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02037 1月22日 晴 稍重 （5小倉1） 第4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 5，500，000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

815 オウギノカナメ 牡3青鹿56 丹内 祐次嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 462± 01：47．1 2．3�
23 ビービーグラーテス 牡3栗 56

53 ▲鷲頭 虎太�坂東牧場 加用 正 日高 ファーミングヤナキタ 480－ 21：47．2� 7．2�
610 セクシーコマンドー 牡3鹿 56 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 470＋141：47．73 9．7�
34 リアルマーヴェル 牡3芦 56

55 ☆角田 大和小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490＋ 61：47．91� 16．7�
58 キ リ ン ジ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 482＋ 81：48．11 39．1�

46 サイタブラウン 牡3栗 56 勝浦 正樹サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B468± 01：48．31� 11．4	
59 ケイアイメキラ �3鹿 56 中井 裕二亀田 和弘氏 村山 明 新ひだか 佐竹 学 456＋ 2 〃 アタマ 6．4

47 イテマエダセン 牡3鹿 56 的場 勇人岡 浩二氏 的場 均 日高 広中 稔 470± 01：48．72 25．7�
11 ブロードイメル �3栗 56 富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B446－ 6 〃 クビ 16．9�
712 ベルボールドナイン 牡3鹿 56

54 △小林 凌大宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 熊本 本田 土寿 466－ 2 〃 ハナ 51．9
713 タイガーミノル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 500＋ 41：48．9� 9．3�
22 レイズミーアップ 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅松田 整二氏 荒川 義之 浦河 富塚ファーム 430＋ 41：50．49 294．9�
611 ニシノセイラン 牡3黒鹿56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 日進牧場 444＋ 81：53．1大差 161．6�
814 ヨドノストーリー 牡3栗 56

54 △原 優介海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 426－ 81：53．2クビ 41．7�
35 ワイキキビーチ 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝ライフエンタープライズ� 上原 博之 浦河 中脇 満 448＋12 〃 クビ 195．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，840，700円 複勝： 45，857，900円 枠連： 9，251，400円
馬連： 51，760，000円 馬単： 23，073，800円 ワイド： 57，518，400円
3連複： 90，780，200円 3連単： 86，857，100円 計： 399，939，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 260円 枠 連（2－8） 1，760円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 560円 �� 560円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 27，480円

票 数

単勝票数 計 348407 的中 � 116691（1番人気）
複勝票数 計 458579 的中 � 121273（1番人気）� 47054（3番人気）� 35876（6番人気）
枠連票数 計 92514 的中 （2－8） 4057（7番人気）
馬連票数 計 517600 的中 �� 28778（4番人気）
馬単票数 計 230738 的中 �� 6235（6番人気）
ワイド票数 計 575184 的中 �� 27038（5番人気）�� 27174（3番人気）�� 10445（19番人気）
3連複票数 計 907802 的中 ��� 13732（14番人気）
3連単票数 計 868571 的中 ��� 2291（65番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．4―30．7―43．9―57．0―1：08．7―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウギノカナメ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Petionville デビュー 2022．12．11 中山3着

2020．4．1生 牡3青鹿 母 ジェラスガール 母母 Isla Cozzene 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ワイキキビーチ号の騎手水沼元輝は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨドノストーリー号・ワイキキビーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月

22日まで平地競走に出走できない。
ニシノセイラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月22日まで平地競走

に出走できない。

02038 1月22日 晴 良 （5小倉1） 第4日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：05．8
1：05．8

良
良

818 トーホウフランゴ 牝3栗 54
50 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 428－ 41：08．7 6．3�

713 ミ レ デ ィ 牝3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 456＋201：08．91� 21．4�
23 スイープラン 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡村 善行氏 渡辺 薫彦 日高 門別牧場 450－ 21：09．01 10．2�
59 グランツベリー 牝3黒鹿54 北村 友一広尾レース� 田中 克典 新ひだか 木村 秀則 434＋ 41：09．1クビ 6．3�
47 スマートメイプル 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 452－101：09．31� 5．1�
817 バロックダンス 牝3青鹿 54

51 ▲今村 聖奈吉田 照哉氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 462＋101：09．4クビ 3．9	
816 グローブフェイム 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 446± 01：09．5� 47．0


12 ウインターズテイル 牝3芦 54
53 ☆松本 大輝 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 452－ 61：09．81� 13．1�

510 ヨウシタンレイ 牝3鹿 54 浜中 俊中内田克二氏 松永 昌博 新ひだか 岡田 猛 456± 0 〃 クビ 11．2
35 ウィズアウト 牝3鹿 54 勝浦 正樹石井 輝昭氏 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 436± 01：09．9� 90．2�
48 ブ ー バ ー 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔深澤 朝房氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 416－ 41：10．0� 11．7�
714 ワタシハマジョ 牝3鹿 54

52 △原 優介村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 460＋ 21：10．31� 114．5�
24 コズミックコール 牝3鹿 54 藤岡 康太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 21：10．51� 82．7�
611 レモンオーラ 牝3鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438＋ 41：10．6� 36．3�
715 パワポケプレミア 牝3鹿 54 小崎 綾也柳原 達也氏 牧田 和弥 新ひだか 前田ファーム 380－141：11．02� 429．0�
11 ニジノテンシ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 398＋ 81：12．06 496．9�
612 カシノロマネ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心柏木 務氏 藤沢 則雄 鹿児島 上村 利幸 398＋221：13．59 268．9�
36 スマートミラージュ 牝3栗 54 松若 風馬大川 徹氏 音無 秀孝 浦河 桑田牧場 436－101：13．71� 167．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，982，500円 複勝： 50，296，800円 枠連： 12，956，900円
馬連： 48，854，100円 馬単： 19，152，500円 ワイド： 55，684，700円
3連複： 84，637，100円 3連単： 75，832，100円 計： 380，396，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 290円 � 530円 � 300円 枠 連（7－8） 2，300円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 14，120円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，140円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 18，020円 3 連 単 ��� 96，110円

票 数

単勝票数 計 329825 的中 � 41393（3番人気）
複勝票数 計 502968 的中 � 47677（4番人気）� 22733（8番人気）� 45735（5番人気）
枠連票数 計 129569 的中 （7－8） 4348（8番人気）
馬連票数 計 488541 的中 �� 5846（27番人気）
馬単票数 計 191525 的中 �� 1017（58番人気）
ワイド票数 計 556847 的中 �� 7433（25番人気）�� 12903（15番人気）�� 4456（35番人気）
3連複票数 計 846371 的中 ��� 3521（63番人気）
3連単票数 計 758321 的中 ��� 572（347番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．2―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．2―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウフランゴ �
�
父 トーホウジャッカル �

�
母父 ノヴェリスト デビュー 2022．9．24 中京8着

2020．3．23生 牝3栗 母 トーホウディアーナ 母母 ヴァルホーリング 4戦1勝 賞金 6，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートミラージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22日まで平地競

走に出走できない。
ニジノテンシ号・カシノロマネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月22日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリノリアルレディ号

第１回 小倉競馬 第４日



02039 1月22日 曇 稍重 （5小倉1） 第4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

712� ララシャンドン 牡5黒鹿58 中井 裕二フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 508＋16 58．3 4．8�

（法942）

711 ペイシャカレン 牝4栗 56
53 ▲今村 聖奈北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 454＋ 6 58．4� 7．9�

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 58．61� 3．8�
22 � ルヴェルジェ 牝4鹿 56

52 ★永島まなみ �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 米 Robert Low &

Lawana Low 472± 0 58．7クビ 2．9�
814 デルマカミーラ 牝4芦 56 浜中 俊浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新冠 協和牧場 474＋ 2 58．81 13．2�
610 グランデフィオーレ 牝5芦 56 藤岡 康太 	キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 6 58．9� 30．8

69 キュートヘスティア 牝4栗 56

53 ▲佐々木大輔	杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 440＋ 2 59．0� 12．0�
57 ラ ー ジ ベ ル 牝4鹿 56

54 △原 優介�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 474＋18 〃 ハナ 75．5�
45 サンランシング 牝5青鹿 56

54 △小林 凌大 �加藤ステーブル 堀内 岳志 日高 株式会社
ケイズ B474－ 8 〃 クビ 70．6

11 � タマモテラコッタ 牡4芦 58
57 ☆亀田 温心タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B486－16 59．1� 39．3�

58 キリシマタウン 牡4栗 58
57 ☆角田 大和西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 462＋18 59．41	 37．9�

34 ミルトクリーガー 牡4黒鹿 58
57 ☆松本 大輝永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 468－ 8 59．5クビ 130．2�

46 � メ イ ム 牝5鹿 56
54 ◇藤田菜七子宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 410＋ 8 〃 クビ 158．0�

813� ニ シ ノ コ チ 牝4鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 484－12 59．6クビ 24．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，035，000円 複勝： 48，197，900円 枠連： 10，231，500円
馬連： 54，403，800円 馬単： 22，885，700円 ワイド： 53，963，200円
3連複： 81，908，800円 3連単： 86，566，400円 計： 396，192，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 270円 � 150円 枠 連（7－7） 2，090円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 680円 �� 520円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 12，900円

票 数

単勝票数 計 380350 的中 � 62380（3番人気）
複勝票数 計 481979 的中 � 53875（3番人気）� 39603（5番人気）� 98029（2番人気）
枠連票数 計 102315 的中 （7－7） 3790（10番人気）
馬連票数 計 544038 的中 �� 20104（9番人気）
馬単票数 計 228857 的中 �� 4736（14番人気）
ワイド票数 計 539632 的中 �� 20026（8番人気）�� 26916（4番人気）�� 21355（7番人気）
3連複票数 計 819088 的中 ��� 23285（7番人気）
3連単票数 計 865664 的中 ��� 4863（26番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．6―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．0
3 11（12，14）2（7，13）1（3，10）－（8，9）（4，6）5 4 11（12，14）（2，7）13（1，3）10（8，9）4（6，5）

勝馬の
紹 介

�ララシャンドン �
�
父 Street Sense �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．8．22 小倉4着

2018．1．25生 牡5黒鹿 母 Divine Praises 母母 Grand Prayer 7戦2勝 賞金 16，870，000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） 1頭 ロックユアハート号
（非抽選馬） 1頭 ワンエルメス号

02040 1月22日 曇 良 （5小倉1） 第4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

44 リ ア ム 牡6鹿 60 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 536＋ 43：11．0 3．8�
56 メリディアンローグ 牡6黒鹿60 大江原 圭山本 英俊氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 クビ 3．1�
33 ア ラ ン デ ル �5鹿 60 中村 将之 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 534＋ 43：11．53 17．0�
22 ティートラップ 牡6鹿 60 小野寺祐太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 B466－ 63：12．35 10．4�
79 マイネルグロース 牡5芦 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 486＋183：12．4クビ 18．4	
68 イロエンピツ 牝5黒鹿58 難波 剛健内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 486－ 63：12．72 11．3

11 ドラウプニル �7鹿 60 伴 啓太吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490＋ 23：13．12� 5．5�
812 イ メ ル 牡7黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 492－ 23：15．0大差 10．9�
55 � オノーレペスカ 牝7青 58 江田 勇亮三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B444－123：18．3大差 22．8
710 フ ミ ロ ー グ �4鹿 59 石神 深一林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社

松田牧場 452± 03：19．78 31．1�
811 オ ー マ オ 牡7栗 60 小坂 忠士吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 458＋ 63：19．8� 64．5�
67 � ベストインクラス 牡5鹿 60 大庭 和弥グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 506＋ 23：23．1大差 101．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，609，600円 複勝： 20，188，500円 枠連： 5，875，800円
馬連： 27，523，700円 馬単： 13，832，000円 ワイド： 26，392，000円
3連複： 54，394，900円 3連単： 62，603，600円 計： 229，420，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 140円 � 450円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，330円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 186096 的中 � 38788（2番人気）
複勝票数 計 201885 的中 � 39702（2番人気）� 46156（1番人気）� 7612（9番人気）
枠連票数 計 58758 的中 （4－5） 8469（1番人気）
馬連票数 計 275237 的中 �� 40031（1番人気）
馬単票数 計 138320 的中 �� 8404（2番人気）
ワイド票数 計 263920 的中 �� 34823（1番人気）�� 4517（18番人気）�� 5575（14番人気）
3連複票数 計 543949 的中 ��� 15529（8番人気）
3連単票数 計 626036 的中 ��� 3420（29番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ア ム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2019．12．1 中山4着

2017．2．16生 牡6鹿 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 障害：6戦1勝 賞金 18，290，000円
〔騎手変更〕 アランデル号の騎手五十嵐雄祐は，第3日第4競走での落馬負傷のため中村将之に変更。
〔制裁〕 イメル号の騎手小牧加矢太は，1周目2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）



02041 1月22日 曇 良 （5小倉1） 第4日 第5競走 ��1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

510 ベレザニーニャ 牝3鹿 54 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 富菜牧場 458 ―1：50．3 21．0�
816 ウ マ ピ ョ イ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和大田 恭充氏 角田 晃一 新冠 中山 高鹿康 440 ―1：50．51� 13．3�
11 ビヨンドザドリーム 牡3黒鹿56 西村 淳也�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422 ― 〃 クビ 4．2�
815 ガーランドスタイル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 446 ―1：50．92 4．2�
24 ナムララジベラ 牝3鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 454 ―1：51．0� 7．4	
714 タイキウルトラ 牡3鹿 56 藤岡 康太�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464 ―1：51．31� 12．4

48 デルマスソバライ 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 446 ―1：51．4� 44．6�
612 タイセイリリック 牝3鹿 54 北村 友一田中 成奉氏 小林 真也 新ひだか チャンピオンズファーム 422 ―1：51．5� 32．0�
36 ト プ シ ー 牝3黒鹿54 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 404 ― 〃 クビ 15．7
12 オーロラバローズ 牝3青鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 長谷川浩大 平取 スガタ牧場 442 ―1：51．71� 19．2�
35 ルクスシャロン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�ルクス 四位 洋文 新ひだか 静内山田牧場 454 ―1：51．91� 6．5�
47 テイエムユキフブキ 牝3芦 54 浜中 俊竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 静内白井牧場 470 ―1：52．75 25．9�
59 アイビーデゼル 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝石坂 茂氏 吉村 圭司 様似 スイートフアーム 430 ―1：53．23 82．7�
611 コントロッロ 牡3鹿 56 古川 吉洋山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 542 ―1：53．94 69．1�
23 ジ ャ ー ジ ー 牡3栗 56 勝浦 正樹北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 546 ―1：54．0クビ 128．7�
713 ラ ミ ュ ロ ス 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 388 ―1：54．21� 21．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，749，900円 複勝： 36，912，100円 枠連： 12，117，400円
馬連： 41，383，600円 馬単： 17，286，100円 ワイド： 44，206，300円
3連複： 70，048，900円 3連単： 66，464，400円 計： 319，168，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 450円 � 470円 � 190円 枠 連（5－8） 3，680円

馬 連 �� 16，430円 馬 単 �� 35，320円

ワ イ ド �� 4，390円 �� 1，830円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 27，790円 3 連 単 ��� 199，110円

票 数

単勝票数 計 307499 的中 � 11672（9番人気）
複勝票数 計 369121 的中 � 19287（7番人気）� 18320（8番人気）� 62825（2番人気）
枠連票数 計 121174 的中 （5－8） 2547（16番人気）
馬連票数 計 413836 的中 �� 1952（52番人気）
馬単票数 計 172861 的中 �� 367（110番人気）
ワイド票数 計 442063 的中 �� 2547（51番人気）�� 6279（21番人気）�� 7171（17番人気）
3連複票数 計 700489 的中 ��� 1890（98番人気）
3連単票数 計 664644 的中 ��� 242（661番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．6―12．3―12．3―12．2―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．5―49．8―1：02．1―1：14．3―1：26．2―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
16（2，10）15（4，6，14）－12，1（5，8）（7，13）（9，11）－3
16，10，15，2（4，1）14（6，12）（5，8）－9，7（11，13，3）

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

勝馬の
紹 介

ベレザニーニャ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 Leroidesanimaux 初出走

2020．2．29生 牝3鹿 母 シウダニーニャ 母母 Starinthemeadow 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ガーランドスタイル号の騎手吉田隼人は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り過怠金100，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウインエリタージュ号・クインズサクヤヒメ号・クリノキスミント号・ハクサンビーナス号・プロミシングギャル号

02042 1月22日 曇 良 （5小倉1） 第4日 第6競走 1，200�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
1：05．8
1：05．8

良
良

510 カ ミ ー ロ 牡3青鹿 56
55 ☆松本 大輝 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 日高 原田ファーム 486＋201：09．2 19．6�
36 ピースフルナイト 牝3鹿 54 吉田 隼人�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 392－ 61：09．4� 8．8�
612 アスキーアート 牝3黒鹿54 原田 和真�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 406－14 〃 クビ 217．2�
24 タツダイヤモンド 牡3鹿 56 藤岡 康太鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか ニッコウファーム 484＋161：09．5� 4．6�
23 カシノインディード 牡3鹿 56 北村 友一柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 454＋ 2 〃 ハナ 49．2	
47 ゴ コ ウ サ ス 牡3黒鹿56 浜中 俊岡 浩二氏 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 61：09．6� 4．2

818 モノセーラス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ辻 助氏 中村 直也 浦河 辻 牧場 396－ 81：09．7アタマ 10．1�
611 メイショウタイジュ 牡3栗 56 田中 健松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 434－ 4 〃 クビ 34．0�
816 ヨドノルーキー 牡3鹿 56 藤岡 佑介海原 聖一氏 飯田 雄三 浦河 林農場 392＋ 2 〃 クビ 188．7
59 アナザームーン 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 462＋ 41：09．8クビ 107．8�
715 ウィルオブラガー 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅奥村 訓彦氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 496＋ 41：10．01� 13．6�
713 ハナサキポプラ 牝3鹿 54 長岡 禎仁石川 秀守氏 杉山 佳明 新ひだか 水丸牧場 B430－ 41：10．1� 49．2�
817 シンリンゲンカイ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和酒井 孝敏氏 石栗 龍彦 日高 サンシャイン
牧場 454＋ 2 〃 ハナ 13．6�

12 トーホウビエント 牝3鹿 54 菱田 裕二東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 442－ 21：10．52� 6．6�
35 トーホウランボ 牝3黒鹿54 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 416－12 〃 クビ 17．3�
11 エイユーマックス 牡3青鹿56 西村 淳也笹部 和子氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 478＋ 41：10．7� 13．7�
48 テセラフィリア 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太牧野 聖子氏 高橋 義忠 新ひだか 萩澤 泰博 B426＋ 6 〃 クビ 378．4�
714 サトノラピス 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈里見 治氏 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 41：11．01� 46．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，415，200円 複勝： 50，974，300円 枠連： 12，544，400円
馬連： 52，199，700円 馬単： 19，627，200円 ワイド： 60，048，000円
3連複： 94，170，700円 3連単： 87，963，700円 計： 414，943，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 590円 � 320円 � 5，180円 枠 連（3－5） 5，350円

馬 連 �� 9，960円 馬 単 �� 17，840円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 40，550円 �� 26，340円

3 連 複 ��� 660，070円 3 連 単 ��� 3，188，680円

票 数

単勝票数 計 374152 的中 � 15257（10番人気）
複勝票数 計 509743 的中 � 22517（10番人気）� 48131（4番人気）� 2281（17番人気）
枠連票数 計 125444 的中 （3－5） 1817（21番人気）
馬連票数 計 521997 的中 �� 4059（36番人気）
馬単票数 計 196272 的中 �� 825（71番人気）
ワイド票数 計 600480 的中 �� 5711（32番人気）�� 379（125番人気）�� 584（112番人気）
3連複票数 計 941707 的中 ��� 107（580番人気）
3連単票数 計 879637 的中 ��� 20（3038番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―11．5―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―44．5―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．2
3 ・（4，15）13，17，6（2，12）16（1，10，11）（3，7，18）（5，9）－8，14 4 ・（4，15）（13，17）－6（2，10，12）16（7，11）（1，3）18（5，9）－8－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ミ ー ロ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2022．7．10 小倉11着

2020．4．6生 牡3青鹿 母 ノースキャット 母母 バーミスキャット 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ハナサキポプラ号の騎手長岡禎仁は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 グスタール号・クリノタカラブネ号・サンスレッド号・マテンロウナイト号



02043 1月22日 曇 良 （5小倉1） 第4日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時10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
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ブレイヴロッカー 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 452－ 22：03．7 4．2�
88 ラバタンシン 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 490＋ 22：03．9� 5．5�
11 アスターブジエ 牡3栗 56 西村 淳也加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 452－10 〃 クビ 4．0�
55 シェアザグローリー 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 22：04．11� 2．6�
33 プロヴァーブ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－ 82：04．31� 11．4	
22 メイショウタクボク 牡3青鹿 56

55 ☆角田 大和松本 好雄氏 高橋 亮 新ひだか 岡田牧場 480－ 22：04．51� 26．4

77 ド ゥ ワ ー 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 444＋ 42：05．03 12．7�
66 アプレイザー 牡3鹿 56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 前川 勝春 420＋ 22：07．8大差 153．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，271，500円 複勝： 25，800，500円 枠連： 発売なし
馬連： 33，509，700円 馬単： 18，899，500円 ワイド： 29，469，500円
3連複： 50，095，500円 3連単： 96，720，300円 計： 286，766，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 380円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 322715 的中 � 60775（3番人気）
複勝票数 計 258005 的中 � 40025（4番人気）� 43869（3番人気）� 54607（2番人気）
馬連票数 計 335097 的中 �� 23194（6番人気）
馬単票数 計 188995 的中 �� 6116（11番人気）
ワイド票数 計 294695 的中 �� 18766（6番人気）�� 33077（2番人気）�� 21105（5番人気）
3連複票数 計 500955 的中 ��� 29187（4番人気）
3連単票数 計 967203 的中 ��� 10011（24番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．6―12．8―12．7―12．0―11．9―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．8―50．6―1：03．3―1：15．3―1：27．2―1：39．5―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5
1
3

・（6，8，3）7（2，5，4）1
8，3（7，1）4－5，6，2

2
4
8，3（6，4）7（2，5）1
8（3，1）（7，4，5）－2＝6

勝馬の
紹 介

ブレイヴロッカー 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Elusive City デビュー 2022．11．6 阪神6着

2020．4．29生 牡3芦 母 シティイメージ 母母 Photophore 5戦1勝 賞金 6，570，000円

02044 1月22日 曇 稍重 （5小倉1） 第4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

510 サトノスライヴ 牡6黒鹿 58
57 ☆亀田 温心里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B524＋ 41：45．7 7．5�

59 シルバーブレッド 牡4鹿 57 菱田 裕二犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 422－ 2 〃 アタマ 15．3�
47 ガ ラ パ ゴ ス 牡4栗 57 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 碧雲牧場 494± 01：45．8� 3．5�
48 グローバルブラッド 牡4青鹿 57

56 ☆角田 大和中村 祐子氏 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 486－ 8 〃 クビ 6．0�
36 エルザストラウム 牝4栗 55

52 ▲今村 聖奈 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム B462＋141：46．0� 5．4	
714 サトミノマロン 牡4栗 57 丹内 祐次田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 530＋ 41：46．1� 5．2

611 ディーエスボンバー 牡5黒鹿58 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 B502－ 81：46．52� 52．7�
11 テイエムシップ 牡4黒鹿57 国分 優作竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 518± 01：46．6� 16．0�
23 � ブラックワンダー �7青鹿 58

55 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 454－ 61：46．8� 108．0
12 ブレイヴルーラー 牡4鹿 57 水口 優也 �京都ホースレーシング 藤沢 則雄 新ひだか タツヤファーム B504± 01：47．33 208．1�
816� チャールストン �4黒鹿57 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 480－371：47．4� 119．2�
24 サ ノ ラ キ 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 486－ 81：47．61� 41．5�
713 セイウンガレオン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 540＋14 〃 クビ 66．8�
612 エイシンティップス 牡5黒鹿 58

55 ▲大久保友雅�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 478－ 4 〃 クビ 23．0�
35 バンクロール 牡4鹿 57 田中 健�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B458－ 41：47．8� 36．0�
815� ブールタング �5青鹿58 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 81：47．9� 63．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，872，600円 複勝： 51，403，100円 枠連： 10，135，200円
馬連： 48，116，100円 馬単： 20，213，500円 ワイド： 53，967，400円
3連複： 86，211，700円 3連単： 90，545，800円 計： 395，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 370円 � 160円 枠 連（5－5） 4，660円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 530円 �� 990円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 47，430円

票 数

単勝票数 計 348726 的中 � 37173（5番人気）
複勝票数 計 514031 的中 � 55377（5番人気）� 29491（6番人気）� 99440（1番人気）
枠連票数 計 101352 的中 （5－5） 1684（17番人気）
馬連票数 計 481161 的中 �� 6934（20番人気）
馬単票数 計 202135 的中 �� 1645（35番人気）
ワイド票数 計 539674 的中 �� 8644（17番人気）�� 27515（5番人気）�� 13858（11番人気）
3連複票数 計 862117 的中 ��� 10751（18番人気）
3連単票数 計 905458 的中 ��� 1384（150番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．2―13．2―12．5―12．2―12．2―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．7―43．9―56．4―1：08．6―1：20．8―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノスライヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．1．18 小倉5着

2017．4．10生 牡6黒鹿 母 サトノフラリッシュ 母母 ピサノベネチアン 30戦2勝 賞金 42，500，000円
〔その他〕 エルザストラウム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エルザストラウム号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月22日まで出走できない。
※ブラックワンダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02045 1月22日 小雨 良 （5小倉1） 第4日 第9競走 1，200�
や は た

八 幡 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

22 ビップシュプリーム 牝4鹿 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508－ 21：08．8 20．4�
811 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 476－ 41：09．01� 2．8�
812 サ ミ ュ エ ル 牝4栗 56 勝浦 正樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 460－101：09．1クビ 13．9�
79 ナ バ ロ ン 牡4鹿 58 吉田 隼人�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 B494－ 21：09．2� 4．2�
44 ラ ナ キ ラ 牝5鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 2 〃 クビ 6．2	
11 ユ キ ヤ ナ ギ 牝4鹿 56 的場 勇人山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 446＋ 61：09．3クビ 117．5

710 ショウナンアメリア 牝4黒鹿56 西村 淳也国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 464＋ 6 〃 ハナ 14．9�
67 クランシリーニー 牝4鹿 56 菱田 裕二大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 496± 0 〃 クビ 7．8�
33 テ セ ウ ス 牡5青鹿58 長岡 禎仁�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 462＋ 81：09．61� 42．6
56 ショウナンナウシカ 牝4鹿 56 浜中 俊国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 464＋ 61：09．91� 23．3�
55 � テンジュイン 牝6鹿 56 藤岡 康太中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 456± 01：10．0� 14．3�
68 ロックユアハート 牝4鹿 56 小崎 綾也青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 454± 01：10．1� 24．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，065，500円 複勝： 48，287，800円 枠連： 11，217，500円
馬連： 59，016，900円 馬単： 25，757，000円 ワイド： 59，824，100円
3連複： 95，865，400円 3連単： 111，784，500円 計： 453，818，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 520円 � 150円 � 310円 枠 連（2－8） 3，060円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，870円 �� 550円

3 連 複 ��� 10，420円 3 連 単 ��� 83，460円

票 数

単勝票数 計 420655 的中 � 16457（8番人気）
複勝票数 計 482878 的中 � 19132（9番人気）� 110355（1番人気）� 35639（5番人気）
枠連票数 計 112175 的中 （2－8） 2836（13番人気）
馬連票数 計 590169 的中 �� 11444（15番人気）
馬単票数 計 257570 的中 �� 2055（37番人気）
ワイド票数 計 598241 的中 �� 11784（14番人気）�� 3763（43番人気）�� 29731（3番人気）
3連複票数 計 958654 的中 ��� 6895（40番人気）
3連単票数 計1117845 的中 ��� 971（300番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．0―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．4―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップシュプリーム �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2021．7．10 小倉3着

2019．4．5生 牝4鹿 母 シ ー カ ー マ 母母 C B Carm 6戦1勝 賞金 15，053，000円
※ロックユアハート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02046 1月22日 小雨 良 （5小倉1） 第4日 第10競走 ��
��2，600�

うみ な か み ち

海 の 中 道 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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

812 メイショウブレゲ 牡4栗 57 今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 464± 02：41．6 6．5�
33 ミステリーウェイ �5黒鹿58 吉田 隼人 �社台レースホース小林 真也 千歳 社台ファーム B494－ 42：41．92 7．5�
22 シ ー グ ラ ス 牝4鹿 55 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 426－ 82：42．0クビ 7．9�
11 サトノシャローム 牡6鹿 58 藤岡 康太里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506－ 8 〃 アタマ 13．7�
68 ブローザホーン 牡4鹿 57 西村 淳也岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 428± 0 〃 ハナ 14．0	
813 アルバーシャ 牡5栗 58 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋122：42．1	 40．8

711 シホノスペランツァ 牡4青鹿57 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞
湖 レイクヴィラファーム 490＋122：42．2クビ 1．8�
56 ジャンカズマ 牡5鹿 58 野中悠太郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B480＋ 4 〃 クビ 36．3�
45 � ハーツオブシャカ 牡5鹿 58 北村 友一 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 470－ 62：42．4	 30．1
69 マイネルメサイア 牡4芦 57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 4 〃 クビ 23．1�
710 ウインミニヨン 牝5栗 56 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 424± 02：42．61 112．1�
44 サンデージャック 牡5青鹿58 勝浦 正樹エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：42．7クビ 52．4�
57 � スカイテラス 牡6黒鹿58 富田 暁 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B506＋ 42：42．8	 91．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，504，300円 複勝： 62，749，700円 枠連： 14，014，200円
馬連： 78，338，900円 馬単： 35，003，400円 ワイド： 74，527，900円
3連複： 134，923，300円 3連単： 168，502，700円 計： 619，564，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 180円 � 220円 枠 連（3－8） 2，150円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 770円 �� 910円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，200円 3 連 単 ��� 29，160円

票 数

単勝票数 計 515043 的中 � 62673（2番人気）
複勝票数 計 627497 的中 � 65969（4番人気）� 95960（2番人気）� 72854（3番人気）
枠連票数 計 140142 的中 （3－8） 5040（7番人気）
馬連票数 計 783389 的中 �� 23929（8番人気）
馬単票数 計 350034 的中 �� 5634（13番人気）
ワイド票数 計 745279 的中 �� 24814（8番人気）�� 20746（9番人気）�� 28567（7番人気）
3連複票数 計1349233 的中 ��� 19431（16番人気）
3連単票数 計1685027 的中 ��� 4189（86番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．6―12．6―12．9―13．1―13．8―13．0―12．3―11．6―11．6―11．9―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�
12．7―24．1―36．7―49．3―1：02．2―1：15．3―1：29．1―1：42．1―1：54．4―2：06．0―2：17．6―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウブレゲ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2022．1．15 中京16着

2019．4．30生 牡4栗 母 メイショウスイヅキ 母母 ヴィトンクイーン 16戦3勝 賞金 40，957，000円
〔制裁〕 ジャンカズマ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



02047 1月22日 小雨 稍重 （5小倉1） 第4日 第11競走 ��1，700�
ぶ ぜ ん

豊前ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．1．22以降R5．1．15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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

59 � ラヴィータエベラ 牡6黒鹿56 西村 淳也平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 510＋ 61：43．8 7．7�
611 サトノロイヤル 牡5鹿 57 浜中 俊里見 治氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B500－ 8 〃 ハナ 4．3�
12 コパノニコルソン 牡4栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 520－ 21：44．11� 3．7�
48 ラ ボ エ ー ム 牝6黒鹿54 国分 優作ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 444－ 4 〃 クビ 20．2�
35 テイエムマグマ 牡5鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B498－101：44．3� 9．9�
24 レガーメペスカ 牡6黒鹿56 北村 友一山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498－181：44．51� 14．9	
11 モ ズ マ ゾ ク 牡5青 56 丹内 祐次 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B486－ 4 〃 アタマ 12．7

714 ロコポルティ 牡5鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 4 〃 クビ 72．9�
612 ペ ガ サ ス 牡7青鹿55 角田 大和中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 460＋ 41：44．7� 66．0
816 エースレイジング 牡6黒鹿53 小崎 綾也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋16 〃 アタマ 135．7�
36 モズピンポン 牡6栗 55 勝浦 正樹 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 518－ 81：44．8クビ 55．3�
47 ゴールドティア 牝6鹿 54 富田 暁 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B476－ 6 〃 同着 40．5�
815 ハンディーズピーク 牡5鹿 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B512＋ 4 〃 アタマ 7．6�
510� ロードインファイト 牡6黒鹿56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B462＋101：45．01 12．6�
23 オレンジペコ 牝6栗 53 古川 吉洋今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B484± 01：45．42� 31．9�
713 リ ノ キ ア ナ 牝6鹿 53 菱田 裕二松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 438－ 41：45．5� 178．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，243，900円 複勝： 93，461，600円 枠連： 47，542，400円
馬連： 207，216，900円 馬単： 75，213，000円 ワイド： 160，834，300円
3連複： 391，448，500円 3連単： 394，807，000円 計： 1，443，767，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 160円 � 160円 枠 連（5－6） 860円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，020円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 732439 的中 � 75471（4番人気）
複勝票数 計 934616 的中 � 81411（5番人気）� 169010（1番人気）� 157101（2番人気）
枠連票数 計 475424 的中 （5－6） 42743（3番人気）
馬連票数 計2072169 的中 �� 112695（2番人気）
馬単票数 計 752130 的中 �� 17623（7番人気）
ワイド票数 計1608343 的中 �� 76010（2番人気）�� 38239（10番人気）�� 91689（1番人気）
3連複票数 計3914485 的中 ��� 132786（1番人気）
3連単票数 計3948070 的中 ��� 23713（10番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．9―13．1―12．3―12．0―12．1―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．6―42．7―55．0―1：07．0―1：19．1―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴィータエベラ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 マンハッタンカフェ

2017．4．29生 牡6黒鹿 母 フェリーチェレガロ 母母 チャッターリップス 9戦3勝 賞金 58，255，000円
地方デビュー 2020．10．14 門別

※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 ダッチマン号

02048 1月22日 小雨 稍重 （5小倉1） 第4日 第12競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時00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
1：43．8
1：43．8

良
良

815 ゴールドエクリプス 牝4栗 55 荻野 琢真居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 486＋101：48．5 6．3�
11 ゴルトシュミーデ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430＋ 8 〃 アタマ 23．6�
24 フ ォ レ ス タ 牝5鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 長浜 秀昭 420－ 61：48．6クビ 5．3�
59 ロ ム ネ ヤ 牝4鹿 55

53 △小林 凌大金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418－ 41：49．13 6．1�

35 � エルバルーチェ 牝6栗 56
54 △原 優介佐々木雄二氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 462－ 81：49．2� 77．3	

12 ジューンレインボー 牝4青鹿55 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 B418－ 8 〃 アタマ 16．7

714 クインズステラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 470＋101：49．3� 28．4�
47 プリペアード 牝5鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 414＋ 81：49．4� 51．6�

36 バトルキャット 牝4鹿 55 西村 淳也辻子 依旦氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 478－ 41：49．5クビ 6．4
816 ク オ ン タ ム 牝5芦 56

54 ◇藤田菜七子�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 B454± 01：49．71� 102．5�
510 フェブサンカラ 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 404－121：49．8� 78．2�
48 � パープルグローリー 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ下河辺隆行氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 490－231：49．9� 69．3�
713 スウィートスカー 牝4鹿 55 藤岡 康太池袋レーシング �島 一歩 新ひだか 田中 裕之 460－ 81：50．11� 3．6�
612 ナックフローラ 牝4鹿 55 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 488＋101：50．2クビ 31．3�
23 ヘクトパスカル 牝4黒鹿55 菱田 裕二西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 452－ 41：50．94 17．2�
611� ナオミニデレデレヤ 牝4栗 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 畑端 省吾 新ひだか 乾 皆雄 476＋141：53．9大差 78．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，648，200円 複勝： 92，510，100円 枠連： 27，416，700円
馬連： 131，665，500円 馬単： 49，287，700円 ワイド： 123，166，900円
3連複： 217，588，000円 3連単： 240，580，300円 計： 958，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 500円 � 200円 枠 連（1－8） 3，210円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 14，250円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 770円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 14，770円 3 連 単 ��� 87，380円

票 数

単勝票数 計 766482 的中 � 96540（4番人気）
複勝票数 計 925101 的中 � 100047（4番人気）� 39961（8番人気）� 141524（2番人気）
枠連票数 計 274167 的中 （1－8） 6615（17番人気）
馬連票数 計1316655 的中 �� 13502（28番人気）
馬単票数 計 492877 的中 �� 2594（54番人気）
ワイド票数 計1231669 的中 �� 13410（30番人気）�� 42685（9番人気）�� 15774（23番人気）
3連複票数 計2175880 的中 ��� 11048（49番人気）
3連単票数 計2405803 的中 ��� 1996（297番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―11．6―12．0―12．4―12．3―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．2―46．8―58．8―1：11．2―1：23．5―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエクリプス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．2．26 小倉1着

2019．4．14生 牝4栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 4戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナオミニデレデレヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シャトンアンジュ号

３レース目



（5小倉1）第4日 1月22日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

200，060，000円
8，210，000円
31，420，000円
1，450，000円
24，770，000円
78，510，000円
5，493，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
503，238，900円
626，640，300円
173，303，400円
833，988，900円
340，231，400円
799，602，700円
1，452，073，000円
1，569，227，900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 6，298，306，500円

総入場人員 6，770名 （有料入場人員 6，289名）
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