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00025 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

48 フェイマスアレグロ 牝3鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 深山 雅史 日高 原田ファーム 402＋101：12．9 80．9�
47 カイザーブリッツ 牡3黒鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 490－ 21：13．11� 7．0�
36 リネンスピリット 牡3鹿 56 柴田 大知戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 480± 01：13．2� 20．7�
510 マイショウチャン 牡3鹿 56 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 446＋ 81：13．3アタマ 6．6�
35 ディアナゼロス 牝3栗 54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 468＋ 21：13．41 1．7�
816 アフロビート 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 454± 01：13．61 7．9	
713 マジックアワー 牡3栗 56 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 442± 0 〃 クビ 69．7

59 � ニトロジャーニー 牡3栗 56 横山 武史 TNレーシング 武井 亮 米 WinStar

Farm, LLC 484－ 61：13．7クビ 8．3�
611 ベアエクセレント 牝3黒鹿54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 佐藤牧場 476－ 21：13．91 63．1�
12 サノノタルマエ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 444± 0 〃 クビ 35．1
23 ショウナンカムイ 牡3青鹿 56

53 ▲佐々木大輔国本 哲秀氏 久保田貴士 平取 二風谷ファーム 488＋ 41：14．42� 274．1�
815 ユーメイドマイデイ 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 別海 ハーモニース

トックファーム 420－ 2 〃 クビ 147．3�
714 イチザラブオー 牡3黒鹿56 的場 勇人奈良﨑孝一郎氏 的場 均 熊本 奈良﨑 孝

一郎 448＋ 81：14．5クビ 697．2�
612 サーフライド 牡3鹿 56 大野 拓弥�和田牧場 和田正一郎 日高 スマイルファーム 472＋261：14．71� 196．7�
24 アスノヒロイン 牝3黒鹿54 原田 和真佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 8 〃 ハナ 572．8�
11 パ ミ ー ラ 牝3青 54 黛 弘人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム B424＋ 21：15．12� 272．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，782，000円 複勝： 104，270，700円 枠連： 18，131，700円
馬連： 79，406，900円 馬単： 45，601，700円 ワイド： 91，945，500円
3連複： 153，739，400円 3連単： 192，174，800円 計： 741，052，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，090円 複 勝 � 1，430円 � 290円 � 570円 枠 連（4－4） 18，360円

馬 連 �� 17，180円 馬 単 �� 53，020円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 6，030円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 59，340円 3 連 単 ��� 580，520円

票 数

単勝票数 計 557820 的中 � 5514（10番人気）
複勝票数 計1042707 的中 � 17138（9番人気）� 106029（2番人気）� 47363（6番人気）
枠連票数 計 181317 的中 （4－4） 765（23番人気）
馬連票数 計 794069 的中 �� 3582（32番人気）
馬単票数 計 456017 的中 �� 645（72番人気）
ワイド票数 計 919455 的中 �� 7722（25番人気）�� 3859（40番人気）�� 18430（14番人気）
3連複票数 計1537394 的中 ��� 1943（101番人気）
3連単票数 計1921748 的中 ��� 240（690番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．7―12．7―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―34．0―46．7―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．9
3 ・（2，5）13（8，11）7（15，16）（1，3，6）9，10－（4，12）－14 4 ・（2，5）（8，13）（7，11）（1，16，6）15（3，9，10）（4，12）－14

勝馬の
紹 介

フェイマスアレグロ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．11．13 東京5着

2020．4．5生 牝3鹿 母 オーキャロル 母母 ヒカルエガオ 4戦1勝 賞金 6，720，000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） 1頭 ロサムンディー号
（非抽選馬） 4頭 テイエムガーネット号・ノーブルリスト号・ペイシャボビー号・マリノフェアレディ号

00026 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ドレミファニー 牝3栗 54 三浦 皇成青芝商事� 西田雄一郎 新ひだか 前谷 武志 476－ 21：55．8 11．3�
36 ニシノパプルブリリ 牝3黒鹿54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 462＋ 21：56．43� 2．7�
714 ナックダンス 牝3黒鹿54 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 484＋ 81：56．51 5．3�
35 ランスノーブル 牝3芦 54 内田 博幸佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 442± 01：57．56 31．6�
47 ファームフレッシュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：57．71� 23．3�
12 ジ ラ ソ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492＋ 21：57．8� 14．5	
611 カールポメロ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小西 一男 新ひだか 城地牧場 480－ 41：58．22 243．9


815 キタノパッション 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 438－ 8 〃 クビ 98．0�
612 ブルーブルースカイ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 446＋ 41：58．51� 22．5�
23 チェリーロマンス 牝3栗 54

52 △山田 敬士櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 490－ 21：58．92� 105．2
713 クラシカルタイプ 牝3鹿 54

52 △原 優介大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社
松田牧場 B454－101：59．32� 177．3�

48 コパノイノリ 牝3鹿 54 丹内 祐次小林 照弘氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 462＋ 6 〃 アタマ 59．3�
510 アドラブリーズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：59．4� 3．0�
59 バ ー ク エ ム 牝3鹿 54 石川裕紀人 �YGGホースクラブ 田島 俊明 安平 追分ファーム 456± 01：59．5クビ 24．1�
816 リボンドハピネス 牝3鹿 54 丸山 元気谷口 祐人氏 土田 稔 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 450－101：59．71� 341．8�
24 クリノミスゴールド 牝3芦 54 菅原 隆一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 440－ 42：00．76 254．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，426，500円 複勝： 58，826，200円 枠連： 17，953，900円
馬連： 76，389，000円 馬単： 34，256，700円 ワイド： 80，210，100円
3連複： 130，783，000円 3連単： 131，242，800円 計： 580，088，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 220円 � 140円 � 170円 枠 連（1－3） 700円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 460円 �� 770円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 504265 的中 � 35413（4番人気）
複勝票数 計 588262 的中 � 59446（4番人気）� 126870（1番人気）� 89155（3番人気）
枠連票数 計 179539 的中 （1－3） 19826（3番人気）
馬連票数 計 763890 的中 �� 46661（4番人気）
馬単票数 計 342567 的中 �� 8419（9番人気）
ワイド票数 計 802101 的中 �� 42385（4番人気）�� 23681（8番人気）�� 96340（1番人気）
3連複票数 計1307830 的中 ��� 49389（4番人気）
3連単票数 計1312428 的中 ��� 6341（37番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．4―13．4―12．7―12．7―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．7―52．1―1：04．8―1：17．5―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドレミファニー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．12．17 中山5着

2020．5．19生 牝3栗 母 ファニーヒロイン 母母 ファニーストーリー 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ランスノーブル号の調教師上原博之は，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。

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55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
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ジ ャ ク ソ ン 牡3鹿 56 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 492＋ 61：56．8 17．8�
611 フォードテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 沖田牧場 474－ 2 〃 ハナ 3．6�
612 アヴェッリーノ 牡3栗 56 木幡 巧也八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 486＋10 〃 クビ 18．9�
24 ホウオウプレシャス 牡3鹿 56 横山 武史小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：57．12 8．5�
48 アストロアイガー 牡3鹿 56 田辺 裕信畑佐 博氏 中舘 英二 新冠 細川農場 510－ 41：57．2クビ 15．8�
815 トロピカルタウン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 伊坂 重信 新冠 中本 隆志 466－ 41：57．3� 14．9	
36 ナイトフォールサン 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 前川 勝春 456＋101：57．62 87．5

510 モンテイゾラ 牡3鹿 56 T．バシュロ �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 494＋121：57．92 4．5�

（仏）

12 ライルアケカイ 牡3鹿 56 柴田 大知土井久美子氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 450－ 4 〃 ハナ 327．1
11 イデアテッシン 牡3青鹿56 内田 博幸益田 修一氏 上原 博之 浦河 中脇 満 502＋ 81：58．43 92．4�
47 ユイノシノビアシ 牡3鹿 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488± 01：58．82 4．9�
816 シンフォニー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士近藤 英二氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 484＋181：59．12 277．0�
59 フィールザダイヤ 牡3鹿 56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 504＋ 61：59．41� 7．8�
714 ヤマタケアオイバラ 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 前野牧場 446＋ 42：01．2大差 183．8�
23 ステキナココロ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 22：01．51� 33．8�
35 サウスシーパール 牡3栗 56 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 466＋142：02．88 198．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，740，300円 複勝： 77，793，600円 枠連： 19，347，000円
馬連： 95，783，300円 馬単： 37，005，100円 ワイド： 100，182，500円
3連複： 155，901，600円 3連単： 153，723，100円 計： 697，476，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 410円 � 160円 � 360円 枠 連（6－7） 2，230円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，940円 �� 980円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 76，070円

票 数

単勝票数 計 577403 的中 � 25862（8番人気）
複勝票数 計 777936 的中 � 41975（9番人気）� 158006（1番人気）� 50211（7番人気）
枠連票数 計 193470 的中 （6－7） 6708（11番人気）
馬連票数 計 957833 的中 �� 25899（13番人気）
馬単票数 計 370051 的中 �� 3718（34番人気）
ワイド票数 計1001825 的中 �� 31471（8番人気）�� 12869（24番人気）�� 26592（14番人気）
3連複票数 計1559016 的中 ��� 12292（41番人気）
3連単票数 計1537231 的中 ��� 1465（310番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．6―12．8―13．2―12．9―13．2―13．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．4―50．2―1：03．4―1：16．3―1：29．5―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ク ソ ン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 New Approach デビュー 2022．11．19 東京5着

2020．4．17生 牡3鹿 母 プードルデコール 母母 ミセススノー 3戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ヤマタケアオイバラ号の騎手岩部純二は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・9番）

アヴェッリーノ号の騎手木幡巧也は，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〕 サウスシーパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月8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。
（非当選馬） 1頭 サンクメダイユ号
※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。

00028 1月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （5中山1） 第3日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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3：10．2良・良

69 スマートキャノン 牡4栗 59
57 ▲小牧加矢太大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 472＋ 63：15．4 3．3�

11 � ビクトリーシューズ 牡6芦 60 難波 剛健呉本 昌時氏 中村 直也 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 23：15．5� 25．0�
57 ブルメンダール 牡5青 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 83：15．71� 4．4�
711� オノーレペスカ 牝7青 58 草野 太郎三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B456－ 43：15．8	 57．5�
813 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 462＋ 63：19．6大差 3．5�
610 ヤップヤップヤップ 牡7栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 458± 03：22．0大差 10．3	
45 � 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＋ 23：23．48 102．4

814 セイウンフィーバー 牡4芦 59 鈴木 慶太西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 456＋123：23．93 259．8�
34 ホッコーライデン 牡9黒鹿60 金子 光希北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 530＋ 43：24．11� 243．4
33 ピースディオン 牡6鹿 60 伴 啓太久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494＋ 23：25．16 25．8�
22 ヴェスターヴァルト �6鹿 60 西村 太一 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 （競走中止） 51．2�
46 アイアムハヤスギル 牡7黒鹿60 上野 翔堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 478＋ 4 （競走中止） 24．8�
58 ショウナンタイジュ 牡4青鹿59 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 492＋22 （競走中止） 46．5�
712 グラスディアブロ 牡6鹿 60 大江原 圭半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 476± 0 （競走中止） 6．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，450，400円 複勝： 43，339，500円 枠連： 15，401，400円
馬連： 59，857，100円 馬単： 29，252，400円 ワイド： 54，953，200円
3連複： 110，099，000円 3連単： 127，209，700円 計： 482，562，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 480円 � 190円 枠 連（1－6） 3，580円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 25，430円

票 数

単勝票数 計 424504 的中 � 100778（1番人気）
複勝票数 計 433395 的中 � 111151（1番人気）� 16484（7番人気）� 56854（4番人気）
枠連票数 計 154014 的中 （1－6） 3330（10番人気）
馬連票数 計 598571 的中 �� 10401（13番人気）
馬単票数 計 292524 的中 �� 3195（23番人気）
ワイド票数 計 549532 的中 �� 10363（15番人気）�� 42985（2番人気）�� 12162（14番人気）
3連複票数 計1100990 的中 ��� 24572（9番人気）
3連単票数 計1272097 的中 ��� 3626（73番人気）
上り 1マイル 1：51．0 4F 53．7－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

スマートキャノン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．10．24 東京12着

2019．3．13生 牡4栗 母 スマートアリシア 母母 スマートダイス 障害：4戦1勝 賞金 13，890，000円
〔競走中止〕 ヴェスターヴァルト号は，2周目3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。

グラスディアブロ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4号障害〔竹柵〕手前で競走中
止。
アイアムハヤスギル号は，2周目4号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。
ショウナンタイジュ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

〔制裁〕 ビクトリーシューズ号の騎手難波剛健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ショウナンタイジュ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目5号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。
〔その他〕 ピースディオン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースディオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月8日まで出走できない。



00029 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．0

良
良

11 ロ ゼ ル 牡3青鹿56 横山 武史田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 460＋102：15．3 3．5�
12 ボールドステート 牡3青鹿 56

55 ☆永野 猛蔵増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 474－ 2 〃 クビ 71．2�
713 ラファドゥラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：15．93� 5．2�
24 シーズオブホープ 牡3鹿 56 木幡 巧也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484＋ 82：16．43 36．6�

612 ララテロワール 牡3黒鹿56 菅原 明良フジイ興産� 大竹 正博 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 クビ 22．5�
（法942）

48 ジ ュ ド ー 牡3栗 56 T．バシュロ 	シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478± 02：16．5クビ 3．1

（仏）

611 ドゥフレーシュ 牡3鹿 56 杉原 誠人橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 28．8�
816 クールサムタイム 牡3青鹿56 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 480－ 22：16．6クビ 92．0�
510 ドーバーホーク 牡3鹿 56 北村 宏司嶋田 賢氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 476＋ 82：16．81� 9．6
47 シルバープリペット 牡3芦 56

54 △原 優介	ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 松田牧場 458＋ 62：17．01� 79．5�
59 セ ン ツ イ 牡3黒鹿56 木幡 初也	菅井牧場 竹内 正洋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 492＋ 82：17．1� 263．8�
35 ロッカフラダンサー 牡3鹿 56 横山 和生山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：17．2� 61．3�
714 フクシマブルース 牝3芦 54 嶋田 純次西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 42：17．3� 326．9�
815 レアリーズレーヴ 牝3芦 54 M．デムーロ �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 476－ 8 〃 アタマ 7．8�
23 サンマルグレイト 牡3鹿 56 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 444＋ 22：17．93� 48．6�
36 ウインペルセ 牡3栗 56 丸山 元気�ウイン 金成 貴史 浦河 福田牧場 462＋102：18．11� 109．7�
817 ゲットザナック 牝3芦 54 戸崎 圭太 	ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 438± 02：21．5大差 32．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 63，915，700円 複勝： 87，216，700円 枠連： 24，054，200円
馬連： 98，303，900円 馬単： 43，502，200円 ワイド： 112，002，300円
3連複： 175，408，500円 3連単： 178，319，300円 計： 782，722，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 1，190円 � 190円 枠 連（1－1） 11，400円

馬 連 �� 12，020円 馬 単 �� 18，310円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 500円 �� 6，710円

3 連 複 ��� 24，420円 3 連 単 ��� 143，160円

票 数

単勝票数 計 639157 的中 � 145478（2番人気）
複勝票数 計 872167 的中 � 154334（2番人気）� 13642（12番人気）� 133926（3番人気）
枠連票数 計 240542 的中 （1－1） 1634（30番人気）
馬連票数 計 983039 的中 �� 6335（33番人気）
馬単票数 計 435022 的中 �� 1781（52番人気）
ワイド票数 計1120023 的中 �� 10355（28番人気）�� 62943（3番人気）�� 4060（54番人気）
3連複票数 計1754085 的中 ��� 5386（67番人気）
3連単票数 計1783193 的中 ��� 903（375番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．4―12．3―12．8―12．6―12．8―12．4―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―36．1―48．4―1：01．2―1：13．8―1：26．6―1：39．0―1：51．0―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3

8－10－（2，11）（12，13）－（5，7）15（1，4）9（6，16）－（3，14）－17
8（2，10）（5，11，13）1（4，12，7）6（9，15）（16，14，3）－17

2
4
8＝10（2，11）13（5，12）7，1（4，15）（6，9）（16，14）3，17
8，2（11，13）（10，1，12）（5，7）（4，9）15（16，14，3）6＝17

勝馬の
紹 介

ロ ゼ ル �
�
父 シルバーステート �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．8．6 新潟4着

2020．3．20生 牡3青鹿 母 レーヌユニヴェール 母母 ペプチドネオパレス 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 ロゼル号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲットザナック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月8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 ブルーリヴァーサル号
（非抽選馬） 1頭 キラメクホシ号
※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。

00030 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 オルソビアンコ 牝3鹿 54 田辺 裕信子安 裕樹氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 384 ―2：03．1 40．8�
713 リュクススティール 牡3鹿 56 横山 和生田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 ハナ 5．6�
48 オクタヴィアヌス 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 木村 哲也 白老 社台牧場 508 ―2：03．3� 10．6�
47 ダ ッ ト 牝3黒鹿 54

52 △原 優介鈴木 康弘氏 小手川 準 日高 奥山牧場 432 ―2：03．51� 26．1�
11 ラスブリサス 牡3栗 56 戸崎 圭太多田 賢司氏 中川 公成 浦河 林 孝輝 518 ―2：03．6� 3．3�
23 エ リ ソ ン 牡3鹿 56 T．バシュロ吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 510 ―2：04．12� 12．9�

（仏）

59 レヴィーアキング 牡3鹿 56 松岡 正海奥田 貴敏氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 492 ― 〃 クビ 6．3	
24 アワビキング 牡3鹿 56 木幡 巧也陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 468 ―2：04．52 174．3

35 � レッドアーバイン 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 手塚 貴久 英 Meon Val-

ley Stud 492 ― 〃 同着 4．7�
816 ビーチブルース 牡3鹿 56

54 △山田 敬士井上 久光氏 松永 康利 新ひだか 田中 春美 466 ―2：04．6� 260．8
612 ゼ ッ タ イ 牝3鹿 54 菊沢 一樹菅藤 孝雄氏 村田 一誠 日高 千葉飯田牧場 414 ―2：04．81� 148．1�
817 ブレストサンダー 牡3鹿 56 丹内 祐次山藤賢� 加藤 征弘 新冠 小泉牧場 480 ―2：04．9クビ 130．1�
714 リアルデグニティ 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 542 ―2：05．0� 19．6�
815 イ ノ セ ン ス 牝3鹿 54 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 新ひだか 折手牧場 468 ―2：05．1� 14．8�
12 ナ ビ ー 牝3青鹿54 田中 勝春田中 春美氏 鹿戸 雄一 浦河 江谷牧場 462 ―2：05．73� 100．1�
36 ウインネモフィラ 牝3芦 54

52 △小林 脩斗�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 420 ―2：17．4大差 107．0�
510 ウインプリームス 牝3黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 456 ―2：17．93 113．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 65，497，200円 複勝： 73，517，100円 枠連： 21，606，900円
馬連： 89，354，500円 馬単： 36，790，800円 ワイド： 89，130，700円
3連複： 137，380，000円 3連単： 130，369，400円 計： 643，646，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，080円 複 勝 � 890円 � 230円 � 250円 枠 連（6－7） 3，950円

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 17，920円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 3，590円 �� 920円

3 連 複 ��� 24，070円 3 連 単 ��� 242，350円

票 数

単勝票数 計 654972 的中 � 12842（10番人気）
複勝票数 計 735171 的中 � 17750（10番人気）� 94708（4番人気）� 83457（5番人気）
枠連票数 計 216069 的中 （6－7） 4230（19番人気）
馬連票数 計 893545 的中 �� 7403（35番人気）
馬単票数 計 367908 的中 �� 1539（68番人気）
ワイド票数 計 891307 的中 �� 8260（35番人気）�� 6255（40番人気）�� 25859（11番人気）
3連複票数 計1373800 的中 ��� 4279（82番人気）
3連単票数 計1303694 的中 ��� 390（620番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．5―12．5―13．4―11．6―11．7―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．8―50．3―1：03．7―1：15．3―1：27．0―1：38．9―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1
1
3

7，1－（13，5）－（4，15）8，3（11，16）12，17，14（2，9）＝6＝10・（7，1）（13，5，9）－15（4，11）8（3，16，17）（12，2，14）＝6，10
2
4

・（7，1）－（13，5）－（4，15）（3，8）（11，16）（12，17，9）（2，14）＝6＝10
7，1（13，5，9）11（4，15，8）－3（12，16，17）14，2＝6－10

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オルソビアンコ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．5．2生 牝3鹿 母 セウアズール 母母 シ ャ ピ ー ラ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ブレストサンダー号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔その他〕 ラスブリサス号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインネモフィラ号・ウインプリームス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月

8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。
（非当選馬） 1頭 フォスティーヌ号
※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。



00031 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 バーリンギャップ 牝4芦 55 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：54．4 5．3�
12 リトルポピー 牝4芦 55 T．バシュロ �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 61：54．92� 3．5�
（仏）

816 フ ミ チ ャ ン 牝5芦 56 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B486＋ 21：55．0� 11．5�
510 チ ャ プ リ 牝4栗 55 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高木 登 浦河 梅田牧場 458－16 〃 クビ 8．5�
48 クインズミモザ 牝5鹿 56 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 514± 01：55．1クビ 5．9	
611 アイソウザスター 牝5鹿 56

54 △横山 琉人吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 490＋ 41：55．2� 34．6

612 タマモバンケット 牝4芦 55 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 484± 01：55．52 5．5�
47 ハローサブリナ 牝4鹿 55

54 ☆永野 猛蔵小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 528＋ 81：55．71 61．5�
24 ブライズルーム 牝5黒鹿56 M．デムーロ�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 81：55．91 24．5
714 ラブエスポー 牝6鹿 56

54 △原 優介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B460± 01：56．11� 34．0�
59 � ココリジャスミン 牝7栗 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B496＋10 〃 ハナ 356．4�
11 スノーハレーション 牝5芦 56

53 ▲佐々木大輔�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：56．2クビ 89．7�
713 キ ュ ン 牝5黒鹿56 大野 拓弥 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 21：56．84 90．2�
815 ファンタジア 牝4黒鹿55 横山 和生石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 81：56．9� 13．1�
23 チャーチャンテン 牝5黒鹿 56

53 ▲土田 真翔田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 428＋ 31：58．17 435．4�
35 � ネイチャーミヤビ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 浦河 金石牧場 522＋161：59．48 111．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，774，200円 複勝： 95，167，000円 枠連： 23，904，600円
馬連： 112，873，200円 馬単： 43，130，100円 ワイド： 114，633，400円
3連複： 195，585，800円 3連単： 188，214，800円 計： 841，283，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 150円 � 250円 枠 連（1－3） 1，180円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，110円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 18，750円

票 数

単勝票数 計 677742 的中 � 100603（2番人気）
複勝票数 計 951670 的中 � 111704（4番人気）� 190840（1番人気）� 86140（5番人気）
枠連票数 計 239046 的中 （1－3） 15583（4番人気）
馬連票数 計1128732 的中 �� 70910（1番人気）
馬単票数 計 431301 的中 �� 11998（4番人気）
ワイド票数 計1146334 的中 �� 60747（2番人気）�� 25418（16番人気）�� 37243（9番人気）
3連複票数 計1955858 的中 ��� 36677（11番人気）
3連単票数 計1882148 的中 ��� 7275（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．8―50．9―1：03．4―1：16．0―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

バーリンギャップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．12．18 中山7着

2019．2．8生 牝4芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 5戦2勝 賞金 13，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キアヌマウナ号
※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。

00032 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

23 � ダ ル ダ ヌ ス 牡4鹿 58 戸崎 圭太�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 548－ 21：11．7 3．0�

11 トーセンニック 牡5栗 58 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 474＋ 81：11．8クビ 5．5�

48 スマイルアップ 牝4芦 56 内田 博幸馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 452＋141：12．01� 36．1�
510 カ リ カ 牝4芦 56 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 490＋ 81：12．32 18．0�
24 フォトスフィア 牡4栗 58 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 4 〃 クビ 14．2	
816 ベアグッジョブ 牡4鹿 58 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 B514＋ 81：12．4� 37．5

12 ヤンチャプリヒメ 牝7鹿 56 黛 弘人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B456＋ 4 〃 ハナ 67．5�
35 ヤマニンエルモサ 牝6鹿 56 大野 拓弥土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 480－ 4 〃 アタマ 157．8�
47 � カンパニョーラ 牝4鹿 56 津村 明秀辻 高史氏 伊坂 重信 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－101：12．5クビ 63．3
36 カ リ ュ ウ 牝4鹿 56

54 △小林 脩斗林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 432± 01：12．6� 2．6�
714 クリノアンカーマン �6鹿 58

57 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 462－ 61：13．45 423．4�
713 カップッチョ 牡6鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478＋ 2 〃 ハナ 188．3�
815� トーアアネラ 牝5鹿 56 江田 照男高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 470＋101：13．5� 269．0�
611 モ ネ 牝4栗 56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：13．82 8．8�
612� ブ リ ラ ー ノ 牝4鹿 56 丸山 元気前田 清二氏 土田 稔 浦河 フクオカファーム 502＋ 61：14．33 71．7�
59 カ ー ド 牝5黒鹿56 菊沢 一樹井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム B460＋101：14．93� 135．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，016，500円 複勝： 82，876，500円 枠連： 25，445，400円
馬連： 121，133，300円 馬単： 54，270，600円 ワイド： 120，678，000円
3連複： 189，998，000円 3連単： 225，757，000円 計： 889，175，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 180円 � 600円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，630円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 29，720円

票 数

単勝票数 計 690165 的中 � 180314（2番人気）
複勝票数 計 828765 的中 � 155560（2番人気）� 126676（3番人気）� 26362（8番人気）
枠連票数 計 254454 的中 （1－2） 28091（3番人気）
馬連票数 計1211333 的中 �� 111851（3番人気）
馬単票数 計 542706 的中 �� 30562（4番人気）
ワイド票数 計1206780 的中 �� 87914（3番人気）�� 18084（17番人気）�� 11845（22番人気）
3連複票数 計1899980 的中 ��� 14807（29番人気）
3連単票数 計2257570 的中 ��� 5507（85番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダ ル ダ ヌ ス �
�
父 Dutch Art �

�
母父 Invincible Spirit

2019．2．6生 牡4鹿 母 シ ー テ ィ ス 母母 Serres 5戦1勝 賞金 13，500，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヤンチャプリヒメ号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和5年1月21日から令和5年1月
29日まで騎乗停止。（被害馬：12番）

※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 シルバーキングダム号・デルマジゾウ号・マイアミュレット号



00033 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ ち く

朱 竹 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

11 ニジュウダンサー 牝3鹿 54 横山 武史前迫 義幸氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 464＋ 41：08．8 8．5�
812 スプレモフレイバー 牡3鹿 56 田辺 裕信尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474± 01：09．01 3．4�
33 クリノゴッホ 牡3鹿 56 丹内 祐次栗原 正雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：09．1� 3．8�
44 エコロレジーナ 牝3鹿 54 菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 日高 荒井ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 23．3�
56 スムースベルベット 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 486－ 21：09．63� 7．7�
710 レイフォール 牡3青鹿56 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 468－ 41：09．81� 46．2	
68 ロッソランパンテ 牝3鹿 54 勝浦 正樹堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 470＋10 〃 クビ 116．7

811 クールムーア 牡3鹿 56 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466＋ 41：09．9クビ 5．3�
22 モンサンスヴニール 牝3青鹿54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468＋ 41：10．11� 40．8�
79 	 ソフィアエール 牝3黒鹿54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 英 Healthy

Wood Co. Ltd 422± 0 〃 クビ 8．2
55 デイドリームビーチ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 444± 0 〃 ハナ 82．5�
67 サイモンオリーブ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：10．63 29．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 74，379，400円 複勝： 93，929，700円 枠連： 29，675，700円
馬連： 143，499，400円 馬単： 59，995，100円 ワイド： 128，273，200円
3連複： 225，526，500円 3連単： 267，974，700円 計： 1，023，253，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 140円 � 150円 枠 連（1－8） 1，130円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 610円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 14，950円

票 数

単勝票数 計 743794 的中 � 69907（6番人気）
複勝票数 計 939297 的中 � 89066（6番人気）� 202065（1番人気）� 178564（2番人気）
枠連票数 計 296757 的中 （1－8） 20334（5番人気）
馬連票数 計1434994 的中 �� 65388（8番人気）
馬単票数 計 599951 的中 �� 11076（17番人気）
ワイド票数 計1282732 的中 �� 52113（7番人気）�� 51198（8番人気）�� 109360（1番人気）
3連複票数 計2255265 的中 ��� 70724（6番人気）
3連単票数 計2679747 的中 ��� 12993（41番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．2―45．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 ・（4，10）（1，6）（2，7）（3，8，9）（12，11）5 4 4（1，6，10）（3，2）（12，8）（5，7）9，11

勝馬の
紹 介

ニジュウダンサー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Lion Heart デビュー 2022．10．8 東京2着

2020．3．6生 牝3鹿 母 カクタスペア 母母 Cactus Belle 4戦2勝 賞金 18，973，000円
〔発走状況〕 デイドリームビーチ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デイドリームビーチ号は，令和5年1月9日から令和5年1月29日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

00034 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第10競走 ��1，600�
わかしお

若潮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，R4．1．8以降R4．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

710 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡5鹿 57 菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 476＋161：32．7 3．4�

44 ジ ネ ス ト ラ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 ハナ 4．5�
22 アールバロン 牡5鹿 55 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 506－ 21：33．23 5．3�
56 フィールシンパシー 牝4鹿 53 横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：33．52 7．9�
811 クロスマジェスティ 牝4鹿 54 柴田 善臣辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 468－ 21：33．81� 25．6	
11 ヤマニンペダラーダ 牡9黒鹿54 吉田 豊土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 486－ 21：33．9� 96．8

812 ウインエクレール 牝4鹿 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 21：34．01 8．1�
79 アールクインダム 牝6黒鹿53 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 486＋ 41：34．1クビ 67．9�
67 シ ャ チ 牡6鹿 51 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B472－ 2 〃 ハナ 35．2
68 レディバランタイン 牝4鹿 52 丹内 祐次丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474－ 21：34．63 26．2�
55 ユキノファラオ 牡5鹿 55 田辺 裕信井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：34．91� 19．5�
33 ハーモニーマゼラン 牡6鹿 57 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 520－ 41：35．22 8．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 96，617，100円 複勝： 136，427，300円 枠連： 35，058，700円
馬連： 213，891，500円 馬単： 81，492，100円 ワイド： 177，852，700円
3連複： 338，450，500円 3連単： 391，361，500円 計： 1，471，151，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 170円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 310円 �� 470円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 966171 的中 � 225561（1番人気）
複勝票数 計1364273 的中 � 269301（1番人気）� 233136（2番人気）� 181969（3番人気）
枠連票数 計 350587 的中 （4－7） 43035（1番人気）
馬連票数 計2138915 的中 �� 235050（1番人気）
馬単票数 計 814921 的中 �� 51082（1番人気）
ワイド票数 計1778527 的中 �� 157524（1番人気）�� 92189（3番人気）�� 96152（2番人気）
3連複票数 計3384505 的中 ��� 185426（1番人気）
3連単票数 計3913615 的中 ��� 48715（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．3―46．9―58．4―1：09．7―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ゾ ン ニ ッ ヒ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．4．25 阪神6着

2018．4．12生 牡5鹿 母 エンドレスノット 母母 ウィキウィキ 14戦4勝 賞金 69，895，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ウインエクレール号の騎手松岡正海は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

クロスマジェスティ号の騎手柴田善臣は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
ジネストラ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

２レース目



00035 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；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1，200万円毎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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

69 ニューモニュメント 牡7鹿 58 小崎 綾也前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 492－ 41：51．9 3．8�
11 ウィリアムバローズ 牡5鹿 58 三浦 皇成猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 498＋10 〃 クビ 3．0�
33 アシャカトブ 牡7栗 59 丹内 祐次吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 498－ 61：52．43 16．2�
610 ルコルセール 牡5鹿 57 横山 武史�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 530＋ 61：52．5クビ 8．9�
34 	 アメリカンフェイス 牡6栗 57 T．バシュロ �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 522＋141：52．6
 66．8�
（仏）

45 キタノヴィジョン 牡6鹿 58 吉田 豊北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 500＋ 41：52．81� 16．7	
712 リッターシュラーク 牡6黒鹿57 宮崎 北斗ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中川 公成 新冠 オリエント牧場 528＋121：52．9
 111．3

814 ル リ ア ン 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520－ 61：53．0
 7．6�
22 ケンシンコウ 牡6鹿 59 田辺 裕信天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 500＋ 41：53．32 8．9
711 タガノディアマンテ 牡7栗 59 丸山 元気八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 6 〃 クビ 72．7�
57 ワ ー ケ ア 牡6鹿 57 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 21：53．4アタマ 18．2�
58 ディアセオリー 牡6鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ B502＋ 61：53．72 18．1�
813	 ニュートンテソーロ 牡6鹿 57 原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 WinStar
Farm, LLC B502－ 61：53．8クビ 212．3�

46 メイショウムラクモ 牡5鹿 58 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 494－ 21：54．43
 33．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 172，416，700円 複勝： 227，419，400円 枠連： 99，747，100円
馬連： 472，443，300円 馬単： 171，258，400円 ワイド： 357，399，900円
3連複： 877，137，900円 3連単： 1，057，825，100円 計： 3，435，647，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 300円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 290円 �� 790円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計1724167 的中 � 359330（2番人気）
複勝票数 計2274194 的中 � 509463（1番人気）� 460311（2番人気）� 140626（7番人気）
枠連票数 計 997471 的中 （1－6） 143207（1番人気）
馬連票数 計4724433 的中 �� 569136（1番人気）
馬単票数 計1712584 的中 �� 89877（2番人気）
ワイド票数 計3573999 的中 �� 354045（1番人気）�� 108175（11番人気）�� 110871（9番人気）
3連複票数 計8771379 的中 ��� 261006（4番人気）
3連単票数 計10578251 的中 ��� 72946（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．8―12．5―12．6―12．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―49．6―1：02．1―1：14．7―1：27．2―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニューモニュメント �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 阪神6着

2016．4．6生 牡7鹿 母 ア ン ナ ー タ 母母 シアーリーズン 30戦6勝 賞金 178，921，000円
※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。

00036 1月8日 晴 良 （5中山1） 第3日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右・外）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

24 アバンチュリエ 牡4栗 57 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：33．9 5．3�
36 スリートップキズナ 牡5黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464－ 81：34．0� 7．7�
11 ティーガーデン 牡4黒鹿57 T．バシュロ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512± 01：34．21� 2．8�

（仏）

59 ジ ャ ッ カ ル 牡5青鹿58 菅原 明良平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 506＋ 41：34．41� 19．8�
48 スーパーホープ 牡5黒鹿58 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506－10 〃 クビ 8．0	
35 ヤ ウ ガ ウ �6鹿 58

55 ▲佐々木大輔 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：34．71	 210．3


23 ニシノオイカゼ 牡5黒鹿58 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 476＋ 2 〃 ハナ 120．1�
611 アップストリーム 牝5黒鹿56 石川裕紀人下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 474－ 2 〃 ハナ 34．7�
713 ペドラフォルカ 牝5鹿 56 石橋 脩下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 474＋10 〃 ハナ 43．1
714 ファロロジー 牝4鹿 55 M．デムーロ水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 460－ 81：34．8� 29．0�
612
 サンデイビス 牡5芦 58 江田 照男 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 514－ 41：34．9� 78．3�
47 ゲンパチアイアン 牡6鹿 58 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 498＋ 81：35．11� 33．5�
510 ア ル マ マ 牡7芦 58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 486＋ 4 〃 クビ 4．3�
816 ラキャラントシス 牝6栗 56

54 ◇藤田菜七子�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 482－ 21：35．3	 59．9�
815 エクレアスピード �7鹿 58

56 △原 優介李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 480＋12 〃 クビ 125．5�
12 ド ゥ リ ト ル 牡8黒鹿 58

56 △横山 琉人大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋121：36．25 244．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 104，953，800円 複勝： 137，074，600円 枠連： 46，013，900円
馬連： 217，813，400円 馬単： 87，303，500円 ワイド： 196，123，300円
3連複： 368，257，400円 3連単： 437，394，600円 計： 1，594，934，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（2－3） 2，450円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 670円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 10，670円

票 数

単勝票数 計1049538 的中 � 157390（3番人気）
複勝票数 計1370746 的中 � 186263（3番人気）� 162546（4番人気）� 299538（1番人気）
枠連票数 計 460139 的中 （2－3） 14512（11番人気）
馬連票数 計2178134 的中 �� 76558（8番人気）
馬単票数 計 873035 的中 �� 16361（15番人気）
ワイド票数 計1961233 的中 �� 71135（8番人気）�� 133779（2番人気）�� 105271（5番人気）
3連複票数 計3682574 的中 ��� 187611（3番人気）
3連単票数 計4373946 的中 ��� 29719（24番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．1―11．4―11．8―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．5―45．9―57．7―1：09．6―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アバンチュリエ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．27 東京1着

2019．1．20生 牡4栗 母 パ ン デ イ ア 母母 ムーンライトダンス 10戦3勝 賞金 38，606，000円
〔騎手変更〕 サンデイビス号の騎手上野翔は，第4競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔発走状況〕 アバンチュリエ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アバンチュリエ号は，令和5年1月9日から令和5年1月29日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 ケルンキングダム号
※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。

４レース目



（5中山1）第3日 1月8日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 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

218，210，000円
34，910，000円
1，270，000円
27，970，000円
83，200，000円
5，803，500円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
920，969，800円
1，217，858，300円
376，340，500円
1，780，748，800円
723，858，700円
1，623，384，800円
3，058，267，600円
3，481，566，800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 13，182，995，300円

総入場人員 14，148名 （有料入場人員 13，689名）
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