ―1：51．81� 134．6�
814 マサハヤヴァンス 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 426＋ 8 〃 アタマ 40．2�
46 オーケーボニータ 牝3鹿 54 団野 大成小野 建氏 奥村 豊 新ひだか 静内白井牧場 486－ 81：52．43� 20．5�
712 トゥルーキーノ 牡3黒鹿56 松岡 正海ディアレストクラブ� 堀内 岳志 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 61：59．8大差 69．0�
22 シュタイナー 牡3鹿 56 荻野 極 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456－ 62：01．07 24．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，012，300円 複勝： 38，272，100円 枠連： 8，290，200円
馬連： 41，935，100円 馬単： 19，756，200円 ワイド： 46，406，600円
3連複： 68，150，000円 3連単： 80，966，800円 計： 336，789，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 170円 � 730円 枠 連（3－5） 630円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，590円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 10，690円 3 連 単 ��� 46，000円

票 数

単勝票数 計 330123 的中 � 74382（1番人気）
複勝票数 計 382721 的中 � 62691（3番人気）� 68638（1番人気）� 9862（9番人気）
枠連票数 計 82902 的中 （3－5） 10124（3番人気）
馬連票数 計 419351 的中 �� 29961（3番人気）
馬単票数 計 197562 的中 �� 6846（7番人気）
ワイド票数 計 464066 的中 �� 27556（4番人気）�� 4383（27番人気）�� 5471（24番人気）
3連複票数 計 681500 的中 ��� 4777（40番人気）
3連単票数 計 809668 的中 ��� 1276（131番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．0―11．7―12．2―12．8―12．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―35．0―46．7―58．9―1：11．7―1：24．4―1：36．5

コーナー
通過順位

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

2
4

・（6，12）－（3，8，13）－（4，9）－（11，14）－10－5－2（1，7）・（6，3，13，8）4（9，5）10－（11，1）14－7－12＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウスーペリア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Shamardal デビュー 2022．10．23 阪神5着

2020．4．6生 牡3鹿 母 ビーコンターン 母母 Baize 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ウワサノアノコ号の調教師石栗龍彦は，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。

トーセンアウローラ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕トゥルーキーノ号・シュタイナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15日

まで平地競走に出走できない。
※ウワサノアノコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02019 1月15日 晴 稍重 （5小倉1） 第2日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

812 エバーシャドネー 牝4鹿 55 藤岡 佑介宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：01．6 1．8�
710 ベッラアルバ 牝4黒鹿 55

54 ☆角田 大和 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 � 16．5�
813 タンジェリンムーン 牝6芦 56 B．ムルザバエフ �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：01．7アタマ 21．9�

（独）

68 エレフセリア 牝5黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 2 〃 クビ 35．4�

44 ラスマドレス 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：01．8� 5．8	
56 サトノヴィーナス 牝6鹿 56 北村 友一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：02．11� 10．0

69 ポルテーニャ 牝4栗 55 小崎 綾也�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 42：02．2� 144．2�
11 サトノリーベ 牝4鹿 55 西村 淳也里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436± 02：02．51� 7．1�
22 ネージュプドルーズ 牝4青 55

52 ▲今村 聖奈�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 416± 02：02．71� 65．0
711 ウインメイユール 牝5鹿 56 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 22：02．81 123．7�
45 ジェラペッシュ 牝6鹿 56

54 △原 優介柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 452－ 22：02．9� 182．3�
33 レディーシス 牝4鹿 55 藤岡 康太谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 416± 02：03．32� 63．7�
57 ダイシンビヨンド 牝4鹿 55 松若 風馬大八木信行氏 梅田 智之 日高 中原牧場 466＋182：03．82� 8．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，829，100円 複勝： 33，669，300円 枠連： 6，435，500円
馬連： 43，430，600円 馬単： 18，796，600円 ワイド： 38，823，600円
3連複： 67，509，000円 3連単： 80，428，300円 計： 318，922，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 320円 � 550円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 550円 �� 960円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 9，640円 3 連 単 ��� 28，990円

票 数

単勝票数 計 298291 的中 � 127738（1番人気）
複勝票数 計 336693 的中 � 111936（1番人気）� 20985（6番人気）� 10776（8番人気）
枠連票数 計 64355 的中 （7－8） 4096（4番人気）
馬連票数 計 434306 的中 �� 23979（5番人気）
馬単票数 計 187966 的中 �� 6902（6番人気）
ワイド票数 計 388236 的中 �� 19382（5番人気）�� 10319（10番人気）�� 2303（33番人気）
3連複票数 計 675090 的中 ��� 5249（28番人気）
3連単票数 計 804283 的中 ��� 2011（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．9―47．5―59．8―1：12．1―1：24．7―1：37．0―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エバーシャドネー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．12．12 阪神1着

2019．3．5生 牝4鹿 母 エバーシャルマン 母母 ラシャルマンテ 8戦2勝 賞金 25，421，000円
〔制裁〕 エレフセリア号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：7番・9番）
※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。

02020 1月15日 曇 重 （5小倉1） 第2日 第8競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

24 サンライズジャスト 牡4鹿 57 藤岡 康太�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 532－ 21：43．2 4．6�
48 � トップスターサン 牡5黒鹿58 団野 大成吉田 和美氏 四位 洋文 豪

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

518＋ 41：43．3クビ 4．0�
35 スペクトログラム 牡4栗 57 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494± 01：43．61� 5．4�

（独）

714 キングレリック 牡4栗 57 松若 風馬�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 518－ 61：43．7� 5．7�
36 	 クリノパイソン 
5鹿 58

55 ▲佐々木大輔栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 478± 01：43．81 30．1	
611 エアフォースワン 牡4鹿 57 菱田 裕二藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 458－ 41：44．11� 11．7

815 サンライズスコール 牡4芦 57 幸 英明松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 460＋101：44．2� 27．8�
713 グッドフェイス 牡4鹿 57

56 ☆松本 大輝 STレーシング 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 21：44．3� 12．6�
47 	 フリークボンバー 牡6黒鹿 58

57 ☆角田 大和吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：44．61� 11．0
12 レッドアウレア 
5栗 58 黛 弘人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 492＋ 41：44．7� 126．2�
11 ブレイクザアイス 牡4芦 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 468＋181：44．91 19．9�
510 オーマイオーマイ 牡6鹿 58 小崎 綾也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 478± 01：45．0� 63．5�
816 クリノザウルス 牡5鹿 58

57 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 486± 01：45．21� 266．2�
23 	 マグナムハート 牡5栗 58 菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 514＋ 21：45．41� 205．2�
612 コウエイキズナ 牡4鹿 57 西村 淳也伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 502＋101：45．82� 68．6�
59 	 メイマックス 
4鹿 57 丹内 祐次古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 上井農場 B470＋101：46．65 214．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，717，200円 複勝： 45，549，700円 枠連： 11，345，700円
馬連： 49，862，300円 馬単： 19，992，200円 ワイド： 52，267，500円
3連複： 82，325，100円 3連単： 86，832，200円 計： 381，891，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 150円 � 200円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 430円 �� 560円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 6，900円

票 数

単勝票数 計 337172 的中 � 58341（2番人気）
複勝票数 計 455497 的中 � 63361（2番人気）� 89437（1番人気）� 52889（4番人気）
枠連票数 計 113457 的中 （2－4） 13543（1番人気）
馬連票数 計 498623 的中 �� 42904（1番人気）
馬単票数 計 199922 的中 �� 8592（1番人気）
ワイド票数 計 522675 的中 �� 31329（1番人気）�� 23424（4番人気）�� 29505（2番人気）
3連複票数 計 823251 的中 ��� 33778（1番人気）
3連単票数 計 868322 的中 ��� 9122（1番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．4―12．3―12．3―12．2―12．4―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．2―41．5―53．8―1：06．0―1：18．4―1：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズジャスト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．12．12 阪神2着

2019．2．14生 牡4鹿 母 マーメイドティアラ 母母 グレイスティアラ 10戦2勝 賞金 22，850，000円
〔制裁〕 サンライズジャスト号の騎手藤岡康太は，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。

トップスターサン号の騎手団野大成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



02021 1月15日 曇 稍重 （5小倉1） 第2日 第9競走 ��1，200�
お ご お り

小 郡 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

612 バンデルオーラ 牡4鹿 58 浜中 俊 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478＋ 81：09．1 5．6�
715 ウインモナーク 牡4鹿 58 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 496＋16 〃 ハナ 3．3�
611 トーセンサンダー 牡4青鹿58 勝浦 正樹島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－181：09．31 8．7�
59 � ジュストコル 牡5鹿 58 丸山 元気吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B522＋161：09．4� 17．6	
47 マイネルレノン 牡4栗 58 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：09．61� 13．3

816 サニーオーシャン 	5鹿 58 幸 英明海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 454＋ 4 〃 アタマ 219．6�
23 オードゥメール 牝4鹿 56 藤岡 佑介中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 61：09．81� 30．3�
818 エテルナメンテ 牝4青鹿56 野中悠太郎ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 2 〃 クビ 94．9
714 サクセスハーモニー 牝6栗 56 菱田 裕二�タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 442－ 61：09．9クビ 353．6�
12 ハギノモーリス 牡4鹿 58 松若 風馬日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 81：10．0� 10．7�
24 ゼットレヨン 牡4鹿 58 酒井 学�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 474－ 4 〃 ハナ 29．9�
817 ミズノコキュウ 牝4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 424＋ 41：10．11 81．0�
11 ショウナンマッハ 牡4鹿 58 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 504＋ 21：10．2クビ 4．8�
48 メ ル ヴ ィ ル 牝4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B432＋ 41：10．3� 17．6�
713 ステラダイヤ 牝5鹿 56 藤岡 康太 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 B498＋ 2 〃 アタマ 131．3�
510 チ ャ イ カ 牝6鹿 56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：10．51� 31．3�
35 セリノーフォス 牝4鹿 56 荻野 極 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 466＋ 21：10．6
 32．6�
36 � ミキノバスドラム 牡5鹿 58 原 優介谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 504± 01：11．34 230．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，143，300円 複勝： 71，077，700円 枠連： 23，606，400円
馬連： 85，336，700円 馬単： 31，080，000円 ワイド： 93，151，100円
3連複： 165，468，400円 3連単： 164，910，800円 計： 687，774，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 160円 � 240円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 710円 �� 650円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 531433 的中 � 75464（3番人気）
複勝票数 計 710777 的中 � 80612（3番人気）� 133389（1番人気）� 69480（4番人気）
枠連票数 計 236064 的中 （6－7） 22974（2番人気）
馬連票数 計 853367 的中 �� 39328（2番人気）
馬単票数 計 310800 的中 �� 5743（8番人気）
ワイド票数 計 931511 的中 �� 33611（4番人気）�� 36743（2番人気）�� 34467（3番人気）
3連複票数 計1654684 的中 ��� 38627（2番人気）
3連単票数 計1649108 的中 ��� 6726（13番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．1―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．2―44．9―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンデルオーラ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．1．16 中山2着

2019．4．26生 牡4鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 9戦3勝 賞金 37，723，000円

02022 1月15日 曇 稍重 （5小倉1） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

げ ん か い

玄 海 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

712 テーオーシリウス 牡5黒鹿58 藤岡 佑介小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B470＋ 61：48．4 18．8�
59 エニシノウタ 牝5黒鹿56 藤田菜七子岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 452± 01：48．5� 11．5�
34 ジュンブルースカイ 牡5鹿 58 西村 淳也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 2．8�
815 スウィートブルーム 牝5鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：48．71	 40．8�
713 メイショウカクウン 牡8青鹿58 団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 464－ 4 〃 アタマ 105．9�
46 
 マイネルダグラス 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 514± 0 〃 ハナ 25．5	
58 サウンドウォリアー 牡5鹿 58 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 アタマ 5．5

22 シューラヴァラ 牡5黒鹿58 B．ムルザバエフ 高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 466± 01：49．01� 19．5�

（独）

611 シティレインボー 牡5栗 58 菱田 裕二深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480－ 21：49．21	 14．5�
35 ホウオウジョルノ 牡5芦 58 野中悠太郎小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 464－101：49．31 6．1
47 ケルンキングダム �7鹿 58 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 452－ 41：49．4� 173．4�
814 シゲルローズマリー 牡4青鹿57 岩田 康誠森中 啓子氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 474＋ 21：49．61 7．5�
610 シーリアスラブ 牡7鹿 58 荻野 極吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 466＋ 81：49．71 57．0�
11 ヴェルザスカ 牝6鹿 56 松若 風馬矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 452± 01：49．91	 17．9�
23 マイネルアルザス 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 466＋ 21：50．64 157．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，996，500円 複勝： 64，324，700円 枠連： 19，321，600円
馬連： 84，437，700円 馬単： 34，331，100円 ワイド： 84，491，500円
3連複： 148，536，600円 3連単： 155，462，800円 計： 637，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 510円 � 270円 � 140円 枠 連（5－7） 3，430円

馬 連 �� 14，970円 馬 単 �� 24，850円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 1，810円 �� 550円

3 連 複 ��� 16，470円 3 連 単 ��� 128，370円

票 数

単勝票数 計 469965 的中 � 19936（8番人気）
複勝票数 計 643247 的中 � 24994（9番人気）� 55960（5番人気）� 155790（1番人気）
枠連票数 計 193216 的中 （5－7） 4361（14番人気）
馬連票数 計 844377 的中 �� 4369（42番人気）
馬単票数 計 343311 的中 �� 1036（74番人気）
ワイド票数 計 844915 的中 �� 4942（43番人気）�� 11669（22番人気）�� 42681（3番人気）
3連複票数 計1485366 的中 ��� 6763（51番人気）
3連単票数 計1554628 的中 ��� 878（391番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．6―11．7―12．0―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．0―46．6―58．3―1：10．3―1：22．7―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーシリウス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．12．20 中京3着

2018．4．3生 牡5黒鹿 母 ハロースカーレット 母母 ハローサンライズ 17戦3勝 賞金 36，866，000円
〔制裁〕 エニシノウタ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



02023 1月15日 曇 重 （5小倉1） 第2日 第11競走 ��
��1，700�

も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：4歳56�5歳以上57�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：4歳56�5歳以
上57�，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

69 	 ロッシュローブ 牡6青鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 B506－ 21：42．0 11．9�
610 アラジンバローズ 
6鹿 58 西村 淳也猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 480－ 41：42．1� 3．7�
57 ブリッツファング 牡4鹿 57 秋山真一郎ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 大久保龍志 浦河 山春牧場 478＋121：42．31� 4．4�
58 クリノフラッシュ 牝8青鹿56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B446－ 41：42．62 50．5�
45 ダノンファスト 牡6黒鹿60 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－ 21：42．7 15．4�
11 ジャズブルース 牡4青鹿57 団野 大成 	シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458± 01：42．8 4．0

34 プ リ マ ジ ア 牡6鹿 58 荻野 極藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 468＋ 61：42．9 170．4�
22 ハギノアトラス 
7栗 58 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 484＋ 21：43．11� 56．6�
33 ダンツキャッスル 牡7鹿 60 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B492± 01：43．2 104．9
712 ミステリオーソ 牡6黒鹿58 B．ムルザバエフ 	シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 492＋ 41：43．62 8．3�

（独）

711 デ ィ パ ッ セ 牡4鹿 57 松若 風馬村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 492＋121：43．7クビ 17．5�
46 ファシネートゼット 牝6栗 56 北村 友一吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：43．91� 49．2�
814 ソ リ タ リ オ 牡4栗 56 岩田 康誠 	サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：44．43 12．9�
813 メイショウダジン 牡6栗 58 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 476－ 61：44．93 29．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 98，521，400円 複勝： 111，877，300円 枠連： 50，652，700円
馬連： 236，259，300円 馬単： 87，269，900円 ワイド： 179，349，000円
3連複： 431，002，100円 3連単： 466，795，400円 計： 1，661，727，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 230円 � 160円 � 190円 枠 連（6－6） 2，070円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，190円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 41，090円

票 数

単勝票数 計 985214 的中 � 66138（5番人気）
複勝票数 計1118773 的中 � 112911（5番人気）� 208663（1番人気）� 150347（3番人気）
枠連票数 計 506527 的中 （6－6） 18878（10番人気）
馬連票数 計2362593 的中 �� 100112（6番人気）
馬単票数 計 872699 的中 �� 12148（19番人気）
ワイド票数 計1793490 的中 �� 79854（4番人気）�� 36885（14番人気）�� 82275（3番人気）
3連複票数 計4310021 的中 ��� 71748（9番人気）
3連単票数 計4667954 的中 ��� 8236（126番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．3―12．0―12．3―12．3―12．1―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．0―41．0―53．3―1：05．6―1：17．7―1：29．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	ロッシュローブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．3．4生 牡6青鹿 母 サンコロネット 母母 スギノシャーロット 19戦4勝 賞金 91，344，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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。

02024 1月15日 曇 稍重 （5小倉1） 第2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，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

713 ヒ ノ ク ニ 牝4黒鹿 56
53 ▲今村 聖奈由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B448± 01：09．0 9．5�

48 バトルシャイニング 牡4黒鹿 58
57 ☆泉谷 楓真宮川 豊美氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 514＋18 〃 アタマ 74．5�

12 ダレモトメラレナイ 牝4鹿 56 丹内 祐次�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 480－ 81：09．1� 3．2�
510 サ ミ ュ エ ル 牝4栗 56 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 470＋ 41：09．2� 20．6�
611 ナリタローゼ 牝5青鹿56 酒井 学�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B480＋ 21：09．3クビ 3．5�
714 ア キ バ 牝4青鹿56 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 430＋ 21：09．51� 10．3	
47 タガノスペルノヴァ 牡5青鹿 58

54 ★永島まなみ八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 424－101：09．6� 10．0


815 ラッシュアップ 	6青鹿58 勝浦 正樹 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 520＋ 81：09．7クビ 33．3�
612 クインズコスモス 牝4栗 56 西村 淳也 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 434＋ 41：09．8� 18．2
23 フ ァ タ リ テ 牡7鹿 58 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 456＋12 〃 ハナ 27．4�
24 
 エイシンディアデム 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 436－ 6 〃 クビ 66．3�
36 イチローイチロー 牡4鹿 58

57 ☆亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 430－ 8 〃 ハナ 106．8�
11 
 ハーディローズ 牝4栗 56

52 ★古川 奈穂酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 4 〃 ハナ 97．3�

59 
 ルクスランページ 牡4栗 58
55 ▲大久保友雅�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 B466－101：09．9クビ 72．6�

35 プルサティーラ 牝4鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 クビ 8．1�
816
 ヨ ン ウ ォ ニ 牝6鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 460－ 21：10．0クビ 185．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，124，000円 複勝： 81，885，900円 枠連： 29，083，400円
馬連： 127，390，000円 馬単： 48，511，900円 ワイド： 123，783，400円
3連複： 224，429，100円 3連単： 230，568，200円 計： 935，775，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 340円 � 1，330円 � 170円 枠 連（4－7） 1，990円

馬 連 �� 39，410円 馬 単 �� 61，560円

ワ イ ド �� 9，650円 �� 800円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 36，630円 3 連 単 ��� 307，280円

票 数

単勝票数 計 701240 的中 � 59050（4番人気）
複勝票数 計 818859 的中 � 58807（6番人気）� 12300（13番人気）� 166773（1番人気）
枠連票数 計 290834 的中 （4－7） 11270（9番人気）
馬連票数 計1273900 的中 �� 2505（69番人気）
馬単票数 計 485119 的中 �� 591（130番人気）
ワイド票数 計1237834 的中 �� 3190（67番人気）�� 42153（6番人気）�� 9264（37番人気）
3連複票数 計2244291 的中 ��� 4594（112番人気）
3連単票数 計2305682 的中 ��� 544（807番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．0―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ノ ク ニ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2021．6．6 東京12着

2019．1．30生 牝4黒鹿 母 トワイスアップ 母母 ス ロ ッ ト ル 16戦2勝 賞金 33，221，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 イチローイチロ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。
※ヨンウォニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（5小倉1）第2日 1月15日（日曜日） 曇一時雨一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 182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

219，880，000円
3，020，000円
31，780，000円
1，490，000円
28，230，000円
82，680，000円
5，713，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
522，436，700円
651，108，800円
206，694，400円
898，101，900円
360，987，800円
864，682，100円
1，597，086，300円
1，645，471，500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 6，746，569，500円

総入場人員 7，089名 （有料入場人員 6，551名）
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