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00049 1月14日 曇 良 （5中山1） 第5日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

59 シュヴァルツリーベ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 清水 リトルブルーファーム 440－ 41：12．0 1．9�

816 レアジーニアス 牝3芦 54 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：12．85 21．9�
48 ド ナ ル ビ ー 牝3黒鹿54 木幡 巧也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444＋ 41：13．54 31．6�
510 ラクサパーナ 牝3栗 54 杉原 誠人 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 436＋10 〃 クビ 22．0�
612 ダイナマイトレディ 牝3栗 54 柴田 大知飯田総一郎氏 南田美知雄 清水 小野瀬 竜馬 462＋ 6 〃 ハナ 105．9	
12 クウレイナニ 牝3栗 54 三浦 皇成小林 由明氏 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 450－ 21：13．81� 111．8

24 シャインジュエリー 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476－ 61：13．9� 7．3�
36 キイロノトマト 牝3栗 54

52 △山田 敬士江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 430－ 81：14．0� 84．5�
815 フルーツサンド 牝3栗 54 木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 クリアファーム 424＋ 41：14．32 451．5
713 シ ー ギ リ ア 牝3黒鹿54 田辺 裕信細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 452－ 21：14．4� 12．1�
714 ロサムンディー 牝3黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 454＋ 41：14．61� 325．8�
611 レオパルツェ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 城地牧場 420－10 〃 ハナ 100．7�
11 パ ル フ ュ メ 牝3鹿 54 横山 武史大冨 智弘氏 岩戸 孝樹 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 21：14．8� 3．3�
35 マリノフェアレディ 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵矢野 雅子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 430－ 6 〃 ハナ 265．3�
47 ペイシャキネマ 牝3栗 54

52 △横山 琉人北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 422＋ 81：14．91 35．1�
23 マ ー ニ ャ 牝3栗 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 428± 01：15．0� 208．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，429，100円 複勝： 83，145，900円 枠連： 16，607，300円
馬連： 74，282，000円 馬単： 34，553，900円 ワイド： 73，769，600円
3連複： 116，262，800円 3連単： 134，679，700円 計： 581，730，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 320円 � 480円 枠 連（5－8） 1，730円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 550円 �� 580円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 15，680円

票 数

単勝票数 計 484291 的中 � 203827（1番人気）
複勝票数 計 831459 的中 � 447384（1番人気）� 35091（5番人気）� 21340（7番人気）
枠連票数 計 166073 的中 （5－8） 7435（6番人気）
馬連票数 計 742820 的中 �� 37485（4番人気）
馬単票数 計 345539 的中 �� 12733（6番人気）
ワイド票数 計 737696 的中 �� 35740（4番人気）�� 33575（5番人気）�� 5029（28番人気）
3連複票数 計1162628 的中 ��� 14587（18番人気）
3連単票数 計1346797 的中 ��� 6225（45番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―47．1―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルツリーベ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 スパイキュール デビュー 2022．10．1 中山3着

2020．2．29生 牝3黒鹿 母 クロエチャン 母母 トレローニー 4戦1勝 賞金 10，180，000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。
（非抽選馬） 2頭 カンタベリースワン号・ネオスウィープ号

00050 1月14日 曇 良 （5中山1） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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 ホウオウカブキ 牡3黒鹿56 T．バシュロ小笹 芳央氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム B474－ 21：54．7 6．5�
（仏）

611 レイズカイザー 牡3鹿 56 田辺 裕信吉井 盛治氏 田村 康仁 浦河 梅田牧場 516＋ 21：54．8� 1．6�
510 ヴェールトゥマラン 牡3鹿 56 江田 照男落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 谷川牧場 488± 01：56．07 10．6�
612 ナムラテディー 牡3芦 56 津村 明秀奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム B464－ 61：56．11 9．5�
815 ソ ム リ エ 牡3鹿 56

54 △横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 450± 01：56．31 266．2�
24 サンクメダイユ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：56．72� 24．8	
714 ウイキャンファイト 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 
スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B468＋ 41：57．02 172．2�
12 イーデンテソーロ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー

ム株式会社 462＋ 21：57．31� 142．7�
48 ホウオウエニシ 牡3鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：57．4� 29．6
36 ベッケンバウアー 牡3鹿 56 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－ 41：57．61 272．8�
23 アスクビックヴァン 牡3青鹿56 北村 宏司廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 マリオステー

ブル 526－ 41：57．71 34．2�
816 プレサージオ 牡3鹿 56 横山 武史吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 456－ 41：58．02 8．5�
59 リワードメラン 牡3青 56 横山 典弘宮﨑 冴子氏 村田 一誠 浦河 有限会社

リワード 478＋ 21：58．2� 43．1�
35 ファーレンジョー 牡3黒鹿56 柴田 善臣ダイヤストーン組合 中野 栄治 新冠 シンカンファーム 454＋ 61：59．05 431．3�
11 ショーエース 牡3黒鹿56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 482－ 61：59．32 301．6�
47 ライヴソルト 牡3黒鹿56 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか グランド牧場 422＋141：59．82� 124．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，669，700円 複勝： 114，482，800円 枠連： 12，395，600円
馬連： 59，875，500円 馬単： 34，747，300円 ワイド： 62，333，300円
3連複： 97，690，100円 3連単： 125，227，400円 計： 552，421，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 260円 �� 840円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 456697 的中 � 55392（2番人気）
複勝票数 計1144828 的中 � 70291（3番人気）� 771779（1番人気）� 71681（2番人気）
枠連票数 計 123956 的中 （6－7） 18424（3番人気）
馬連票数 計 598755 的中 �� 83987（1番人気）
馬単票数 計 347473 的中 �� 16166（5番人気）
ワイド票数 計 623333 的中 �� 64669（3番人気）�� 15962（10番人気）�� 69146（2番人気）
3連複票数 計 976901 的中 ��� 57355（4番人気）
3連単票数 計1252274 的中 ��� 10137（28番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．6―13．2―12．9―12．8―12．9―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．9―50．1―1：03．0―1：15．8―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウカブキ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．12．17 中山9着

2020．1．28生 牡3黒鹿 母 ビキニブロンド 母母 モンローブロンド 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライヴソルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月14日まで平地競走に

出走できない。
※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 中山競馬 第５日



00051 1月14日 小雨 良 （5中山1） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10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

816 タ リ エ シ ン 牡3鹿 56 M．デムーロ野田 努氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436± 01：12．5 2．5�
815 スーパーリベロ �3栗 56

55 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 41：12．71 4．7�
24 � ザングウィル 牡3鹿 56 T．バシュロゴドルフィン 大竹 正博 愛 J. Lenihan 508＋101：13．02 4．3�

（仏）

611 テイエムガーネット 牝3栗 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 対馬 正 464－ 4 〃 クビ 18．6�
35 ドウダンミッチー 牡3栗 56 木幡 初也茂木 国久氏 武市 康男 浦河 大道牧場 468－ 21：13．74 11．6�
510 グレートキングベア 牡3栗 56

54 △横山 琉人山崎 泰博氏 鈴木 伸尋 日高 新井 弘幸 452－ 21：14．55 29．5	
12 � シティオブハンター 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 米 Waymore
LLC B492－ 41：14．6� 70．2


47 サルトルーヴィル 牡3鹿 56 津村 明秀 �ニッシンホール
ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 21：14．81� 6．3�

713 ペイシャボビー 牡3鹿 56 横山 和生北所 直人氏 小西 一男 新ひだか 友田牧場 508－ 61：14．9� 35．7
612 ナムラオードリー 牝3黒鹿54 江田 照男奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム 434－ 41：15．0	 266．7�
48 イヌハワントナク 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二熊澤 浩樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 516＋141：15．1クビ 227．7�
11 ビターモンスター 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 450＋ 21：15．2	 224．2�
714 エスカッション 牡3鹿 56

53 ▲土田 真翔米津 佳昭氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 480＋ 21：15．62	 66．4�
59 サワヤカサワチャン 牝3鹿 54 柴田 大知荒井 城志氏 南田美知雄 新冠 竹中牧場 476－ 41：16．98 317．5�
36 アオイサロン 牝3鹿 54 嶋田 純次鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 市川フアーム 470＋ 21：17．21� 332．8�
23 タ タ ー ガ タ 牝3鹿 54 木幡 巧也程田 真司氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 466＋ 21：18．79 116．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，484，100円 複勝： 53，246，800円 枠連： 15，659，500円
馬連： 62，734，700円 馬単： 28，079，800円 ワイド： 62，352，000円
3連複： 99，604，400円 3連単： 104，563，400円 計： 467，724，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（8－8） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 510円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 414841 的中 � 131642（1番人気）
複勝票数 計 532468 的中 � 147358（1番人気）� 89031（2番人気）� 69958（4番人気）
枠連票数 計 156595 的中 （8－8） 22546（3番人気）
馬連票数 計 627347 的中 �� 94166（1番人気）
馬単票数 計 280798 的中 �� 20954（1番人気）
ワイド票数 計 623520 的中 �� 70839（1番人気）�� 51378（3番人気）�� 28071（6番人気）
3連複票数 計 996044 的中 ��� 87877（1番人気）
3連単票数 計1045634 的中 ��� 20026（3番人気）

ハロンタイム 11．9―11．2―12．3―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．1―35．4―47．7―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ リ エ シ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2022．6．12 函館4着

2020．4．2生 牡3鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 8戦1勝 賞金 13，920，000円
〔制裁〕 テイエムガーネット号の騎手武士沢友治は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
〔その他〕 アオイサロン号は，発走後まもなく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。

タターガタ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サワヤカサワチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月14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 ラブルパイル号
（非抽選馬） 1頭 サンライズアップ号
※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。

00052 1月14日 小雨 良 （5中山1） 第5日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

牝；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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 エントラップメント 牝3黒鹿54 津村 明秀�OUMA 清水 久詞 浦河 桑田牧場 442 ―1：57．9 3．4�
11 イリュージョン 牝3鹿 54 横山 和生岡田 隆寛氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 462 ― 〃 アタマ 19．5�
35 プチボヌール 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 412 ―1：58．21� 11．6�
815 シ ャ ウ ラ 牝3鹿 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 450 ―1：58．73 7．5�
612 ラ ン カ グ ア 牝3黒鹿54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450 ―1：58．8� 8．7�
24 エスジースパークル 牝3栗 54 三浦 皇成後藤 貞夫氏 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 464 ―1：59．65 13．8	
23 ル リ イ ロ 牝3鹿 54 田辺 裕信石井 輝昭氏 菊川 正達 新ひだか 土田農場 482 ―1：59．7� 5．0

816 イスラブリーサ 牝3鹿 54 菅原 明良吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 476 ―1：59．91 14．2�
611 アイヴカムバック 牝3青鹿54 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 424 ―2：00．0� 68．9�
59 ボンジュールリーゼ 牝3黒鹿54 木幡 育也田中善次郎氏 田中 剛 新冠 平山牧場 458 ―2：00．63� 110．6
48 トーセンオードリー 牝3青鹿54 吉田 豊島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 482 ―2：00．92 96．3�
510 モノノフピンク 牝3栗 54

52 △横山 琉人ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小笠 倫弘 浦河 山春牧場 454 ―2：01．85 92．7�

36 マンディブラリス 牝3栗 54 横山 武史石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 ディアレスト
クラブ 458 ―2：02．54 7．0�

47 ロ ギ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 内田 博幸大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 454 ―2：02．92 46．0�

713 ホシノシュクフク 牝3鹿 54 木幡 巧也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 432 ―2：03．11� 163．8�
12 ベルシャンソン 牝3栗 54

52 △小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西田雄一郎 新ひだか 岡田スタツド 476 ―2：04．37 41．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，457，100円 複勝： 46，220，000円 枠連： 16，408，000円
馬連： 58，848，600円 馬単： 24，983，400円 ワイド： 56，128，700円
3連複： 87，220，200円 3連単： 81，949，700円 計： 411，215，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 470円 � 240円 枠 連（1－7） 2，580円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 650円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 34，520円

票 数

単勝票数 計 394571 的中 � 90409（1番人気）
複勝票数 計 462200 的中 � 82854（1番人気）� 20585（9番人気）� 50437（3番人気）
枠連票数 計 164080 的中 （1－7） 4914（10番人気）
馬連票数 計 588486 的中 �� 14349（13番人気）
馬単票数 計 249834 的中 �� 3852（18番人気）
ワイド票数 計 561287 的中 �� 10915（16番人気）�� 23221（4番人気）�� 5597（31番人気）
3連複票数 計 872202 的中 ��� 8088（28番人気）
3連単票数 計 819497 的中 ��� 1721（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．8―51．5―1：05．4―1：18．8―1：31．7―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．1
1
3
9，3，16（2，14）15，7－6，11－5，10（13，12）1，4，8・（9，3，15，12）（14，16，5）－（2，11，1）（7，6，4）（13，8，10）

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

勝馬の
紹 介

エントラップメント �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ドリームジャーニー 初出走

2020．1．28生 牝3黒鹿 母 ルーレットクイーン 母母 ペレブラッサム 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔その他〕 ベルシャンソン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サクラグラシュー号・スライスヘリテージ号



00053 1月14日 小雨 良 （5中山1） 第5日 第5競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

714 ポルカリズム 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474 ―1：36．8 2．9�
612 ビービーラドン 牝3鹿 54 柴田 善臣�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 430 ― 〃 アタマ 6．2�
12 カフェクリア 牝3黒鹿54 石橋 脩西川 光一氏 堀 宣行 浦河 太陽牧場 466 ―1：37．33 19．1�
35 ダイシンヤマト 牡3栗 56 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 480 ― 〃 クビ 15．8�
611 レ ア リ ー ゼ 牡3青鹿56 武士沢友治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 浦河 福田牧場 458 ―1：37．4クビ 16．0	
23 ホウオウヒショウ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 アタマ 39．3

713 ム テ ィ ア ラ 牝3芦 54 M．デムーロ �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 422 ―1：37．72 8．5�
59 シルバーテーラー 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二中西 浩一氏 高橋 文雅 浦河 高野牧場 456 ― 〃 アタマ 27．9�
815 マイモーメント 牡3青鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 三嶋牧場 516 ―1：37．8� 8．9
11 ルージュセイレーン 牝3鹿 54 菅原 明良 �東京ホースレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 412 ― 〃 アタマ 13．3�
48 ジンフィンドール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 440 ―1：38．0� 18．0�
36 エレガントヒロイン 牝3栗 54 横山 武史吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466 ―1：38．31� 10．9�
24 リョウライライ 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 500 ―1：38．4� 109．4�
47 テイエムクリッパー 牡3黒鹿56 江田 照男竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 川島 正広 466 ―1：38．82� 148．0�
816 イーヴンキール 牡3鹿 56 西村 太一ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504 ―1：39．22� 233．3�
510 ロードイモータル 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 シンボリ牧場 504 ―1：42．7大差 24．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，066，100円 複勝： 55，016，700円 枠連： 19，067，800円
馬連： 66，091，700円 馬単： 26，035，100円 ワイド： 67，089，900円
3連複： 102，111，800円 3連単： 91，363，300円 計： 470，842，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 220円 � 420円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 380円 �� 930円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 440661 的中 � 119986（1番人気）
複勝票数 計 550167 的中 � 121931（1番人気）� 61459（2番人気）� 26335（10番人気）
枠連票数 計 190678 的中 （6－7） 24751（1番人気）
馬連票数 計 660917 的中 �� 53855（1番人気）
馬単票数 計 260351 的中 �� 12744（1番人気）
ワイド票数 計 670899 的中 �� 49614（1番人気）�� 18002（7番人気）�� 8169（25番人気）
3連複票数 計1021118 的中 ��� 17598（5番人気）
3連単票数 計 913633 的中 ��� 4648（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．3―49．0―1：01．4―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4

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

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

ポルカリズム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2020．4．7生 牝3黒鹿 母 フロアクラフト 母母 リッチダンサー 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードイモータル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月14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23頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）23頭 アンチフラジャイル号・ウテナ号・エリカソレイユ号・オブリクア号・カラードレス号・クリスマスディナー号・

サヴァリア号・タイセイキューティ号・ダールフルート号・ティエラ号・デルマクビナゲ号・トレジャートリップ号・
ニシノリーデル号・ビップルイス号・ブルーエンジェルス号・ホームランダービー号・ムンドエルモソ号・
メタルメタリカ号・ヤマニンアルマーレ号・ラトレイア号・ランプシー号・リバートゥルー号・レッドルキフェル号

00054 1月14日 雨 良 （5中山1） 第5日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時05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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 ルーチェロッサ 牝3黒鹿 54
52 △横山 琉人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 相沢 郁 新ひだか 岡田スタツド 454－102：03．0 7．6�
611 ナスノカンゲツ 牡3栗 56 横山 武史�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 514－ 8 〃 アタマ 6．4�
47 ゴールドバランサー 牡3栗 56 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 462－ 42：03．21� 3．8�
714 スターグロウ 牝3青鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 22：03．41 7．3�
817 アサクサアダム 牡3黒鹿56 吉田 豊櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 488＋182：03．51 37．5	
23 ペモンディアル 牡3鹿 56 T．バシュロ落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－122：03．71 5．5


（仏）

36 マツリダパーチェ 牡3鹿 56 武藤 雅髙橋 文枝氏 水野 貴広 新ひだか チャンピオンズファーム 426＋102：03．81 91．6�
815 ア マ イ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 446＋ 22：04．01 12．1
713 サマニテイオー 牡3栗 56 的場 勇人�渡辺牧場 的場 均 様似 様似渡辺牧場 422＋ 42：04．21� 49．6�
48 クリノクオン 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 446－ 2 〃 ハナ 121．8�
11 キタノレジータ 牝3鹿 54 菅原 明良北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 富本 茂喜 440－ 62：04．3� 31．2�
59 ロ ジ ホ ー ム 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 550＋ 62：04．82� 71．0�
12 チュウワスプリング 牝3鹿 54 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 410＋ 42：05．01� 37．0�
24 レッツプロミス 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 高橋 義浩 420＋ 82：05．53 310．5�
35 ト ロ ピ コ 牡3黒鹿56 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 木村牧場 478－ 2 〃 ハナ 6．4�
612 エターナルジェイド 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝 �ブルースターズファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 454± 02：06．35 278．9�
816 ファイナルワンダー 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 22：08．8大差 155．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 41，185，600円 複勝： 63，316，000円 枠連： 13，915，200円
馬連： 71，272，300円 馬単： 26，810，300円 ワイド： 71，826，200円
3連複： 113，810，400円 3連単： 105，340，700円 計： 507，476，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 250円 � 200円 � 170円 枠 連（5－6） 2，350円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 560円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 26，820円

票 数

単勝票数 計 411856 的中 � 43200（6番人気）
複勝票数 計 633160 的中 � 58046（6番人気）� 79636（3番人気）� 112871（1番人気）
枠連票数 計 139152 的中 （5－6） 4578（13番人気）
馬連票数 計 712723 的中 �� 18809（14番人気）
馬単票数 計 268103 的中 �� 3679（28番人気）
ワイド票数 計 718262 的中 �� 16443（16番人気）�� 33651（4番人気）�� 39549（2番人気）
3連複票数 計1138104 的中 ��� 25547（9番人気）
3連単票数 計1053407 的中 ��� 2847（84番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．9―12．2―13．1―12．4―12．4―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―36．1―48．3―1：01．4―1：13．8―1：26．2―1：38．6―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ルーチェロッサ �
�
父 ビーチパトロール �

�
母父 トーセンダンス デビュー 2022．12．24 中山4着

2020．3．24生 牝3黒鹿 母 ルミナスレッド 母母 マンジュデンレッド 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイナルワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウィングマン号・セイカベラトリクス号・ノーサレンダー号
※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。



00055 1月14日 雨 良 （5中山1） 第5日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時35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

48 アジアノジュンシン 牝5鹿 56 M．デムーロ植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 476＋ 41：11．8 1．8�
24 ベアグッジョブ 牡4鹿 58 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 B512－ 21：12．22� 28．4�
816 シルバーキングダム 牡4黒鹿58 吉田 豊平賀 久枝氏 西田雄一郎 浦河 鎌田 正嗣 492＋ 61：12．51� 13．8�
35 カツノサンキュウ 牡5鹿 58 江田 照男聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 496＋ 41：12．61 110．5�
59 ルプランドル 牝4栗 56

55 ☆永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 〃 ハナ 3．8	

612 フ ィ ー カ 牝4鹿 56
54 △山田 敬士�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 488－ 21：12．7クビ 11．6


713 デルマジゾウ 牡5芦 58 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 484＋ 41：12．8� 38．1�
714 ヒノデミッチー 牡4栗 58 北村 宏司茂木 国久氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 520－ 2 〃 ハナ 24．2�
510� ブ リ ラ ー ノ 牝4鹿 56 柴田 善臣前田 清二氏 土田 稔 浦河 フクオカファーム 498－ 41：12．9� 228．6
611 ヨシオドライヴ 牡6黒鹿58 柴田 大知井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム B504＋ 41：13．0アタマ 21．8�
47 � ロイヤルブライド 牝5青 56

53 ▲西塚 洸二柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 460± 01：13．1� 142．5�
12 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± 0 〃 クビ 172．3�
815 モ ネ 牝4栗 56 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 日高 シンボリ牧場 468＋ 21：13．2クビ 19．9�
23 ゼンダンピューマ �5栗 58

57 ☆松本 大輝渡邊 善男氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 B474＋101：13．52 130．5�
36 ア ヴ ァ ノ ス �5鹿 58 大野 拓弥吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 470＋181：14．35 32．3�
11 � マイアミュレット �4鹿 58

56 △横山 琉人�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 478＋ 41：15．15 42．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，269，300円 複勝： 71，052，700円 枠連： 25，180，000円
馬連： 74，629，300円 馬単： 37，778，700円 ワイド： 72，935，600円
3連複： 123，719，000円 3連単： 157，808，800円 計： 607，373，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 390円 � 250円 枠 連（2－4） 2，050円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 720円 �� 460円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 442693 的中 � 192664（1番人気）
複勝票数 計 710527 的中 � 333566（1番人気）� 26010（7番人気）� 46818（4番人気）
枠連票数 計 251800 的中 （2－4） 9495（5番人気）
馬連票数 計 746293 的中 �� 31537（5番人気）
馬単票数 計 377787 的中 �� 11851（5番人気）
ワイド票数 計 729356 的中 �� 26005（6番人気）�� 44108（3番人気）�� 5996（27番人気）
3連複票数 計1237190 的中 ��� 18808（13番人気）
3連単票数 計1578088 的中 ��� 6372（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―46．9―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．2
3 ・（8，16）（4，7）（1，5，10）（6，12，9）2，3，15，14（11，13） 4 8，16，4（7，10，9）5（6，12）（2，3，15，14）1（11，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アジアノジュンシン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．7．18 福島4着

2018．3．22生 牝5鹿 母 バトルアンコール 母母 プリンシパルマーゴ 14戦2勝 賞金 26，400，000円
〔制裁〕 ロイヤルブライド号の騎手西塚洸二は，3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）
※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 ヤンチャプリヒメ号

00056 1月14日 雨 良 （5中山1） 第5日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14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
1：48．5
1：47．6

重
重

58 ラブベティー 牝4栗 55 石川裕紀人増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 460± 01：55．4 19．8�
46 イエローウィン 牝4黒鹿55 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B474＋ 21：55．5� 37．8�
23 タイセイマーベル 牡5栗 58 M．デムーロ田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B504－ 4 〃 アタマ 3．0�
22 ピ ナ 牝5鹿 56

53 ▲土田 真翔畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 486＋101：55．71� 68．1�
11 セイシェルノユウヒ �6芦 58 T．バシュロ宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 21：55．8クビ 7．0�

（仏）

712 サイモンソーラン 牡4栗 57 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 480－10 〃 ハナ 15．9�
59 ビーマイセルフ 牝5青鹿56 嶋田 純次	ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 478± 01：56．01� 26．8

610 ト リ グ ラ フ 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 456± 0 〃 クビ 5．4�
47 ヴォーグマチネ 牡5鹿 58

56 △山田 敬士志村 幸彦氏 堀内 岳志 新冠 坂元 芳春 502＋ 41：56．1クビ 37．2�
814 ジェイエルフラッグ 牝7青鹿 56

54 △小林 脩斗橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448－ 21：56．52	 350．4
34 
 チョモランマ 牡5鹿 58

55 ▲西塚 洸二小島 將之氏 加藤 和宏 浦河 大島牧場 540＋26 〃 クビ 264．2�
35 コ ウ キ �4栗 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 482＋ 61：56．81� 28．7�
815 チュウワジョーダン �6黒鹿58 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B454＋101：58．18 7．7�
713 アシェットデセール �6青鹿58 菅原 明良 	キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋141：58．2クビ 15．7�
611 ホノノディーヴァ 牝4鹿 55

53 △横山 琉人鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B494－ 81：58．73 7．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，936，900円 複勝： 58，932，300円 枠連： 20，469，900円
馬連： 80，900，900円 馬単： 33，769，400円 ワイド： 77，902，300円
3連複： 130，804，700円 3連単： 134，598，100円 計： 581，314，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 470円 � 690円 � 150円 枠 連（4－5） 5，770円

馬 連 �� 34，670円 馬 単 �� 74，270円

ワ イ ド �� 7，310円 �� 980円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 29，670円 3 連 単 ��� 284，500円

票 数

単勝票数 計 439369 的中 � 17744（8番人気）
複勝票数 計 589323 的中 � 26923（8番人気）� 17246（10番人気）� 144894（1番人気）
枠連票数 計 204699 的中 （4－5） 2747（21番人気）
馬連票数 計 809009 的中 �� 1808（65番人気）
馬単票数 計 337694 的中 �� 341（133番人気）
ワイド票数 計 779023 的中 �� 2651（62番人気）�� 21188（9番人気）�� 12546（19番人気）
3連複票数 計1308047 的中 ��� 3306（99番人気）
3連単票数 計1345981 的中 ��� 343（760番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．2―51．0―1：04．0―1：16．2―1：28．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3
2（5，11）9（1，15）7（6，8，14）3，10－4，12＝13・（2，3）11（5，9）14，1（6，7，15，10）－8（4，12）＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブベティー �
�
父 ラ ニ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2021．12．18 中山3着

2019．3．14生 牝4栗 母 レーヴドベティ 母母 レーブドグランパ 12戦2勝 賞金 21，100，000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。



00057 1月14日 雨 良 （5中山1） 第5日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

57 ト ラ ベ ロ グ 牝3栗 54 北村 宏司�下河辺牧場 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 464－ 81：36．0 13．6�
813 ニシノコウフク 牝3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 中山 高鹿康 470＋ 41：36．21� 41．4�
11 ステラバルセロナ 牝3鹿 54 木幡 巧也吉田 千津氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 416－ 2 〃 ハナ 18．4�
56 アリスヴェリテ 牝3鹿 54 石橋 脩加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－101：36．41� 2．9�
45 メインクーン 牝3栗 54 M．デムーロ�G1レーシング 林 徹 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 ハナ 3．6	
22 ルージュクレセント 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 新ひだか 友田牧場 446± 0 〃 ハナ 5．8

33 キ ガ ン 牝3栗 54 田辺 裕信鈴木 康弘氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 21：36．5� 11．3�
812 エ ミ ュ ー 牝3鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 4 〃 クビ 8．5�
710 トラネスハープ 牝3黒鹿54 永野 猛蔵谷川 昭雄氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：36．92� 62．5
711 セイウンスイート 牝3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 438＋ 41：37．11� 109．5�
44 コスモフーレイ 牝3黒鹿54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 416± 0 〃 アタマ 19．0�
68 コウセイマリア 牝3鹿 54 柴田 大知杉安浩一郎氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 400－ 4 〃 アタマ 34．1�
69 � カレイジャス 牝3鹿 54 杉原 誠人ケンレーシング組合 村田 一誠 千歳 社台ファーム 430－ 31：38．16 303．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 60，675，400円 複勝： 78，855，600円 枠連： 19，916，100円
馬連： 110，903，100円 馬単： 44，052，200円 ワイド： 92，247，000円
3連複： 174，177，400円 3連単： 198，846，800円 計： 779，673，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 400円 � 1，030円 � 540円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 22，510円 馬 単 �� 33，610円

ワ イ ド �� 5，910円 �� 3，250円 �� 7，050円

3 連 複 ��� 111，360円 3 連 単 ��� 624，080円

票 数

単勝票数 計 606754 的中 � 35650（6番人気）
複勝票数 計 788556 的中 � 55403（6番人気）� 18941（10番人気）� 38997（8番人気）
枠連票数 計 199161 的中 （5－8） 21099（2番人気）
馬連票数 計1109031 的中 �� 3817（46番人気）
馬単票数 計 440522 的中 �� 983（79番人気）
ワイド票数 計 922470 的中 �� 4014（49番人気）�� 7381（35番人気）�� 3362（52番人気）
3連複票数 計1741774 的中 ��� 1173（163番人気）
3連単票数 計1988468 的中 ��� 231（875番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―12．3―12．1―11．9―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．2―48．5―1：00．6―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ト ラ ベ ロ グ �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．11．6 福島1着

2020．4．26生 牝3栗 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 2戦2勝 賞金 17，987，000円

00058 1月14日 曇 良 （5中山1） 第5日 第10競走 ��1，800�アレキサンドライトステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．1．15以降R5．1．9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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

710 ロードヴァレンチ �4鹿 56 永野 猛蔵 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 474＋141：52．7 3．4�
44 レッドラパルマ 牡4鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 B494＋ 81：53．34 3．6�
811 タイセイスラッガー 牡5鹿 55 菅原 明良田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B550＋ 61：53．72� 17．7�
55 ソニックベガ 牝6黒鹿53 横山 武史 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 クビ 13．0�
11 カフェスペランツァ 牡6鹿 55 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 514± 01：54．12� 20．9	
68 ナリノモンターニュ 牡6黒鹿54 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 520＋ 61：54．2� 44．2

67 ロ ン コ ー ネ 牡5黒鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 488＋ 21：54．3� 4．3�
56 カシノブレンド �7芦 55 北村 宏司柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 472± 01：54．72 10．0�
79 ダノンアレー 牡6黒鹿55 三浦 皇成�ダノックス 宮田 敬介 新ひだか 矢野牧場 B524－ 41：54．91 22．3
33 ス ペ ロ デ ア 牝6栗 53 小林 脩斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 478± 01：55．0� 45．9�
812 アズユーフィール 牡5黒鹿56 T．バシュロ �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B510－ 41：55．32 11．8�

（仏）

22 トミケンボハテル 牡9芦 51 山田 敬士佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B510± 01：57．4大差 207．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 58，242，300円 複勝： 68，339，700円 枠連： 22，848，000円
馬連： 115，313，500円 馬単： 46，064，000円 ワイド： 91，317，700円
3連複： 173，992，300円 3連単： 213，266，500円 計： 789，384，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 150円 � 380円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，200円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 12，380円

票 数

単勝票数 計 582423 的中 � 133302（1番人気）
複勝票数 計 683397 的中 � 120982（2番人気）� 141128（1番人気）� 34108（8番人気）
枠連票数 計 228480 的中 （4－7） 32173（1番人気）
馬連票数 計1153135 的中 �� 152109（1番人気）
馬単票数 計 460640 的中 �� 31207（2番人気）
ワイド票数 計 913177 的中 �� 96166（1番人気）�� 17868（17番人気）�� 18591（16番人気）
3連複票数 計1739923 的中 ��� 36283（10番人気）
3連単票数 計2132665 的中 ��� 12485（25番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．8―13．3―12．4―12．0―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．5―50．8―1：03．2―1：15．2―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードヴァレンチ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．7．25 新潟13着

2019．3．8生 �4鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 10戦4勝 賞金 47，780，000円
※ソニックベガ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



00059 1月14日 曇 稍重 （5中山1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，R4．1．15以降R5．1．9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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
1：06．7
1：05．8

良
良

611 ジュビリーヘッド 牡6鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B476＋ 61：09．0 4．7�
12 ジュニパーベリー 牝6鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B484－ 21：09．1� 40．6�
35 ストーンリッジ 牡6鹿 55 T．バシュロ 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：09．31 7．6�
（仏）

24 � ミニオンペール 牝7鹿 53 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 478＋ 8 〃 クビ 17．1�

11 チェアリングソング 牡6栗 55 永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：09．4	 58．8	

36 ルッジェーロ 
8黒鹿56 菅原 明良村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B522＋10 〃 ハナ 18．3

612 スマートリアン 牝6鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 478－ 21：09．5クビ 6．2�
713� ショックアクション 牡5鹿 55 武藤 雅ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 512＋12 〃 クビ 85．4�
48 コムストックロード 牝4鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：09．6クビ 5．7
510 エレナアヴァンティ 牝6鹿 53 伊藤 工真加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：09．7	 7．7�
714 フ レ ッ チ ア 牡8青鹿56 横山 武史�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508＋121：09．8� 8．1�
59 カイザーメランジェ 牡8鹿 56 江田 照男ライフエンタープライズ� 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 494＋ 2 〃 クビ 113．0�
47 ディヴィナシオン 牡6黒鹿55 北村 宏司一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 476＋ 81：09．9� 19．6�
815 ザイツィンガー 牡7芦 54 横山 典弘永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 6 〃 アタマ 29．2�
816 インターミッション 牝6黒鹿54 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B430＋141：10．11 24．9�
23 ライオンボス 牡8栗 58 大野 拓弥�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 550＋221：10．42 45．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，928，400円 複勝： 138，798，500円 枠連： 73，676，600円
馬連： 276，922，600円 馬単： 89，770，700円 ワイド： 225，633，800円
3連複： 487，480，700円 3連単： 465，821，100円 計： 1，859，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 770円 � 290円 枠 連（1－6） 3，220円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 14，100円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 800円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 23，250円 3 連 単 ��� 150，760円

票 数

単勝票数 計1009284 的中 � 169531（1番人気）
複勝票数 計1387985 的中 � 220804（1番人気）� 38668（12番人気）� 125867（6番人気）
枠連票数 計 736766 的中 （1－6） 17691（14番人気）
馬連票数 計2769226 的中 �� 23062（37番人気）
馬単票数 計 897707 的中 �� 4772（54番人気）
ワイド票数 計2256338 的中 �� 20485（35番人気）�� 76328（4番人気）�� 13224（55番人気）
3連複票数 計4874807 的中 ��� 15720（78番人気）
3連単票数 計4658211 的中 ��� 2240（510番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―11．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 2，10（3，11）（5，8）（4，12，9）14－7（1，13）（6，16）15 4 2，10（3，11）（5，8）（4，9）（12，14）1（7，13）6，16，15

勝馬の
紹 介

ジュビリーヘッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．17 小倉1着

2017．3．31生 牡6鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 23戦5勝 賞金 135，485，000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。

00060 1月14日 曇 稍重 （5中山1） 第5日 第12競走 ��
��2，200�4歳以上2勝クラス

発走16時20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
2：10．1
2：09．0

良
良

44 サクセスシュート 牡4鹿 57 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 490± 02：17．6 4．6�
66 トーセンリョウ 牡4鹿 57 M．デムーロ島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466＋ 22：17．7� 2．3�
810 ジオフロント 牡5鹿 58 T．バシュロ �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456－ 22：17．91	 12．6�

（仏）

811 シャドウマッドネス 
4栗 57 津村 明秀飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 430－ 42：18．21� 86．1�
33 ヒューマンコメディ 牝6黒鹿56 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 500＋ 22：18．31 23．2	
55 ダノングレーター 
7黒鹿58 石川裕紀人
ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B460± 0 〃 ハナ 25．6�
22 マイネルオーサム 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 62：18．51 60．3�
67 � リリーブライト 牡5鹿 58 内田 博幸 
グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 クビ 192．6
11 � ウインエアフォルク 牡6鹿 58 柴田 善臣成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 480－ 22：18．6クビ 48．8�
79 キ ン ト リ ヒ 牡4芦 57 菅原 明良 
Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 468＋ 82：18．81	 7．4�

78 キ ャ ル レ イ 牡4黒鹿57 横山 武史里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484＋122：19．01	 3．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 100，618，500円 複勝： 105，914，400円 枠連： 27，727，800円
馬連： 143，583，700円 馬単： 68，650，400円 ワイド： 126，925，700円
3連複： 218，885，000円 3連単： 340，489，700円 計： 1，132，795，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 230円 枠 連（4－6） 630円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 320円 �� 630円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 10，700円

票 数

単勝票数 計1006185 的中 � 172389（3番人気）
複勝票数 計1059144 的中 � 177760（3番人気）� 257335（1番人気）� 92735（5番人気）
枠連票数 計 277278 的中 （4－6） 34023（2番人気）
馬連票数 計1435837 的中 �� 166150（2番人気）
馬単票数 計 686504 的中 �� 30668（5番人気）
ワイド票数 計1269257 的中 �� 110530（2番人気）�� 48813（9番人気）�� 55564（8番人気）
3連複票数 計2188850 的中 ��� 78880（5番人気）
3連単票数 計3404897 的中 ��� 23051（32番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．3―13．0―13．4―13．1―12．6―12．0―12．0―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．0―38．3―51．3―1：04．7―1：17．8―1：30．4―1：42．4―1：54．4―2：05．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスシュート �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．12．4 中山5着

2019．4．26生 牡4鹿 母 シニョリーナ 母母 エヌティミラクル 8戦3勝 賞金 27，670，000円
〔制裁〕 ジオフロント号の騎手T．バシュロは，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28日から令和5年2月5日

まで騎乗停止。（被害馬：8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。



（5中山1）第5日 1月14日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

216，970，000円
8，210，000円
38，600，000円
1，290，000円
27，830，000円
81，955，000円
4，922，500円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
668，962，500円
937，321，400円
283，871，800円
1，195，357，900円
495，295，200円
1，080，461，800円
1，925，758，800円
2，153，955，200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 8，740，984，600円

総入場人員 8，423名 （有料入場人員 7，985名）
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