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00073 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7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

48 ベアカワイコチャン 牝3栗 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 478± 01：12．6 13．9�
59 テイエムスイスイ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 508－ 61：12．91� 2．6�
23 フェスティヴラジャ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹臼井義太郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458＋ 8 〃 クビ 12．9�
24 パイアイヤー 牝3栗 54 横山 武史ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 462－ 81：13．64 6．5�
11 ロ ー ズ ミ カ 牝3栗 54 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 434－ 21：13．71 103．7�
816 ジェイエルトランス 牝3鹿 54 横山 和生橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 400－ 81：14．12 18．6	
36 アイリッシュパール 牝3鹿 54 C．ルメール 
サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：14．31� 4．2�
713 シズカノウミ 牝3栗 54 田中 勝春プレミアムレースホース 松山 将樹 平取 オークツリー

ファーム 444－ 41：14．4� 9．6�
612 ハッピーミーク 牝3芦 54 内田 博幸山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 448＋30 〃 クビ 39．7
611 ミオファースト 牝3栗 54 武士沢友治服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 436＋ 21：14．72 332．3�
714 フェリスクララ 牝3栗 54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 豊洋牧場 452± 01：14．8� 13．5�
815 カプリーヌメファ 牝3鹿 54 石川裕紀人手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 486＋101：14．9クビ 23．7�
510 ミスファイト 牝3鹿 54 柴田 大知西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：15．0� 270．8�
47 テイエムエレガント 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 大島牧場 410－261：15．31� 293．2�
35 ワンダーフルーリ 牝3栗 54 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 浦河 グラストレーニ

ングセンター 444－ 21：15．72 65．7�
12 ヒメカミノテング 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 412 ―1：18．2大差 250．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，663，800円 複勝： 70，727，500円 枠連： 14，628，400円
馬連： 72，639，500円 馬単： 28，972，900円 ワイド： 76，904，800円
3連複： 119，768，900円 3連単： 118，479，700円 計： 544，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 260円 � 140円 � 370円 枠 連（4－5） 1，320円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，120円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 25，620円

票 数

単勝票数 計 426638 的中 � 24516（7番人気）
複勝票数 計 707275 的中 � 59788（5番人気）� 183574（1番人気）� 38031（8番人気）
枠連票数 計 146284 的中 （4－5） 8546（7番人気）
馬連票数 計 726395 的中 �� 49120（3番人気）
馬単票数 計 289729 的中 �� 6129（13番人気）
ワイド票数 計 769048 的中 �� 48159（3番人気）�� 16518（14番人気）�� 31678（5番人気）
3連複票数 計1197689 的中 ��� 20906（12番人気）
3連単票数 計1184797 的中 ��� 3352（82番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．9―12．7―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．3―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F39．2
3 3，8，14（6，9）15（1，10）12，11，16－（5，4，13）＝（2，7） 4 3，8－14，9，6，1－（10，15）（11，12）（16，13）（5，4）＝7，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベアカワイコチャン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．6．18 函館6着

2020．5．14生 牝3栗 母 ディレットリーチェ 母母 ブロンコーネ 9戦1勝 賞金 12，330，000円
〔制裁〕 ベアカワイコチャン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒメカミノテング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21日まで平地競

走に出走できない。

00074 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第2競走 ��1，200�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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

23 ターンソウル 牡3青鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 鈴木慎太郎 日高 山田 政宏 B488＋101：12．8 12．5�
24 スティルディマーレ 牡3鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B522－ 61：13．43� 1．2�
714 トロルトゥンガ 牡3鹿 56 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 武 牧場 B498＋ 4 〃 ハナ 5．3�
11 カツノテンス 牡3黒鹿56 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 444－ 21：13．93 26．5�
713 ロゴマジック 牡3黒鹿56 三浦 皇成坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 440－ 2 〃 クビ 26．5	
48 スイートレーヴ 牝3鹿 54 岩部 純二シンボリ牧場 石毛 善彦 新冠 松木 加代 458± 01：14．53� 198．0

35 ミトノクリール 牝3黒鹿54 木幡 巧也ロイヤルパーク 牧 光二 新冠 アラキフアーム 432± 01：14．7� 50．3�
59 ケ レ ン シ ア 牝3黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 村田 一誠 浦河 ミルファーム B464－ 2 〃 ハナ 383．3�
510 ニケファルコン 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 2 〃 クビ 184．0
12 ロワシュペール 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二フェニックスレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 見上牧場 490＋ 41：14．9� 30．2�
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± 01：15．11� 184．8�
611 フウライジンモン 牝3青鹿54 井上 敏樹大久保幸夫氏 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 490＋ 21：15．2� 103．5�
47 サンライズアップ 牡3鹿 56 西村 太一本杉 芳郎氏 堀内 岳志 新冠 川上牧場 442＋ 21：15．52 368．9�
36 カンタベリースワン 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士峰 哲馬氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 438－ 61：16．13� 360．1�
612 ライヴビネガー 牡3鹿 56

54 △横山 琉人澤田 孝之氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 B544＋101：16．2� 62．8�
816 ヴィートディエース 牝3栗 54 菅原 明良�住宅データ 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 416－ 41：17．26 56．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，539，300円 複勝： 179，428，500円 枠連： 16，791，200円
馬連： 60，225，700円 馬単： 40，838，500円 ワイド： 59，637，200円
3連複： 96，320，000円 3連単： 160，490，800円 計： 670，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 180円 � 100円 � 120円 枠 連（2－2） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 330円 �� 560円 �� 190円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 565393 的中 � 36081（3番人気）
複勝票数 計1794285 的中 � 51767（3番人気）� 1417437（1番人気）� 124536（2番人気）
枠連票数 計 167912 的中 （2－2） 20368（3番人気）
馬連票数 計 602257 的中 �� 64487（2番人気）
馬単票数 計 408385 的中 �� 12627（9番人気）
ワイド票数 計 596372 的中 �� 43639（3番人気）�� 23209（6番人気）�� 93242（1番人気）
3連複票数 計 963200 的中 ��� 108475（1番人気）
3連単票数 計1604908 的中 ��� 17902（20番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―12．1―12．8―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F39．4
3 ・（3，4，14）（1，10）－13，5－（6，8）－2，9（7，11，15）16，12 4 ・（3，4）－14（1，10）（5，13）＝6，8，2，9－15－7，11－12，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ターンソウル �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．10．29 東京12着

2020．3．10生 牡3青鹿 母 ユメヒマワリ 母母 スポーティングラダー 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィートディエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21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 シティオブハンター号

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 デルマヨリキリ 牡3鹿 56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 田島 俊明 日高 ファニーヒルファーム 462－ 21：57．5 6．6�
612 ピックアップライン 牡3青鹿56 武士沢友治 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 508－ 6 〃 ハナ 7．6�
35 ショーガイッパイ 牡3鹿 56 津村 明秀芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 496－101：57．6� 29．8�
713 ニットウライジン 牡3芦 56

55 ☆永野 猛蔵�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 496＋ 61：57．8� 81．6�
510 ル ト ラ セ �3青鹿56 T．バシュロ�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 540－ 2 〃 クビ 9．5	

（仏）

47 タッチャブル 牡3鹿 56 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 新冠 ハクレイファーム B524＋ 41：57．9� 6．9

611 ピンポイントドロー 牡3芦 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 アタマ 198．1�
714 エコロマーベリック 牡3鹿 56 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504－ 41：58．0クビ 25．0�
12 ロジドレフォン 牡3青鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B508－ 61：58．21� 25．5
11 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 512＋ 21：58．3クビ 18．6�
48 ベルウッドシキシマ 牡3鹿 56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 辻 哲英 新ひだか 木下牧場 438－ 2 〃 クビ 16．9�
815 キタノワンダー 牡3栗 56 戸崎 圭太北所 直人氏 石栗 龍彦 安平 �橋本牧場 468＋ 41：59．25 3．5�
23 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 B484－101：59．3� 5．3�
59 リネンマンボ 牡3芦 56 江田 照男戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 450＋ 41：59．4クビ 208．1�
36 エイガウマザンマイ 牡3鹿 56

54 △横山 琉人鈴木 慈雄氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 484± 02：00．25 148．9�
816 エスケイペガサス �3栗 56

54 △山田 敬士伊藤 輔則氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 464＋ 62：00．41 457．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，683，500円 複勝： 65，834，200円 枠連： 13，171，800円
馬連： 65，652，600円 馬単： 25，078，700円 ワイド： 65，980，200円
3連複： 104，850，900円 3連単： 96，721，400円 計： 475，973，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 230円 � 640円 枠 連（2－6） 1，210円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，470円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 61，890円

票 数

単勝票数 計 386835 的中 � 46249（3番人気）
複勝票数 計 658342 的中 � 85445（4番人気）� 80210（5番人気）� 22315（9番人気）
枠連票数 計 131718 的中 （2－6） 8409（4番人気）
馬連票数 計 656526 的中 �� 22242（9番人気）
馬単票数 計 250787 的中 �� 4412（17番人気）
ワイド票数 計 659802 的中 �� 20955（10番人気）�� 6726（30番人気）�� 6789（29番人気）
3連複票数 計1048509 的中 ��� 5453（55番人気）
3連単票数 計 967214 的中 ��� 1133（220番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．1―13．3―12．8―12．0―12．9―13．6―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．4―51．7―1：04．5―1：16．5―1：29．4―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F41．0
1
3
3（13，12）14（4，8）10（5，11，15）（9，16）－（6，2）1，7・（3，13，12）15（4，8）14（5，11，10，9）－（2，1）－（6，7）16

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

勝馬の
紹 介

デルマヨリキリ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2023．1．9 中山3着

2020．5．31生 牡3鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 2戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ピックアップライン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ショーガイッパイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ショーガイッパイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビルドラポール号
※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。

00076 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

47 プリンスノット 牡3鹿 56 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 豊 千歳 社台ファーム 472 ―1：13．4 3．7�

23 シンコッチョウ 牝3鹿 54 柴田 善臣福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 420 ―1：13．82 95．6�
11 ゼンリョクダンス 牝3黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 若林 順一 438 ―1：14．12 19．4�
35 アンナプルナ 牝3鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 高昭牧場 444 ―1：14．3� 7．6�
59 ラブロスピカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地牧場 468 ―1：14．4� 3．6�
713 トーアカラカウア 牡3鹿 56 菊沢 一樹高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 490 ―1：15．14 9．0	
510 ペイシャモノノフ 牡3栗 56 内田 博幸北所 直人氏 畑端 省吾 平取 赤石牧場 468 ―1：15．42 20．2

714 ビッグゲイン �3栗 56 菅原 明良ジャコモ合同会社 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：15．61� 8．3�
612 ワレラホシノコ 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 前田ファーム 434 ― 〃 クビ 159．5�
815 デルマクビナゲ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 414 ―1：15．91� 30．1
36 ホームランダービー 牡3鹿 56 武藤 雅三岡 陽氏 的場 均 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466 ―1：16．22 155．5�
24 ラ ト レ イ ア 牝3栗 54

52 △横山 琉人 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 400 ―1：16．41� 11．7�

611 ギフトオブザナイル 牝3栗 54 石川裕紀人 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 440 ―1：16．72 14．4�
816 ベアコンコルド 牡3黒鹿56 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 446 ―1：16．8クビ 49．2�
48 コ タ バ ル 牝3青 54 柴田 大知乙訓 史樹氏 本間 忍 日高 日西牧場 460 ―1：17．43� 119．3�
12 クインズオーロラ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 浦河 日進牧場 422 ―1：17．5� 69．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，048，500円 複勝： 54，055，000円 枠連： 14，235，800円
馬連： 59，631，500円 馬単： 24，866，700円 ワイド： 58，034，900円
3連複： 88，751，100円 3連単： 87，905，600円 計： 433，529，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 2，290円 � 470円 枠 連（2－4） 1，960円

馬 連 �� 31，450円 馬 単 �� 37，670円

ワ イ ド �� 8，340円 �� 1，590円 �� 12，640円

3 連 複 ��� 99，490円 3 連 単 ��� 497，900円

票 数

単勝票数 計 460485 的中 � 97183（2番人気）
複勝票数 計 540550 的中 � 92089（2番人気）� 4992（13番人気）� 28004（8番人気）
枠連票数 計 142358 的中 （2－4） 5627（8番人気）
馬連票数 計 596315 的中 �� 1469（61番人気）
馬単票数 計 248667 的中 �� 495（98番人気）
ワイド票数 計 580349 的中 �� 1774（61番人気）�� 9659（19番人気）�� 1167（71番人気）
3連複票数 計 887511 的中 ��� 669（199番人気）
3連単票数 計 879056 的中 ��� 128（1053番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．9―12．9―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．7―47．6―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンスノット �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2020．2．22生 牡3鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アキノカトレア号・ウィルフォルティス号・キバルダンシ号・キーハニー号・ジェムステート号・

スキップアビート号・スマイルスライヴ号・タイガーシュガー号・トゥピ号・トップビート号・ニシノメサイア号・
ハッピーロンドン号・バレーオブファイア号・ヒダカエクスプレス号・ヒロノサクセス号・フェスティヴビップ号・
ホウオウアリシア号・ミルクブッシュ号・メリトリオ号



00077 1月21日 曇 稍重 （5中山1） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時30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

22 アンバーホーク 牡3栗 56 横山 武史 �フジワラ・ファーム 蛯名 正義 新ひだか フジワラフアーム 530± 02：03．6 5．2�
57 シャンボール 牡3黒鹿56 田辺 裕信前田 幸治氏 上原 博之 浦河 高昭牧場 480＋ 22：04．02 9．6�
710 オールマイデイズ 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 2．3�
33 ユイノオトコヤマ 牡3鹿 56 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 452± 02：04．1クビ 5．9�
813 ホウオウバーナード 牡3栗 56 戸崎 圭太小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 402± 02：04．2� 6．7�
45 ロンギングタイム 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 9．9	
44 コスモリボルブ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 海馬沢 明 456－ 42：04．62� 179．0

812 フィールザクラウン 牡3青鹿56 北村 宏司櫻井 正氏 伊藤 大士 むかわ 平岡牧場 430－ 22：04．7� 272．0�
11 ヴェルティグレ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵小島 章義氏 黒岩 陽一 日高 オリオンファーム B478＋ 6 〃 クビ 130．5�
711 ショウナンハクウン 牡3青鹿56 菅原 明良国本 哲秀氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 514＋12 〃 同着 10．1
56 ノーサレンダー 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか サカイファーム 392－ 42：06．08 439．9�
69 セイカベラトリクス 牝3鹿 54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 460－ 42：06．21� 506．5�
68 ブルーリヴァーサル 牡3栗 56

54 △横山 琉人青山 郁代氏 根本 康広 新ひだか 野表 篤夫 460－ 42：06．94 348．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 52，302，200円 複勝： 69，511，900円 枠連： 11，656，600円
馬連： 74，163，600円 馬単： 31，587，300円 ワイド： 64，573，800円
3連複： 101，849，500円 3連単： 127，172，600円 計： 532，817，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 230円 � 130円 枠 連（2－5） 3，070円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 800円 �� 400円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計 523022 的中 � 79139（2番人気）
複勝票数 計 695119 的中 � 95282（3番人気）� 63317（6番人気）� 174675（1番人気）
枠連票数 計 116566 的中 （2－5） 2939（15番人気）
馬連票数 計 741636 的中 �� 18777（15番人気）
馬単票数 計 315873 的中 �� 4338（26番人気）
ワイド票数 計 645738 的中 �� 19274（14番人気）�� 43383（2番人気）�� 39413（4番人気）
3連複票数 計1018495 的中 ��� 30246（12番人気）
3連単票数 計1271726 的中 ��� 4803（86番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．2―12．3―12．8―12．0―12．4―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．8―50．1―1：02．9―1：14．9―1：27．3―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4F48．7―3F36．3
1
3
2，4（1，7）（3，9，12）－10（8，13）11（5，6）
2，4（1，7）（3，12）（9，10）（11，13）5，6－8

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

勝馬の
紹 介

アンバーホーク �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2023．1．8 中京4着

2020．4．9生 牡3栗 母 ダイワデッセー 母母 ダイワエンジェル 2戦1勝 賞金 6，430，000円

00078 1月21日 曇 稍重 （5中山1） 第7日 第6競走 1，800�3歳新馬
発走13時05分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 メイショウフジ 牡3黒鹿56 大野 拓弥松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 480 ―1：58．5 25．4�
815 コルサファターレ 牡3芦 56 T．バシュロ �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 514 ―1：58．6� 2．9�

（仏）

714 ジュングンジョウ 牡3黒鹿56 木幡 巧也河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 450 ―2：00．08 133．1�
612 メタルメタリカ 牡3鹿 56 津村 明秀千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 466 ―2：00．1クビ 20．0�
36 ビップルイス 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 新ひだか 谷藤 弘美 432 ― 〃 アタマ 81．9�
23 クリスマスディナー 牡3鹿 56 菅原 明良吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 438 ―2：00．31� 19．3	
35 ローレルレジーナ 牝3栗 54 丸田 恭介 
ローレルレーシング 稲垣 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 494 ―2：00．72� 75．5�
510 オペラミラクル 牡3鹿 56 横山 和生二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 520 ―2：01．01� 3．8�
713 ゴールドスピーダー 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 540 ―2：01．21 6．2
611 オブリージュ 牡3鹿 56 柴田 大知前田 清二氏 深山 雅史 日高 門別 敏朗 502 ―2：01．3� 157．8�
48 ヤ ー ゴ 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山牧場 508 ― 〃 クビ 74．0�
816 ダンスベルレーヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 新ひだか 岡田スタツド 448 ―2：01．4クビ 22．2�
11 スターサファイア 牡3鹿 56 木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 浦河小林牧場 490 ―2：01．72 182．4�
47 スライスヘリテージ 牝3鹿 54 石川裕紀人ニットー商事
 金成 貴史 新ひだか 元道牧場 488 ―2：02．55 14．2�
24 ヴェレノージ 牝3黒鹿54 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 浦河 上山牧場 520 ―2：03．03 35．9�
12 レスタメンテ 牝3栗 54 C．ルメール 
ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 468 ―2：23．1大差 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，493，600円 複勝： 48，273，600円 枠連： 15，495，900円
馬連： 62，006，900円 馬単： 26，334，500円 ワイド： 56，297，700円
3連複： 93，413，100円 3連単： 92，351，200円 計： 436，666，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 450円 � 190円 � 2，620円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 24，920円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 105，510円 3 連 単 ��� 455，470円

票 数

単勝票数 計 424936 的中 � 13334（9番人気）
複勝票数 計 482736 的中 � 26107（6番人気）� 86306（2番人気）� 3834（14番人気）
枠連票数 計 154959 的中 （5－8） 25338（1番人気）
馬連票数 計 620069 的中 �� 15484（10番人気）
馬単票数 計 263345 的中 �� 1973（39番人気）
ワイド票数 計 562977 的中 �� 12341（13番人気）�� 570（100番人気）�� 1716（60番人気）
3連複票数 計 934131 的中 ��� 664（212番人気）
3連単票数 計 923512 的中 ��� 147（977番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．9―14．4―13．4―12．5―13．5―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．8―53．2―1：06．6―1：19．1―1：32．6―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．4
1
3
10，11，13－（8，12）（2，5）（6，14，16）（1，15）－7－9－（3，4）・（10，11）13，15（8，12，16）（5，14，6）－9（3，4，7）1＝2

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

勝馬の
紹 介

メイショウフジ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．2．27生 牡3黒鹿 母 メイショウミハル 母母 アルペンローズ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レスタメンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ヴァナルガンド号・ケイツータラ号・サクラマイウェイ号・サトノトライアンフ号・タニセンレラ号・

ティアップエックス号・トロワフレーシュ号
※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。



00079 1月21日 曇 稍重 （5中山1） 第7日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

45 オメガシンフォニー 牝3栗 54 横山 武史原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：10．6 2．0�
11 ネバレチュゴー 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 西田雄一郎 浦河 ミルファーム 518＋ 21：11．34 3．6�
69 マーブルマカロン 牝3鹿 54

52 △横山 琉人保坂 和孝氏 林 徹 浦河 大北牧場 418＋ 2 〃 ハナ 9．1�
56 タイセイランナー 牡3栗 56 T．バシュロ田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 488－101：11．72 47．0�

（仏）

710� スモーキンビリー 牡3鹿 56 C．ルメール 江馬 由将氏 音無 秀孝 米 Mullikin Thor-
oughbreds 478－ 21：11．91	 19．0�

33 ヨ ロ 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 498－ 2 〃 クビ 37．4	
813 マーゴットレーヴ 牝3栗 54 三浦 皇成前田 良平氏 伊坂 重信 新冠 プログレスファーム 446－ 6 〃 アタマ 29．7

57 � アドバンスファラオ 牡3栗 56 戸崎 圭太久保田典秀氏 森 秀行 米

John D. Gunther
& American
Pharoah Syndicate

480＋ 81：12．11 7．3�
812 ビ ル カ ー ル 牡3黒鹿56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 488＋ 41：12．52
 103．6�
68 レ ヴ ィ ナ ス 牝3鹿 54 田辺 裕信池田 草龍氏 鈴木慎太郎 新冠 上井農場 464＋141：12．82 24．2
711 セイウンダマシイ 牡3青 56 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 476± 01：13．11
 40．2�
22 エリカキルシェ 牝3栗 54 大野 拓弥三木 正浩氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 464± 01：13．73
 50．2�
44 � ボルドーネセバル 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シグラップファーム 446＋ 21：16．3大差 243．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 56，617，100円 複勝： 82，791，700円 枠連： 15，421，600円
馬連： 80，315，100円 馬単： 36，612，300円 ワイド： 78，876，800円
3連複： 125，303，300円 3連単： 152，242，600円 計： 628，180，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（1－4） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 200円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 566171 的中 � 225245（1番人気）
複勝票数 計 827917 的中 � 306351（1番人気）� 165015（2番人気）� 90331（3番人気）
枠連票数 計 154216 的中 （1－4） 30150（1番人気）
馬連票数 計 803151 的中 �� 144075（1番人気）
馬単票数 計 366123 的中 �� 43302（1番人気）
ワイド票数 計 788768 的中 �� 114461（1番人気）�� 63144（2番人気）�� 46161（5番人気）
3連複票数 計1253033 的中 ��� 102669（2番人気）
3連単票数 計1522426 的中 ��� 52364（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．3―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．4―45．6―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．2
3 ・（2，5，10）（3，9，13）（1，8，11）－12－7－6＝4 4 ・（2，5）10（9，13）3（1，8）11（12，7）6＝4

勝馬の
紹 介

オメガシンフォニー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．10．1 中山1着

2020．2．6生 牝3栗 母 クレーデリンテ 母母 オメガスピリット 3戦2勝 賞金 17，449，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボルドーネセバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21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。

00080 1月21日 曇 稍重 （5中山1） 第7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

812 マイネルサハラ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 476－ 61：54．8 3．7�

11 ペイシャジュン 牡5栗 58 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 B520± 01：55．22� 3．5�
56 モネータドーロ 牡4栗 57 北村 宏司�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 アタマ 9．0�
69 カイザーレオン 牡4鹿 57 T．バシュロ �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 橋本牧場 B476－ 21：55．51� 5．7�
（仏）

813 カールスモーキー 牡4黒鹿57 田辺 裕信中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 21：55．82 7．0�
33 パワーエンブレム 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 B502－ 41：56．11� 97．1	
68 サインオブサクセス 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 
社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋101：56．31 6．8�

44 サ ル ー テ �8鹿 58
55 ▲西塚 洸二小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 552＋ 21：56．62 197．5�

22 � ブルベアカイリ 牡6栗 58 内田 博幸�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 514＋101：56．7� 39．1
710 ジェイエルブリッジ 牡5芦 58

56 △小林 脩斗橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 458－161：56．9� 65．1�
57 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 458－ 21：57．11� 92．6�
45 ユキノオウジサマ 牡4芦 57 武士沢友治藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 528＋322：01．0大差 23．4�
711� ロードレアル 牡4青鹿 57

55 △横山 琉人 �ロードホースクラブ 堀内 岳志 新ひだか ケイアイファーム B466＋ 22：05．1大差 41．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 43，652，600円 複勝： 53，084，900円 枠連： 17，007，400円
馬連： 71，254，800円 馬単： 30，650，400円 ワイド： 58，571，200円
3連複： 109，268，800円 3連単： 116，293，900円 計： 499，784，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 260円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 300円 �� 870円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 436526 的中 � 93053（2番人気）
複勝票数 計 530849 的中 � 105651（1番人気）� 105381（2番人気）� 40532（6番人気）
枠連票数 計 170074 的中 （1－8） 25920（3番人気）
馬連票数 計 712548 的中 �� 74734（2番人気）
馬単票数 計 306504 的中 �� 13772（3番人気）
ワイド票数 計 585712 的中 �� 55771（2番人気）�� 15859（11番人気）�� 25877（7番人気）
3連複票数 計1092688 的中 ��� 36210（7番人気）
3連単票数 計1162939 的中 ��� 7456（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．7―51．4―1：03．8―1：16．1―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4F51．0―3F38．7
1
3
・（2，12）13（3，9）（7，8）6－1－（4，10）5＝11・（2，12）13（3，9）8，6（7，1）10，4－5＝11

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

勝馬の
紹 介

マイネルサハラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．7 新潟7着

2019．4．16生 牡4黒鹿 母 マイネフェリックス 母母 マイネカレッシュ 12戦2勝 賞金 21，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキノオウジサマ号・ロードレアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月

21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。



00081 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第9競走 1，800�
はつあかね

初 茜 賞
発走14時35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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

48 キャリックアリード 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：53．8 1．6�
47 カフェプリンセス 牝5鹿 56 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 486± 01：54．22� 8．1�
23 アラゴナイト 牝5黒鹿56 大野 拓弥重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 466＋ 41：54．3クビ 41．0�
611 デ ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 476－ 21：54．41 14．5�
713 フレンチギフト 牝4栗 55 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 広田牧場 472＋ 61：54．5クビ 4．3	
35 ミヤビマドンナ 牝6鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 442－ 61：54．6� 79．0

12 オウケンロジータ 牝6黒鹿56 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 518± 01：54．7クビ 104．5�
36 � ラフルオリータ 牝5黒鹿56 津村 明秀ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B486± 0 〃 クビ 37．5�
510 ネ イ リ ッ カ 牝4芦 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 460－ 21：54．8� 60．5
24 グ リ モ リ オ 牝5鹿 56 横山 武史吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：55．01� 67．4�
714 ロジカルガール 牝7栗 56 秋山 稔樹平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 486± 01：55．42� 492．4�
59 ユースフルラヴ 牝6黒鹿56 内田 博幸吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム B440－ 41：55．5� 198．1�
612 ラボンダンス 牝6栗 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－101：56．35 314．2�
11 プリーチトヤーン 牝4鹿 55 横山 琉人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 474＋ 61：56．62 19．5�
815 ミ ア マ ン テ 牝6鹿 56 T．バシュロ吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：56．81 52．1�

（仏）

816 セ ナ リ ス ト 牝5黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋101：57．33 31．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，550，400円 複勝： 112，893，500円 枠連： 28，575，300円
馬連： 128，868，400円 馬単： 58，799，300円 ワイド： 117，525，700円
3連複： 202，845，800円 3連単： 249，169，000円 計： 977，227，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 390円 枠 連（4－4） 820円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 790円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 9，900円

票 数

単勝票数 計 785504 的中 � 385823（1番人気）
複勝票数 計1128935 的中 � 472809（1番人気）� 126056（3番人気）� 41316（6番人気）
枠連票数 計 285753 的中 （4－4） 26936（2番人気）
馬連票数 計1288684 的中 �� 121908（2番人気）
馬単票数 計 587993 的中 �� 40365（3番人気）
ワイド票数 計1175257 的中 �� 93145（2番人気）�� 37073（6番人気）�� 20021（15番人気）
3連複票数 計2028458 的中 ��� 35261（11番人気）
3連単票数 計2491690 的中 ��� 18247（23番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．7―13．1―12．6―12．2―12．9―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．1―50．2―1：02．8―1：15．0―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キャリックアリード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2022．6．12 東京3着

2019．1．21生 牝4青鹿 母 アイリッシュシー 母母 Fire Lily 4戦3勝 賞金 30，057，000円
〔発走状況〕 ラボンダンス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラボンダンス号は，令和5年1月22日から令和5年2月11日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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。

00082 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第10競走 ��1，800�
し の の め

東 雲 賞
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．1．22以降R5．1．15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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

810 ゴーゴーユタカ 牡4鹿 57 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 476－ 61：48．9 2．1�
11 グランドライン 牡4青鹿56 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 540－ 21：49．0� 4．0�
33 ミ ト ロ ジ ー �7栗 56 T．バシュロ �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 22．4�

（仏）

66 シンティレーション 牝4黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472＋141：49．21� 3．1�
55 ヒューマンコメディ 牝6黒鹿54 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 502＋ 2 〃 クビ 34．5	
44 ゲ バ ラ 牡7鹿 56 菅原 明良 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 01：49．3クビ 28．2

89 � ヤマニンガラッシア 牡6青鹿56 戸崎 圭太土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 456＋ 6 〃 アタマ 9．0�
22 � ブラックデビル �8鹿 54 秋山 稔樹岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：49．4� 148．9�
78 サイモンルモンド �6栗 54 吉田 豊澤田 昭紀氏 小桧山 悟 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：49．61� 203．0

（9頭）
77 トランシルヴァニア �6鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 520＋22 （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，419，800円 複勝： 67，609，400円 枠連： 19，102，500円
馬連： 101，241，500円 馬単： 47，040，100円 ワイド： 77，976，000円
3連複： 146，826，600円 3連単： 236，261，100円 計： 755，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 200円 �� 510円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 差引計 594198（返還計 5580） 的中 � 216131（1番人気）
複勝票数 差引計 676094（返還計 7962） 的中 � 244487（1番人気）� 124031（2番人気）� 37265（5番人気）
枠連票数 差引計 191025（返還計 255） 的中 （1－8） 36007（2番人気）
馬連票数 差引計1012415（返還計 37221） 的中 �� 175940（2番人気）
馬単票数 差引計 470401（返還計 16292） 的中 �� 44220（3番人気）
ワイド票数 差引計 779760（返還計 32039） 的中 �� 117136（2番人気）�� 34857（7番人気）�� 31794（8番人気）
3連複票数 差引計1468266（返還計115727） 的中 ��� 69600（5番人気）
3連単票数 差引計2362611（返還計161724） 的中 ��� 37912（15番人気）

ハロンタイム 12．8―13．0―11．8―12．2―11．8―11．6―12．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．8―37．6―49．8―1：01．6―1：13．2―1：25．2―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴーゴーユタカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．12．26 中山2着

2019．3．19生 牡4鹿 母 ファインスカイ 母母 ア サ カ フ ジ 10戦3勝 賞金 54，082，000円
〔競走除外〕 トランシルヴァニア号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



00083 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第11競走 ��2，000�
は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時45分 （芝・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；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
1：57．8
1：56．1

良
良

46 スルーセブンシーズ 牝5鹿 56 T．バシュロ �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 444－102：01．0 6．2�
（仏）

45 ルドヴィクス 牡5青 56 菅原 明良村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 526＋102：01．21� 27．4�
69 パラレルヴィジョン 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 1．5�
58 レインフロムヘヴン 牡5鹿 57 横山 和生 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 62：01．3� 8．0�
33 ヘッズオアテールズ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：01．4クビ 15．4�
712 タガノフィナーレ 牝4黒鹿52 吉田 豊八木 良司氏 中村 直也 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 62：01．82� 99．8	
34 クライミングリリー 牝5鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 23．6

711 スペシャルドラマ 牡5鹿 55 津村 明秀大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 518± 02：02．01� 152．5�
610 ホウオウリアリティ 牡5栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 2 〃 ハナ 20．1�
57 セブンデイズ 牡5青鹿56 北村 宏司前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 498＋ 6 〃 ハナ 170．4
813 パープルレディー 牝5鹿 53 丸田 恭介井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 2 〃 ハナ 38．3�
22 ヴェイルネビュラ �5鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 ハナ 77．5�
11 カ ル リ ー ノ 牡7鹿 54 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B520± 02：02．52� 149．0�
814 オンリーオピニオン 牝4芦 53 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 488± 02：03．13� 21．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 159，286，900円 複勝： 236，102，800円 枠連： 68，129，000円
馬連： 319，459，000円 馬単： 150，473，300円 ワイド： 277，138，000円
3連複： 570，328，400円 3連単： 825，460，900円 計： 2，606，378，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 410円 � 110円 枠 連（4－4） 7，960円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 13，390円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 260円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 43，380円

票 数

単勝票数 計1592869 的中 � 203604（2番人気）
複勝票数 計2361028 的中 � 278187（2番人気）� 71134（8番人気）� 1116725（1番人気）
枠連票数 計 681290 的中 （4－4） 6633（16番人気）
馬連票数 計3194590 的中 �� 34916（19番人気）
馬単票数 計1504733 的中 �� 8428（33番人気）
ワイド票数 計2771380 的中 �� 42025（17番人気）�� 323396（1番人気）�� 81004（8番人気）
3連複票数 計5703284 的中 ��� 130340（11番人気）
3連単票数 計8254609 的中 ��� 13795（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．1―49．1―1：01．4―1：13．3―1：25．2―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スルーセブンシーズ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．19 中山1着

2018．4．8生 牝5鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 10戦3勝 賞金 64，151，000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。

00084 1月21日 晴 稍重 （5中山1） 第7日 第12競走 2，200�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．0

良
良

712 ハイエスティーム 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 438－ 22：15．4 38．8�
45 イ ル チ ル コ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 62：15．5� 2．8�
711 ボ ン ベ ー ル 牡7鹿 58 内田 博幸木部 厳生氏 辻 哲英 日高 木部ファーム 504＋ 6 〃 ハナ 10．5�
69 リ ニ ュ ー 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �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 B444＋ 42：15．6クビ 10．3�
46 エバーハンティング 牝4鹿 55 石川裕紀人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410－ 2 〃 クビ 23．5�
33 イヴニングスター 牡4黒鹿57 横山 武史村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496－102：15．81� 4．2	
814� タイセイアーサー 牡5芦 58

57 ☆永野 猛蔵田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482± 02：15．9� 45．2

58 � ザスリーサーティ 牡8青鹿58 吉田 豊諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 490－ 22：16．0� 16．4�
57 � ゾ ロ 牡7栗 58 石橋 脩北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472－ 22：16．42� 139．2
11 タフトテソーロ 牡4鹿 57 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 462－ 22：16．5� 9．1�
813 ゴーシェナイト 牡4黒鹿57 T．バシュロ �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492± 02：16．81� 6．3�

（仏）

34 � ヴァンデスプワール 牝5黒鹿56 菅原 明良 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 430＋102：16．9クビ 33．1�
610 クロステック 牡4黒鹿57 武士沢友治 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 480＋10 〃 クビ 265．2�
22 ビヨンドザリミット 牝4鹿 55

53 △小林 脩斗フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：20．0大差 87．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 98，065，300円 複勝： 125，974，500円 枠連： 34，719，500円
馬連： 176，196，900円 馬単： 68，443，900円 ワイド： 173，197，900円
3連複： 300，090，200円 3連単： 343，807，900円 計： 1，320，496，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 840円 � 170円 � 240円 枠 連（4－7） 1，000円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 3，480円 �� 710円

3 連 複 ��� 15，510円 3 連 単 ��� 148，360円

票 数

単勝票数 計 980653 的中 � 20198（10番人気）
複勝票数 計1259745 的中 � 29610（10番人気）� 249270（1番人気）� 133498（4番人気）
枠連票数 計 347195 的中 （4－7） 26650（3番人気）
馬連票数 計1761969 的中 �� 29635（17番人気）
馬単票数 計 684439 的中 �� 3709（50番人気）
ワイド票数 計1731979 的中 �� 23469（25番人気）�� 12345（35番人気）�� 66108（6番人気）
3連複票数 計3000902 的中 ��� 14511（53番人気）
3連単票数 計3438079 的中 ��� 1680（422番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．9―12．2―12．5―12．2―12．2―12．2―12．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．4―37．3―49．5―1：02．0―1：14．2―1：26．4―1：38．6―1：51．0―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
4（5，7，12）11（2，3）13，6（8，9，14）－10＝1・（4，7）（5，12）（11，14）3（9，13）（6，8）－10－1－2

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

勝馬の
紹 介

ハイエスティーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Burning Roma デビュー 2021．11．20 東京12着

2019．4．14生 牝4黒鹿 母 シアードラマ 母母 Riveting Drama 9戦2勝 賞金 17，400，000円
〔制裁〕 ビヨンドザリミット号の騎手小林脩斗は，2コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（5中山1）第7日 1月21日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

204，840，000円
8，610，000円
36，570，000円
1，300，000円
25，880，000円
80，405，000円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
774，323，000円
1，166，287，500円
268，935，000円
1，271，655，500円
569，697，900円
1，164，714，200円
2，059，616，600円
2，606，356，700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 9，881，586，400円

総入場人員 9，936名 （有料入場人員 9，487名）
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