
枠
番
馬
番 馬 名 毛

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

02049 1月28日 雪 不良 （5小倉1） 第5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

33 ツウカイノキズナ 牡3鹿 56 富田 暁木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 492＋ 41：45．0 17．7�
710 コパノパサディナ 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 浦河 大北牧場 528＋ 61：45．1� 8．7�
11 タカサンフェイス 牡3栗 56 菱田 裕二 STレーシング 森田 直行 日高 出口牧場 486＋261：45．31� 33．1�
44 タロントゥーズ 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464＋ 61：45．4� 6．6�
811� イ サ イ ア ス 牡3栗 56

54 △角田 大河飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda
Farm 460＋ 81：45．71� 1．8�

55 ミヤジシャルマン 牡3黒鹿 56
53 ▲今村 聖奈曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 478－ 41：45．91 10．2�

79 アイアンオー 牡3栗 56
55 ☆秋山 稔樹池上 一馬氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 464＋ 21：46．43 126．3	

812 メイショウスイケイ 牡3鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 谷岡スタット 446－101：47．35 314．6

56 ランドティターン 牡3鹿 56 西村 淳也木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか タガミファーム 494± 0 〃 クビ 66．3�
22 � サ ブ エ ガ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ青芝商事� 池江 泰寿 米 Aoshiba
Shouji Inc. 494± 0 〃 アタマ 8．2

68 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 426－ 81：48．57 9．8�
67 レイズザリミッツ 牡3鹿 56 小崎 綾也吉田 安惠氏 寺島 良 安平 追分ファーム 490＋161：48．71� 262．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，782，000円 複勝： 55，502，100円 枠連： 5，726，600円
馬連： 39，582，600円 馬単： 21，112，600円 ワイド： 42，148，600円
3連複： 71，506，000円 3連単： 83，502，800円 計： 350，863，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 580円 � 400円 � 1，020円 枠 連（3－7） 4，900円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 4，840円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 39，810円 3 連 単 ��� 293，880円

票 数

単勝票数 計 317820 的中 � 14322（7番人気）
複勝票数 計 555021 的中 � 25372（7番人気）� 39269（4番人気）� 13483（8番人気）
枠連票数 計 57266 的中 （3－7） 905（18番人気）
馬連票数 計 395826 的中 �� 6999（15番人気）
馬単票数 計 211126 的中 �� 1368（38番人気）
ワイド票数 計 421486 的中 �� 10740（13番人気）�� 2194（31番人気）�� 3345（28番人気）
3連複票数 計 715060 的中 ��� 1347（69番人気）
3連単票数 計 835028 的中 ��� 206（395番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．8―55．2―1：07．3―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツウカイノキズナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．10．15 阪神8着

2020．4．11生 牡3鹿 母 エイコオウイング 母母 ホクトブルーバード 3戦1勝 賞金 6，800，000円

02050 1月28日 晴 重 （5小倉1） 第5日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15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

713 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 456＋ 61：10．3 2．0�
714 ライクアフラワー 牡3黒鹿56 西村 淳也大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 498＋ 61：10．62 28．1�
24 サンスレッド 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �加藤ステーブル 深山 雅史 浦河 成隆牧場 460＋ 41：10．91� 124．1�
35 トリプルウイナー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 430＋ 4 〃 クビ 8．0�

36 モズメルベイユ 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 株式会社

目黒牧場 428－ 41：11．0� 17．8�
816 トーセンサウダージ 牡3鹿 56 松若 風馬島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋10 〃 ハナ 17．7

510 カ ッ テ ミ ル 牝3鹿 54 原田 和真�ミルファーム 奥平 雅士 えりも 能登 浩 434－ 21：11．1クビ 17．4�
612 オータムクイーン 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 8 〃 クビ 13．0
23 ケイアイクビラ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 496－ 6 〃 ハナ 4．1�
11 ダイシンベスパ 牝3栗 54

53 ☆松本 大輝大八木秀子氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 384－ 21：11．31 143．3�
815 ビービータンバム 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 450＋161：11．4� 246．2�
611 オリビアミノル 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：11．61� 22．9�
59 アントルメグラッセ 牝3黒鹿54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 61：11．7クビ 50．3�
48 ブロックバスター 牡3黒鹿56 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 日高 モリナガファーム 452＋121：11．8� 29．5�
12 レジーナルージュ 牝3栗 54 斎藤 新永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木下牧場 B428－ 61：12．43� 268．9�
47 ア ゲ マ セ ン 牝3鹿 54 小崎 綾也大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 420－201：14．010 364．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，915，900円 複勝： 44，982，900円 枠連： 8，153，500円
馬連： 42，711，200円 馬単： 19，650，800円 ワイド： 50，444，900円
3連複： 74，013，500円 3連単： 69，445，100円 計： 343，317，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 690円 � 2，170円 枠 連（7－7） 2，960円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 6，210円 �� 40，260円

3 連 複 ��� 88，110円 3 連 単 ��� 286，060円

票 数

単勝票数 計 339159 的中 � 129615（1番人気）
複勝票数 計 449829 的中 � 147514（1番人気）� 12451（10番人気）� 3646（13番人気）
枠連票数 計 81535 的中 （7－7） 2129（12番人気）
馬連票数 計 427112 的中 �� 11268（10番人気）
馬単票数 計 196508 的中 �� 2979（15番人気）
ワイド票数 計 504449 的中 �� 10450（10番人気）�� 2068（53番人気）�� 316（101番人気）
3連複票数 計 740135 的中 ��� 630（180番人気）
3連単票数 計 694451 的中 ��� 176（694番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．3―47．1―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 ・（10，13）14（4，16）（8，9）（1，15）（2，11）（5，7，6）12，3 4 ・（10，13）14（4，16）（1，8，9，15）11（2，6）5（3，12）－7

勝馬の
紹 介

ステークホルダー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2022．10．16 東京3着

2020．3．16生 牡3鹿 母 ワンスインナムーン 母母 ツーデイズノーチス 5戦1勝 賞金 11，320，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アゲマセン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月28日まで平地競走に

出走できない。

第１回 小倉競馬 第５日



02051 1月28日 晴 不良 （5小倉1） 第5日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時45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

813 ゲンパチレオニダス 牡4黒鹿 58
54 ★古川 奈穂平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 494－ 2 58．1 10．2�

610 ナツイロノオトメ 牝4青鹿 56
52 ★永島まなみ岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 488＋10 58．2� 2．1�

34 サンランシング 牝5青鹿 56
54 ◇藤田菜七子 �加藤ステーブル 堀内 岳志 日高 株式会社

ケイズ B474± 0 58．41� 17．9�
22 � クリノヴァニラ 牝5栗 56 野中悠太郎栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 横井 哲 482－ 4 58．5� 276．6�
57 ワンエルメス 牝4栗 56 丸山 元気嶋田 賢氏 大和田 成 日高 門別牧場 468± 0 〃 ハナ 9．6�
45 キリシマタウン 牡4栗 58

55 ▲水沼 元輝西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 460－ 2 58．81� 47．2	
58 � ザモウコダマシイ 牝5鹿 56

54 △角田 大河廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 436－14 59．01� 28．2

33 エ ル メ ニ ア 牝4鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B448＋ 2 59．2� 11．0�
711� 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 B456＋ 2 59．3� 14．7
11 � ドラゴンズアイ 牝4鹿 56 原田 和真吉田 勝利氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 460＋10 〃 アタマ 243．6�
712� クリノツッチャン 牡4鹿 58 荻野 琢真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 494＋10 〃 ハナ 249．4�
69 マーブルケイケー 牝4青鹿56 西村 淳也下村 直氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 484± 0 〃 クビ 5．2�
814� アルティマボス 牡4黒鹿 58

55 ▲佐々木大輔�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 528＋15 59．4クビ 69．5�
46 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 450＋ 81：01．4大差 10．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，679，200円 複勝： 41，591，700円 枠連： 9，113，600円
馬連： 43，086，000円 馬単： 19，259，100円 ワイド： 47，715，100円
3連複： 77，063，600円 3連単： 75，666，900円 計： 347，175，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 140円 � 380円 枠 連（6－8） 650円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，440円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 17，590円

票 数

単勝票数 計 336792 的中 � 26330（4番人気）
複勝票数 計 415917 的中 � 34432（6番人気）� 108150（1番人気）� 21857（8番人気）
枠連票数 計 91136 的中 （6－8） 10736（3番人気）
馬連票数 計 430860 的中 �� 39263（2番人気）
馬単票数 計 192591 的中 �� 5807（9番人気）
ワイド票数 計 477151 的中 �� 32006（2番人気）�� 7898（19番人気）�� 19955（8番人気）
3連複票数 計 770636 的中 ��� 19364（7番人気）
3連単票数 計 756669 的中 ��� 3118（52番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．3―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 ・（6，9，10）（1，7，13）14（2，3，5，8）11，4－12 4 ・（9，10）6，7，13，1（5，14）（2，8）11（4，3）－12

勝馬の
紹 介

ゲンパチレオニダス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．10．17 東京6着

2019．4．13生 牡4黒鹿 母 ドリーミートーツ 母母 ロ ー ズ バ ド 12戦2勝 賞金 16，050，000円
〔その他〕 メリヴェイユ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メリヴェイユ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月28日まで出走できない。
※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） 2頭 キュートヘスティア号・ラージベル号

02052 1月28日 晴 重 （5小倉1） 第5日 第4競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時15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

78 � シングンジョーイ 牡5鹿 60 石神 深一伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 460＋ 43：13．3 3．3�
22 ロンギングバース �5鹿 60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 466＋ 23：13．4� 5．0�
66 � メイショウコホク 牡6鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 514± 03：15．8大差 15．7�
810 サクラトップラン 牝4鹿 57 ▲小牧加矢太�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 448＋ 43：16．12 7．1�
55 フェブキラナ �5栗 60 小野寺祐太釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470＋ 83：16．84 16．5�
11 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 B470＋143：18．18 23．7	
33 ショウナンバルディ 牡7黒鹿60 中村 将之国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 468＋ 63：18．2クビ 2．8

79 � レオテソーロ 牡5栗 60 草野 太郎了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 484＋223：18．3	 44．0�
811� オノーレペスカ 牝7青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B448＋ 43：18．4	 18．4�
44 � 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± 03：19．25 177．0
67 サ ン シ ロ ウ �9鹿 60 大庭 和弥合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 492＋ 8 （競走中止） 84．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，993，900円 複勝： 19，660，800円 枠連： 5，538，500円
馬連： 24，064，200円 馬単： 13，958，100円 ワイド： 22，617，100円
3連複： 48，757，400円 3連単： 59，520，000円 計： 213，110，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 170円 � 210円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 340円 �� 760円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 189939 的中 � 45623（2番人気）
複勝票数 計 196608 的中 � 37405（2番人気）� 30398（3番人気）� 21462（5番人気）
枠連票数 計 55385 的中 （2－7） 5917（3番人気）
馬連票数 計 240642 的中 �� 26374（2番人気）
馬単票数 計 139581 的中 �� 8146（2番人気）
ワイド票数 計 226171 的中 �� 19082（2番人気）�� 7301（10番人気）�� 4782（17番人気）
3連複票数 計 487574 的中 ��� 10066（14番人気）
3連単票数 計 595200 的中 ��� 2825（54番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 50．3－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シングンジョーイ �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 キングカメハメハ

2018．5．14生 牡5鹿 母 エ フ ロ レ ス 母母 カービーメドウ 障害：4戦1勝 賞金 9，890，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 サンシロウ号は，1周目2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



02053 1月28日 小雪 重 （5小倉1） 第5日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時05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
1：56．8
1：56．1

良
良

44 ゴールドプリンセス 牝3黒鹿 54
51 ▲今村 聖奈居城 寿与氏 寺島 良 新冠 北勝ファーム 474－ 82：02．8 3．7�

22 ソレイユヴィータ 牝3鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 杉山 晴紀 浦河 鎌田 正嗣 450－12 〃 クビ 25．7�
78 ルソルティール 牝3黒鹿54 丸山 元気�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 22：03．43� 8．5�
33 リヤンドメテオール 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 470－ 62：03．61� 6．8�
55 サザンショア 牝3鹿 54 団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 428＋ 42：03．81� 30．7	
77 シルバーニース 牝3黒鹿54 丹内 祐次亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 444－ 22：04．22� 4．5

89 ツーウィング 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ増田 和啓氏 橋口 慎介 新冠 ハシモトフアーム 426± 02：04．3� 14．1�
810 アイヲヨブテーラー 牝3青鹿54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 478± 02：04．4� 3．6�
11 ジャッドノワール 牝3鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 428－162：06．2大差 119．9
66 ク リ イ ロ 牝3栗 54 藤岡 佑介石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 404＋102：06．84 13．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，638，500円 複勝： 42，708，000円 枠連： 6，050，600円
馬連： 42，365，100円 馬単： 19，978，300円 ワイド： 43，726，000円
3連複： 67，647，800円 3連単： 87，122，100円 計： 343，236，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 530円 � 290円 枠 連（2－4） 5，260円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 590円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 11，710円 3 連 単 ��� 49，380円

票 数

単勝票数 計 336385 的中 � 71699（2番人気）
複勝票数 計 427080 的中 � 74965（3番人気）� 17386（8番人気）� 36235（5番人気）
枠連票数 計 60506 的中 （2－4） 890（17番人気）
馬連票数 計 423651 的中 �� 7217（17番人気）
馬単票数 計 199783 的中 �� 2137（33番人気）
ワイド票数 計 437260 的中 �� 7887（20番人気）�� 20150（7番人気）�� 3759（31番人気）
3連複票数 計 676478 的中 ��� 4329（45番人気）
3連単票数 計 871221 的中 ��� 1279（203番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．9―12．7―12．6―12．2―12．2―12．1―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―35．5―48．4―1：01．1―1：13．7―1：25．9―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドプリンセス �
�
父 ゴールドアクター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．11．5 東京3着

2020．3．22生 牝3黒鹿 母 ゴールドエルフ 母母 グローバルリーダー 3戦1勝 賞金 7，300，000円

02054 1月28日 小雪 重 （5小倉1） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時35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

33 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 470＋ 21：50．5 3．0�

78 ポルトドール 牡3栗 56
52 ★永島まなみ�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：51．13� 6．5�
77 ケイデンシーマーク 牝3黒鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 4．3�
55 ガルヴァナイズ 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：51．2� 2．2	
89 シホノインプルソ 牡3青鹿56 藤岡 康太村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 444± 01：51．62 116．7

11 レインボーウォリア 牡3黒鹿56 原田 和真�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム 446－ 41：52．13� 223．5�
22 タガノルビー 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 422－101：52．41� 27．4�

810 リッタースポーツ 牡3黒鹿56 松若 風馬山口 正行氏 �島 一歩 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 41：52．72 55．4

44 サンタモニカビーチ 牡3芦 56 松岡 正海ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 木戸口牧場 526＋ 61：52．91� 42．6�
66 ウインガレオン 牡3芦 56 黒岩 悠�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：55．8大差 139．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，786，800円 複勝： 25，495，600円 枠連： 5，823，200円
馬連： 30，829，900円 馬単： 18，536，300円 ワイド： 30，832，300円
3連複： 48，121，400円 3連単： 82，224，400円 計： 275，649，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 160円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 337868 的中 � 88526（2番人気）
複勝票数 計 254956 的中 � 57294（2番人気）� 37287（4番人気）� 38908（3番人気）
枠連票数 計 58232 的中 （3－7） 9681（3番人気）
馬連票数 計 308299 的中 �� 25699（5番人気）
馬単票数 計 185363 的中 �� 8518（9番人気）
ワイド票数 計 308323 的中 �� 28194（5番人気）�� 37465（2番人気）�� 17384（6番人気）
3連複票数 計 481214 的中 ��� 27752（4番人気）
3連単票数 計 822244 的中 ��� 9218（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．1―1：01．4―1：13．9―1：26．4―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアウローラ �
�
父 マ ク マ ホ ン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．2 中山2着

2020．4．29生 牡3栗 母 トーセンシャイニー 母母 アドマイヤライト 4戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインガレオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月28日まで平地競走

に出走できない。



02055 1月28日 雪 不良 （5小倉1） 第5日 第7競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時05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

712� トップスターサン 牡5黒鹿58 斎藤 新吉田 和美氏 四位 洋文 豪
Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

514－ 41：44．2 3．5�
814 ミキノプリンス 牡4鹿 57

53 ★古川 奈穂谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 498＋ 6 〃 クビ 16．4�
815 モズミツボシ 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈 �キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 542＋121：44．3アタマ 40．2�
11 � 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 476－ 21：44．51	 11．8�
713 ロイヤルダンス 牡5青鹿58 丹内 祐次大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 504± 01：44．6	 3．9�
23 � ベイビールビオ 牡4栗 57 柴山 雄一大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 500± 01：44．7	 41．4	
58 � 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 484＋ 41：44．8	 234．9

47 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± 0 〃 クビ 6．2�
59 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± 01：44．9	 314．3
35 ベンチャーアウト 牡5栗 58 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 碧雲牧場 498－ 21：45．0	 5．3�
22 ケイティレインボー 牡4青鹿 57

53 ★永島まなみ瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B490－ 8 〃 クビ 12．1�
610 サ ノ ラ キ 牡4鹿 57

55 △小林 凌大佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 486± 01：45．21 117．2�
34 アテンパーティ 牡4黒鹿57 和田 翼齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 442－ 61：45．62	 254．3�
611 メジャークオリティ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 14．0�
46 � メイマックス �4鹿 57 富田 暁古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 上井農場 B472＋ 21：47．09 351．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，478，900円 複勝： 38，525，600円 枠連： 8，800，300円
馬連： 40，030，500円 馬単： 17，119，200円 ワイド： 45，540，800円
3連複： 65，572，300円 3連単： 73，698，300円 計： 322，765，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 550円 � 1，030円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，720円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 24，030円 3 連 単 ��� 108，160円

票 数

単勝票数 計 334789 的中 � 75967（1番人気）
複勝票数 計 385256 的中 � 70117（1番人気）� 16418（8番人気）� 8117（10番人気）
枠連票数 計 88003 的中 （7－8） 6812（5番人気）
馬連票数 計 400305 的中 �� 9198（13番人気）
馬単票数 計 171192 的中 �� 2265（24番人気）
ワイド票数 計 455408 的中 �� 10439（14番人気）�� 4260（32番人気）�� 3328（34番人気）
3連複票数 計 655723 的中 ��� 2046（79番人気）
3連単票数 計 736983 的中 ��� 494（363番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．5―42．2―54．8―1：07．1―1：19．3―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�トップスターサン �
�
父 I Am Invincible �

�
母父 Ad Valorem デビュー 2020．12．27 阪神1着

2018．9．17生 牡5黒鹿 母 Meliora 母母 Sunset Boulevard 15戦2勝 賞金 26，640，000円
〔制裁〕 チャールストン号の騎手原田和真は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・6番・5番）

トップスターサン号の騎手斎藤新は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02056 1月28日 雪 重 （5小倉1） 第5日 第8競走 ��3，390�
うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード3：40．0良

77 テーオーソクラテス 牡6鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 43：51．4 7．9�
33 キャプテンペリー �10栗 60 草野 太郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 514＋ 23：51．61� 13．6�
44 ナ ギ サ 牝5鹿 58 森 一馬本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 506－ 63：51．81 5．9�
78 ポルタフォリオ 牡5鹿 59 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 クビ 14．9�
810 スマートアペックス 牡6青鹿61 中村 将之大川 徹氏 中村 直也 日高 株式会社ス

マート 478－ 83：51．9クビ 2．2�
89 リバーシブルレーン 牡7青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 448＋103：52．0� 5．2�
22 	 メイショウハチク �9鹿 59 黒岩 悠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 476± 0 〃 クビ 21．0	
11 マ リ オ 牡8鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 504＋ 43：52．63� 9．9

55 バルンストック �6黒鹿59 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 488－ 43：53．45 55．5�
66 ダイメイコスモス 牡7栗 59 難波 剛健宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B508－ 43：53．61
 83．1
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売 得 金
単勝： 26，419，100円 複勝： 24，958，300円 枠連： 7，830，600円
馬連： 33，665，100円 馬単： 17，115，800円 ワイド： 32，157，400円
3連複： 63，368，500円 3連単： 86，010，000円 計： 291，524，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 240円 � 360円 � 200円 枠 連（3－7） 3，850円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 590円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 8，200円 3 連 単 ��� 60，590円

票 数

単勝票数 計 264191 的中 � 26475（4番人気）
複勝票数 計 249583 的中 � 28230（4番人気）� 15993（6番人気）� 35266（2番人気）
枠連票数 計 78306 的中 （3－7） 1575（10番人気）
馬連票数 計 336651 的中 �� 5413（19番人気）
馬単票数 計 171158 的中 �� 1521（34番人気）
ワイド票数 計 321574 的中 �� 6628（16番人気）�� 14688（6番人気）�� 5784（21番人気）
3連複票数 計 633685 的中 ��� 5794（32番人気）
3連単票数 計 860100 的中 ��� 1029（219番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーソクラテス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．14 阪神10着

2017．3．21生 牡6鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 障害：10戦4勝 賞金 56，817，000円



02057 1月28日 曇 重 （5小倉1） 第5日 第9競走 1，800�
ひ た

日 田 特 別
発走14時15分 （芝・右）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

22 � レ ヴ ォ リ オ 牡5鹿 58 西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 21：50．1 23．7�

69 サルサロッサ 牝4鹿 55 団野 大成岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 456± 0 〃 ハナ 10．6�
46 オウケンボルト 牡4青鹿57 丸山 元気福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 460± 01：50．2クビ 18．9�
33 ラウルピドゥ 牡4栗 57 斎藤 新 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480＋101：50．3� 7．6�
813 オーダーナチュラル 牡4黒鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 462＋ 41：50．4� 7．0	
814 コスモエクスプレス 牡4芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 476＋ 41：50．5� 37．6

610 コスモアシュラ 牡5芦 58 松若 風馬 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 530＋161：50．71� 20．4�
58 ミツルハピネス 牝5栗 56 泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 518＋ 2 〃 ハナ 3．4�
57 スズカキング 牡6鹿 58 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B462－ 21：50．8� 41．7
45 パーサヴィアランス 牡4鹿 57 富田 暁馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B470＋121：50．9クビ 7．2�
712 クロニクルノヴァ �4黒鹿57 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476－ 61：51．53� 6．7�
711 グルーヴビート 牡5鹿 58 幸 英明 �サンデーレーシング 中村 直也 安平 ノーザンファーム 488－ 1 〃 クビ 10．0�
11 ウインアステロイド 牡6青鹿58 松岡 正海�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 41：51．6クビ 91．2�
34 レッドアダン �6鹿 58 秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：52．23� 174．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，533，300円 複勝： 50，057，800円 枠連： 11，061，400円
馬連： 55，643，900円 馬単： 22，651，700円 ワイド： 62，460，700円
3連複： 95，709，100円 3連単： 98，965，100円 計： 431，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 510円 � 310円 � 540円 枠 連（2－6） 6，720円

馬 連 �� 9，470円 馬 単 �� 21，130円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 6，010円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 75，870円 3 連 単 ��� 531，470円

票 数

単勝票数 計 345333 的中 � 11616（10番人気）
複勝票数 計 500578 的中 � 25061（8番人気）� 46667（6番人気）� 23431（9番人気）
枠連票数 計 110614 的中 （2－6） 1274（21番人気）
馬連票数 計 556439 的中 �� 4551（36番人気）
馬単票数 計 226517 的中 �� 804（73番人気）
ワイド票数 計 624607 的中 �� 7849（28番人気）�� 2647（58番人気）�� 5599（34番人気）
3連複票数 計 957091 的中 ��� 946（180番人気）
3連単票数 計 989651 的中 ��� 135（1160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．3―49．8―1：01．6―1：13．6―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レ ヴ ォ リ オ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ティンバーカントリー

2018．4．1生 牡5鹿 母 ブリュメール 母母 ストーミーラン 17戦1勝 賞金 17，686，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ラウルピドゥ号の騎手斎藤新は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

02058 1月28日 曇 不良 （5小倉1） 第5日 第10競走 1，700�
ひ ら お だ い

平 尾 台 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

59 コンスタンティン 牝4鹿 55 幸 英明�OUMA 石坂 公一 日高 新井 昭二 B476＋ 81：44．3 3．0�
712 メイショウハナモモ 牝5鹿 56 角田 大河松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468＋ 6 〃 クビ 9．3�
814 ド ロ ー ム 牝5芦 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋ 41：44．4クビ 10．7�
47 � リファインドマナー 牝5鹿 56 松本 大輝髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 454± 01：44．6� 22．2�
713 ジ ャ ル ジ ェ 牝6青 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 494＋ 21：44．81� 12．5	
34 センタースリール 牝4鹿 55 丹内 祐次中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 476± 0 〃 クビ 111．5

58 サンバデジャネイロ 牝5黒鹿56 団野 大成幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B446－ 61：44．9クビ 58．7�
11 ペイシャオウユー 牝5栗 56 丸山 元気北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 476＋ 41：45．0� 16．8�
611 バライロノキセキ 牝5鹿 56 藤岡 佑介岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 482－101：45．1� 10．6
22 � ウインホノカ 牝7鹿 56 野中悠太郎山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 424＋ 21：45．31� 185．5�
35 ウォーターアンク 牝5栗 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486－ 81：45．51� 35．0�
23 タイセイヴィーナス 牝5鹿 56 富田 暁田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 462－12 〃 アタマ 19．1�
46 リ ー ス タ ル 牝4鹿 55 西村 淳也中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B440＋ 21：45．6クビ 10．2�
815 フローラルビアンカ 牝4黒鹿55 北村 友一ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：46．24 4．6�
610 エレファンティネ 牝5栗 56 斎藤 新下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 434＋ 61：49．8大差 51．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，046，900円 複勝： 62，061，900円 枠連： 16，279，100円
馬連： 82，523，000円 馬単： 31，700，000円 ワイド： 79，313，000円
3連複： 139，554，300円 3連単： 135，562，100円 計： 590，040，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 260円 � 270円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 470円 �� 700円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 430469 的中 � 111980（1番人気）
複勝票数 計 620619 的中 � 126725（1番人気）� 56599（3番人気）� 52318（4番人気）
枠連票数 計 162791 的中 （5－7） 15317（3番人気）
馬連票数 計 825230 的中 �� 50220（2番人気）
馬単票数 計 317000 的中 �� 10898（3番人気）
ワイド票数 計 793130 的中 �� 45398（2番人気）�� 28861（7番人気）�� 19429（11番人気）
3連複票数 計1395543 的中 ��� 30386（5番人気）
3連単票数 計1355621 的中 ��� 8185（10番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．7―13．1―12．6―12．3―12．3―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．2―42．3―54．9―1：07．2―1：19．5―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンスタンティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．24 函館10着

2019．3．20生 牝4鹿 母 ロイヤルライン 母母 ロイヤルパートナー 15戦3勝 賞金 41，525，000円
〔制裁〕 メイショウハナモモ号の騎手角田大河は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・11番）

コンスタンティン号の騎手幸英明は，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〕 エレファンティネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月28日まで平地競

走に出走できない。
※ウォーターアンク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02059 1月28日 曇 重 （5小倉1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�

す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走15時25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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

47 エナジーグラン 牡4黒鹿58 亀田 温心 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 466＋121：09．2 23．0�
713 アルムファーツリー 牝5黒鹿56 丸山 元気﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－12 〃 クビ 120．5�
11 メイショウハボタン 牝5鹿 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 474－ 61：09．52 17．0�
714 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± 01：09．6� 2．6�
816 ダテボレアス 牡4鹿 58 幸 英明渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 490± 01：09．7クビ 14．8�
23 コスモカッティーボ 牡6鹿 58 団野 大成 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 2 〃 クビ 301．7

510 メイショウエニシア 牝5青鹿56 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 456－ 2 〃 ハナ 22．0�
12 アスクキングコング 	5黒鹿58 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 450＋ 8 〃 ハナ 69．2
35 ブッシュガーデン 牝4黒鹿56 富田 暁�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472＋ 61：10．01� 4．2�
24 ワンダーカタリナ 牡6鹿 58 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 520± 0 〃 アタマ 9．8�
611 アラモードバイオ 牡5栗 58 菱田 裕二バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 508－ 6 〃 ハナ 21．7�
818
 メイショウイジゲン 牡5芦 58 角田 大和松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448± 01：10．1� 72．1�
48 トーセンサンダー 牡4青鹿58 西村 淳也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：10．2クビ 7．7�
612 クープドクール 牝5栗 56 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 476± 01：10．41 71．6�
59 
 リーゼントフラム 牡6鹿 58 藤岡 康太三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490＋ 41：10．51 159．6�
817 トーホウラビアン 牝4鹿 56 丹内 祐次東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 414－161：10．71 35．2�
36 ヒ ノ ク ニ 牝4黒鹿56 今村 聖奈由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B450＋ 21：10．91� 19．9�
715 サニーオーシャン 	5鹿 58 永島まなみ海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 454± 01：11．11� 102．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，290，000円 複勝： 112，865，200円 枠連： 44，171，100円
馬連： 188，249，800円 馬単： 67，852，500円 ワイド： 171，826，400円
3連複： 360，225，300円 3連単： 343，592，100円 計： 1，370，072，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 650円 � 2，050円 � 470円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 54，370円 馬 単 �� 108，500円

ワ イ ド �� 13，810円 �� 3，370円 �� 13，460円

3 連 複 ��� 254，870円 3 連 単 ��� 1，518，920円

票 数

単勝票数 計 812900 的中 � 28215（10番人気）
複勝票数 計1128652 的中 � 46725（9番人気）� 13499（16番人気）� 67536（5番人気）
枠連票数 計 441711 的中 （4－7） 42552（2番人気）
馬連票数 計1882498 的中 �� 2683（94番人気）
馬単票数 計 678525 的中 �� 469（186番人気）
ワイド票数 計1718264 的中 �� 3193（95番人気）�� 13311（35番人気）�� 3278（93番人気）
3連複票数 計3602253 的中 ��� 1060（408番人気）
3連単票数 計3435921 的中 ��� 164（2301番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．2―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エナジーグラン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．11．13 東京5着

2019．4．25生 牡4黒鹿 母 エナジーハート 母母 タガノルビー 12戦3勝 賞金 40，548，000円
〔発走状況〕 クープドクール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 エナジーグラン号の調教師高柳大輔は，馬場入場後に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。

ダテボレアス号の騎手幸英明は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エテルナメンテ号・サクセスハーモニー号・ミキノバスドラム号・ミズノコキュウ号

02060 1月28日 曇 重 （5小倉1） 第5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

612 ショウナンアメリア 牝4黒鹿56 団野 大成国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 458－ 61：09．7 10．1�
59 トーホウジュナール 牝5青鹿 56

54 △角田 大河東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 476－ 21：09．8� 5．8�
24 � ダノンカオス �6栗 58

54 ★永島まなみ�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 496－ 21：10．01� 8．8�
715 イ ラ ー レ 牝4栗 56

52 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440－ 41：10．1� 5．3�

816 デイトンウェイ 牡5栗 58
57 ☆亀田 温心 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B508－ 21：10．2� 16．4	

48 スカイトレイル 牝4鹿 56 小崎 綾也小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 458± 0 〃 ハナ 82．1

714� センドハーマイラブ 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子道場 宏氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 446＋10 〃 クビ 32．5�
35 プリモカリーナ 牝4鹿 56 北村 友一ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 アタマ 5．1�
818 ラッシュアップ �6青鹿58 丸山 元気 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 528＋ 81：10．3アタマ 32．7
611 メイショウヒゾッコ 牝5鹿 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 420± 01：10．4� 51．3�
47 ユナイテッドハーツ 牡5鹿 58

55 ▲佐々木大輔大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト
クラブ B444＋ 4 〃 クビ 79．3�

713 タイニープライド 牝4鹿 56 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B444＋161：10．6� 75．8�
12 � テンジュイン 牝6鹿 56 富田 暁中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 456± 01：10．7� 47．7�
510 スウィートメリナ 牝6栗 56

54 △小林 凌大岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 高岸 順一 450＋ 8 〃 ハナ 108．4�
11 トーホウデュラン 牡4栗 58 西村 淳也東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：11．02 4．9�
23 ピンクセイラー 牝4栗 56

55 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 460＋141：11．42 33．2�
817 プ ラ ソ ン 牝4鹿 56

55 ☆角田 大和市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B450＋ 61：11．6� 44．9�
36 メリトクラシー 牝4黒鹿56 菱田 裕二�G1レーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 516± 01：12．55 45．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，286，400円 複勝： 79，406，900円 枠連： 23，916，800円
馬連： 98，703，000円 馬単： 36，555，400円 ワイド： 102，690，400円
3連複： 187，127，000円 3連単： 179，515，200円 計： 761，201，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 310円 � 250円 � 290円 枠 連（5－6） 3，070円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，780円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 11，410円 3 連 単 ��� 74，970円

票 数

単勝票数 計 532864 的中 � 41895（6番人気）
複勝票数 計 794069 的中 � 65732（6番人気）� 86194（4番人気）� 71251（5番人気）
枠連票数 計 239168 的中 （5－6） 6030（18番人気）
馬連票数 計 987030 的中 �� 17083（15番人気）
馬単票数 計 365554 的中 �� 2842（33番人気）
ワイド票数 計1026904 的中 �� 15003（15番人気）�� 14674（18番人気）�� 24507（10番人気）
3連複票数 計1871270 的中 ��� 12293（26番人気）
3連単票数 計1795152 的中 ��� 1736（186番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアメリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．7．31 新潟2着

2019．2．1生 牝4黒鹿 母 ラ ン ス タ ン 母母 マ シ ュ ー ル 12戦2勝 賞金 19，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（5小倉1）第5日 1月28日（土曜日） 雪一時晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 163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

213，970，000円
1，730，000円
26，050，000円
1，910，000円
27，070，000円
73，975，000円
5，721，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
457，850，900円
597，816，800円
152，465，300円
721，454，300円
305，489，800円
731，472，700円
1，298，666，200円
1，374，824，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，640，040，100円

総入場人員 4，281名 （有料入場人員 3，954名）
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