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02013 1月16日 小雨 良 （4小倉1） 第2日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

44 グランブリッジ 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁サイプレスホール

ディングス合同会社 新谷 功一 新ひだか 金舛 幸夫 434＋ 61：48．3 12．7�
22 スパークルアイズ 牝3鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 41：49．04 2．7�
66 テイエムハニーダン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 大島牧場 506＋ 41：49．95 34．2�
11 テキサスフィズ 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472＋14 〃 クビ 12．9�
55 カンタルーパ 牝3鹿 54 横山 和生村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：50．53� 48．4	
77 メイショウヒメゴゼ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 482＋ 6 〃 ハナ 1．7

33 ブランクペイジ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 418± 01：50．6� 19．7�

88 メロディーフェア 牝3栗 54 西村 淳也稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452－ 61：50．8� 215．7�
89 サルサロッサ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 462＋101：55．9大差 22．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 33，501，700円 複勝： 37，649，100円 枠連： 7，509，500円
馬連： 40，888，500円 馬単： 23，185，300円 ワイド： 35，899，100円
3連複： 61，496，700円 3連単： 99，675，100円 計： 339，805，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 230円 � 110円 � 590円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，080円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 335017 的中 � 20988（3番人気）
複勝票数 計 376491 的中 � 32684（3番人気）� 140505（1番人気）� 9942（7番人気）
枠連票数 計 75095 的中 （2－4） 10229（2番人気）
馬連票数 計 408885 的中 �� 40004（2番人気）
馬単票数 計 231853 的中 �� 6634（10番人気）
ワイド票数 計 358991 的中 �� 33733（2番人気）�� 4014（20番人気）�� 9843（11番人気）
3連複票数 計 614967 的中 ��� 9481（14番人気）
3連単票数 計 996751 的中 ��� 2243（100番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―11．8―12．7―12．6―12．9―13．1―13．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．5―30．3―43．0―55．6―1：08．5―1：21．6―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランブリッジ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．25 中京7着

2019．4．29生 牝3鹿 母 ディレットリーチェ 母母 ブロンコーネ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルサロッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月16日まで平地競走

に出走できない。

02014 1月16日 小雨 良 （4小倉1） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

510 ザ ウ リ 牡3鹿 56 西村 淳也�ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 518＋ 61：08．7 1．8�
612 トリップトゥムーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 440＋ 6 〃 クビ 14．6�
24 ゲンパチレオニダス 牡3黒鹿56 荻野 極平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 476＋121：08．8クビ 6．9�
611 ジャジャカバージョ 牝3鹿 54 富田 暁幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 シンボリ牧場 464－161：08．9� 111．8�
714 シナモンロール 牝3栗 54 菅原 隆一�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 434＋ 21：09．0クビ 63．0�
36 ラッキークローバー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 Him Rock Racing
ホールディングス	 田村 康仁 日高 北田 剛 436－ 8 〃 アタマ 8．3


12 フウゲツムヘン 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和 	YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 440＋ 2 〃 クビ 18．9�

48 エムリエール 牡3鹿 56 城戸 義政村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 464＋221：09．21 120．5�
816 ダイメイミライ 牡3鹿 56 黛 弘人宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 本桐牧場 470＋ 41：09．52 10．7
817 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 434－ 41：09．6� 60．7�
47 グレンステラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 田中 春美 440＋ 61：09．7� 502．5�
818 ウェイバックホーム 牝3鹿 54 中井 裕二飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 440＋ 41：09．8アタマ 32．5�
11 エピファニアペスカ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472＋121：09．9� 19．0�
35 トウカイエクラン 牝3栗 54 吉田 隼人内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 454± 01：10．0� 23．0�
715 レ セ ダ 牝3栗 54 �島 克駿藤沼 利夫氏 高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 422＋ 61：10．1� 62．9�
59 ミスルーマー 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 412－201：10．21 279．0�

23 ハーディローズ 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 81：10．51� 26．6�
713 ビッグローズ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�ビッグ 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 438± 01：10．6クビ 779．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，421，500円 複勝： 45，199，100円 枠連： 11，698，500円
馬連： 45，744，900円 馬単： 19，758，900円 ワイド： 49，391，700円
3連複： 77，420，900円 3連単： 73，325，100円 計： 355，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 250円 � 190円 枠 連（5－6） 1，810円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 580円 �� 320円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 14，610円

票 数

単勝票数 計 334215 的中 � 142792（1番人気）
複勝票数 計 451991 的中 � 140819（1番人気）� 34888（5番人気）� 53488（2番人気）
枠連票数 計 116985 的中 （5－6） 5003（8番人気）
馬連票数 計 457449 的中 �� 21930（4番人気）
馬単票数 計 197589 的中 �� 6016（6番人気）
ワイド票数 計 493917 的中 �� 21419（4番人気）�� 43141（1番人気）�� 11447（10番人気）
3連複票数 計 774209 的中 ��� 16110（5番人気）
3連単票数 計 733251 的中 ��� 3637（20番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．6―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ウ リ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2021．7．10 小倉2着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 5戦1勝 賞金 11，370，000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） 2頭 チアリング号・トーホウディアマン号
（非抽選馬） 3頭 イプノーズ号・リアルジョージ号・ルショコラ号

第１回 小倉競馬 第２日



02015 1月16日 小雨 良 （4小倉1） 第2日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

812 ル ー リ ン グ 牡4鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 518＋12 59．7 20．9�
813 パロットビーク 牝4黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 2 59．8� 4．5�

69 ム ジ ッ ク 牝4栗 54 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B486－ 8 59．9� 2．0�
68 プリティインピンク 牝4黒鹿 54

51 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 424＋ 41：00．0� 21．9�
710 サウンドブライアン 牡4芦 56

53 ▲松本 大輝増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 472＋ 21：00．1� 37．1	
44 � モメチョッタ 牝6黒鹿55 城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 466＋ 41：00．41� 79．6

56 � メイショウワダマ 牝5栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 454－ 81：00．5� 20．6�
57 メイショウカササギ 牝6鹿 55 富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 B482－ 41：00．6� 11．0�
22 � ヴ ィ レ ー ヌ 牝4鹿 54

52 △小沢 大仁吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：00．7アタマ 40．1
33 エ イ リ ア ス �5鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 61：00．81 62．9�
711� ライズンシャイン 牝4栗 54 菱田 裕二�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B478－211：00．9クビ 31．6�
45 ス ト レ ガ 牝5栗 55 黛 弘人清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 458－ 81：01．0� 85．2�
11 インゴットバード 牡4鹿 56

55 ☆泉谷 楓真小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 500＋ 41：01．32 5．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，802，000円 複勝： 56，463，000円 枠連： 9，242，100円
馬連： 45，428，200円 馬単： 22，965，700円 ワイド： 46，168，900円
3連複： 71，912，700円 3連単： 82，921，900円 計： 368，904，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 340円 � 150円 � 110円 枠 連（8－8） 4，600円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 910円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 338020 的中 � 12903（6番人気）
複勝票数 計 564630 的中 � 20067（7番人気）� 74481（2番人気）� 268722（1番人気）
枠連票数 計 92421 的中 （8－8） 1555（12番人気）
馬連票数 計 454282 的中 �� 7705（14番人気）
馬単票数 計 229657 的中 �� 1775（30番人気）
ワイド票数 計 461689 的中 �� 8818（15番人気）�� 11806（10番人気）�� 56287（1番人気）
3連複票数 計 719127 的中 ��� 17628（8番人気）
3連単票数 計 829219 的中 ��� 1866（101番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．9―34．7―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．8
3 9，7（1，2，8）（10，13）（5，12）6，4－3，11 4 9，7（2，8）13（1，10，12）5（4，6）（3，11）

勝馬の
紹 介

ル ー リ ン グ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．8．29 小倉12着

2018．4．19生 牡4鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 15戦2勝 賞金 13，310，000円
※出走取消馬 ベッサラビア号（疾病〔後肢跛行〕のため）
※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 ミーハディビーナ号

02016 1月16日 小雨 良 （4小倉1） 第2日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

11 ヒルノアローザ 牡4鹿 59 高田 潤�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 508± 03：11．5 4．3�
66 ネビーイーム 牡4黒鹿59 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 518－ 43：11．81� 4．8�
44 メリディアンローグ 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 83：12．12 4．4�
33 ヴァンクールシルク �8栗 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B576± 03：12．52� 18．3�
55 ホウオウアクセル 牡6栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 63：12．6� 5．8	
22 ミッキーメテオ 牡5鹿 60 西谷 誠野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 506－ 23：13．02� 3．4

78 ミコブラック 牝4青鹿57 難波 剛健古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 482＋ 63：13．1� 53．4�
67 バルンストック �5黒鹿60 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 486± 03：13．42 96．6�
79 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－183：13．71� 65．2
810 クリノラピッド 牝4黒鹿57 蓑島 靖典栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 454± 03：15．410 144．1�
811 ウエスタンアミーゴ 牝4鹿 57 植野 貴也西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 410＋ 8 （競走中止） 51．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，195，300円 複勝： 25，309，400円 枠連： 5，781，500円
馬連： 29，519，200円 馬単： 15，462，900円 ワイド： 26，946，100円
3連複： 55，219，400円 3連単： 73，667，000円 計： 253，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 170円 � 160円 枠 連（1－6） 1，250円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 440円 �� 520円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 211953 的中 � 39043（2番人気）
複勝票数 計 253094 的中 � 39532（4番人気）� 36107（5番人気）� 42192（3番人気）
枠連票数 計 57815 的中 （1－6） 3575（6番人気）
馬連票数 計 295192 的中 �� 19071（5番人気）
馬単票数 計 154629 的中 �� 4526（16番人気）
ワイド票数 計 269461 的中 �� 15964（5番人気）�� 13169（9番人気）�� 14016（8番人気）
3連複票数 計 552194 的中 ��� 18490（9番人気）
3連単票数 計 736670 的中 ��� 4620（48番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 50．5－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノアローザ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．24 京都4着

2018．1．30生 牡4鹿 母 ベルミュール 母母 ショウナンタレント 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔騎手変更〕 ウエスタンアミーゴ号の騎手上野翔は，第1日第5競走での落馬負傷のため植野貴也に変更。
〔競走中止〕 ウエスタンアミーゴ号は，競走中に鞍がずれたため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 ウエスタンアミーゴ号の調教師深山雅史は，競走中に同馬の鞍がずれて競走中止となったことについて過怠金200，000円。



02017 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第5競走 ��1，200�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

714 ゼットレヨン 牡3鹿 56 酒井 学�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 472 ―1：09．3 32．7�
713 メモリーレゾン 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 456 ― 〃 クビ 23．8�
816 シンシナティ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 434 ―1：09．51� 169．0�

35 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 横山 和生 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 492 ― 〃 クビ 22．4�

611 テーオーモンブラン 牝3青 54 富田 暁小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 440 ―1：09．6� 15．1	
36 アスクチャンプガイ 牡3鹿 56 �島 克駿廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 土田ファーム 472 ―1：09．81 1．7

612 ルクスリリー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 402 ―1：10．01� 67．1�
12 ア ジ ュ ー ル 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 436 ― 〃 クビ 12．8�
48 ツ ー ボ ン ド 牝3鹿 54 菱田 裕二大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 432 ―1：10．1� 12．0
510 アースアワー 牝3栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 410 ―1：10．2� 246．0�
47 リ ヴ ァ ン プ 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 484 ―1：10．3クビ 24．9�
815 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 吉田 隼人辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 508 ―1：10．51� 7．6�
59 ク レ フ 牝3鹿 54 浜中 俊水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 424 ― 〃 クビ 10．9�
23 メイショウジェゼロ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 458 ―1：10．6� 168．8�
11 マリブレディ 牝3鹿 54 中井 裕二小川眞査雄氏 矢作 芳人 新ひだか 下屋敷牧場 390 ―1：10．7� 62．8�
24 イザベルクイーン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 420 ―1：11．33� 79．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，677，300円 複勝： 39，402，800円 枠連： 10，910，100円
馬連： 46，367，200円 馬単： 24，912，600円 ワイド： 47，657，000円
3連複： 77，178，900円 3連単： 82，317，500円 計： 366，423，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，270円 複 勝 � 810円 � 710円 � 2，940円 枠 連（7－7） 16，940円

馬 連 �� 18，160円 馬 単 �� 55，270円

ワ イ ド �� 4，800円 �� 16，010円 �� 16，590円

3 連 複 ��� 240，180円 3 連 単 ��� 1，326，220円

票 数

単勝票数 計 376773 的中 � 9215（10番人気）
複勝票数 計 394028 的中 � 13127（10番人気）� 15167（8番人気）� 3368（14番人気）
枠連票数 計 109101 的中 （7－7） 499（31番人気）
馬連票数 計 463672 的中 �� 1978（49番人気）
馬単票数 計 249126 的中 �� 338（113番人気）
ワイド票数 計 476570 的中 �� 2581（48番人気）�� 766（90番人気）�� 739（92番人気）
3連複票数 計 771789 的中 ��� 241（314番人気）
3連単票数 計 823175 的中 ��� 45（1728番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットレヨン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．3．26生 牡3鹿 母 ルタンデスリーズ 母母 アトムチェリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 サイドシュート号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

02018 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

713 オーソレミオ 牝3青鹿54 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 61：48．3 3．3�
35 サトノストロング 牡3黒鹿56 富田 暁 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476＋ 21：48．82� 7．0�
58 アイキャンドウイッ 牡3黒鹿56 荻野 極 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 456＋101：48．9� 2．7�
11 デザートスター 牡3鹿 56 黛 弘人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 460＋ 41：49．01 95．5�
46 エイシンクリード 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 448－141：49．21� 7．9�
23 ウィズザタイムズ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：49．41� 27．4	
611 デルマセイレーン 牝3鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 442－ 21：49．5クビ 376．1

22 シルバーリング 牝3青 54 西村 淳也杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 450－ 2 〃 クビ 7．0�
610 デ ー モ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 浦河 �川 啓一 500＋ 4 〃 ハナ 17．0�
712 ペ ラ ラ ス 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 478－ 21：49．71 39．9
59 コルトレーン 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 8 〃 クビ 61．2�

815 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：50．76 50．1�
47 ムーンスター 牝3栗 54 藤井勘一郎田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 420－22 〃 クビ 287．6�
814 キタノホマレボシ 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 424± 01：51．55 223．7�
34 ウインドエラ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 水丸牧場 B442± 01：52．77 727．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，649，900円 複勝： 45，434，800円 枠連： 8，836，900円
馬連： 47，452，300円 馬単： 21，475，500円 ワイド： 44，930，500円
3連複： 69，100，900円 3連単： 79，496，900円 計： 355，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 130円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 440円 �� 240円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 386499 的中 � 91889（2番人気）
複勝票数 計 454348 的中 � 91283（2番人気）� 53010（4番人気）� 103660（1番人気）
枠連票数 計 88369 的中 （3－7） 5462（5番人気）
馬連票数 計 474523 的中 �� 25737（5番人気）
馬単票数 計 214755 的中 �� 7381（7番人気）
ワイド票数 計 449305 的中 �� 24401（4番人気）�� 51808（1番人気）�� 28108（3番人気）
3連複票数 計 691009 的中 ��� 40920（1番人気）
3連単票数 計 794969 的中 ��� 7475（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．1―11．9―11．9―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―48．6―1：00．5―1：12．4―1：24．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9
1
3
11，13（4，8，12）5（3，9）（2，15）（6，10）1，14－7
11－（13，12）（8，5，2）4（3，1，6）（10，9）（14，15）7

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

勝馬の
紹 介

オーソレミオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー 2021．8．21 札幌3着

2019．3．4生 牝3青鹿 母 レディオブキャメロット 母母 Marquesa 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウィズザタイムズ号の騎手秋山稔樹は，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：2番・1番）

オーソレミオ号の騎手横山和生は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・4番・3番）
〔その他〕 ウインドエラ号は，1コーナーで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。



02019 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第7競走 ��1，700�3歳1勝クラス
発走13時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

812 タイセイドレフォン 牡3鹿 56 �島 克駿田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498＋141：46．5 4．4�
55 ビナホイアン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 438－ 21：46．6� 4．8�
11 エ ル パ ソ 牡3黒鹿56 横山 和生�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 462＋ 61：46．81� 4．7�
710 メイショウジブリ 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 484－ 41：47．01� 9．3�
22 ヒデノレインボー 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 474＋ 41：47．42� 53．5�
811 クラーベドラド 牡3青鹿56 西村 淳也 	サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋10 〃 クビ 61．2

67 	 コンクパール 牝3栗 54 藤岡 康太前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 486＋ 61：47．5� 3．1�
56 スマイルバック 牝3青 54

52 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 41：47．92 24．7�
44 アテンパーティ 牡3黒鹿56 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 442＋ 2 〃 アタマ 63．5
33 サヨノトレイダー 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 428－121：48．0� 49．7�
68 ルミナスフラックス 牡3黒鹿56 吉田 隼人ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 32．3�
79 シンリミテス 牡3鹿 56 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 21：48．85 24．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，694，100円 複勝： 45，543，400円 枠連： 7，532，100円
馬連： 46，638，300円 馬単： 19，624，800円 ワイド： 43，913，800円
3連複： 67，559，000円 3連単： 79，480，400円 計： 346，985，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 150円 � 160円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 366941 的中 � 66343（2番人気）
複勝票数 計 455434 的中 � 67616（4番人気）� 83804（2番人気）� 72847（3番人気）
枠連票数 計 75321 的中 （5－8） 5950（6番人気）
馬連票数 計 466383 的中 �� 27306（5番人気）
馬単票数 計 196248 的中 �� 5910（9番人気）
ワイド票数 計 439138 的中 �� 27229（4番人気）�� 22923（6番人気）�� 25494（5番人気）
3連複票数 計 675590 的中 ��� 22357（5番人気）
3連単票数 計 794804 的中 ��� 5293（25番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．7―13．0―12．7―12．4―12．4―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．6―42．6―55．3―1：07．7―1：20．1―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドレフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 トワイニング デビュー 2021．9．20 中京6着

2019．4．1生 牡3鹿 母 デイトユアドリーム 母母 マ ハ ー ブ 4戦2勝 賞金 14，600，000円

02020 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

815 ショウナンラスボス 牡4栗 56 横山 和生国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 474± 01：08．0 2．7�
814� ジュストコル 牡4鹿 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm B534＋141：08．21� 5．0�
611� クインズムーン 牝4鹿 54 藤井勘一郎 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 456＋ 41：08．62� 76．9�
35 	 ブラックアーシャ 牝6黒鹿55 津村 明秀古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 494＋ 41：08．7クビ 116．9�
34 	 ダノンカオス 
5栗 57

54 ▲松本 大輝�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 クビ 16．1	
712 コスモサンレミ 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 460＋ 2 〃 アタマ 18．7

47 � ストーンフェンス 牡4栗 56

55 ☆亀田 温心ゴドルフィン 高柳 瑞樹 英 Godolphin 476＋ 21：08．8� 36．2�
46 ノックトゥワイス 
4栗 56 吉田 隼人飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋141：08．9クビ 12．4�
58 オリアメンディ 牝4鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 464± 0 〃 ハナ 48．9
59 ジャンドゥーヤ 牝4青 54

51 ▲角田 大和 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 448＋ 4 〃 クビ 108．6�

610 リーガルマナー 
5鹿 57 �島 克駿吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B492－ 81：09．0クビ 9．2�
713 シュルルヴァン 牝5青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹街風 �雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 クビ 36．1�
23 テンシノエア 牝4鹿 54 西村 淳也�浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 442－ 41：09．1� 22．0�
11 アイワナビリーヴ 牝6黒鹿55 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474－161：09．2� 6．9�
22 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿 56

54 △小沢 大仁八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 6 〃 ハナ 10．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，449，600円 複勝： 50，334，700円 枠連： 12，504，200円
馬連： 53，369，000円 馬単： 21，001，100円 ワイド： 56，040，500円
3連複： 87，838，400円 3連単： 86，637，000円 計： 403，174，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 210円 � 1，280円 枠 連（8－8） 1，050円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 420円 �� 4，110円 �� 5，630円

3 連 複 ��� 17，610円 3 連 単 ��� 55，930円

票 数

単勝票数 計 354496 的中 � 101506（1番人気）
複勝票数 計 503347 的中 � 112754（1番人気）� 65179（2番人気）� 7058（14番人気）
枠連票数 計 125042 的中 （8－8） 9221（5番人気）
馬連票数 計 533690 的中 �� 47184（1番人気）
馬単票数 計 210011 的中 �� 9673（2番人気）
ワイド票数 計 560405 的中 �� 37953（2番人気）�� 3308（47番人気）�� 2401（58番人気）
3連複票数 計 878384 的中 ��� 3740（64番人気）
3連単票数 計 866370 的中 ��� 1123（170番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．2―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―44．8―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．4
3 ・（15，14）（12，13）（3，11）（8，7）（1，10）2（4，6，9）5 4 ・（15，14）13，12（3，11）（1，8，7）（2，10）（4，6，9）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンラスボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2020．7．12 福島1着

2018．2．12生 牡4栗 母 プリンセスオブザスターズ 母母 Wadud 16戦2勝 賞金 39，684，000円
〔制裁〕 オリアメンディ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※ダノンカオス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02021 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

う さ

宇 佐 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

58 ニホンピロタイズ 牡4青鹿56 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 500＋101：46．5 5．5�
34 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 438± 01：46．71	 3．6�
57 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 56 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 470＋ 21：46．8クビ 4．0�
33 ソニックベガ 牝5黒鹿55 西村 淳也 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 468－ 81：47．12 13．0�
69 ミ ト ロ ジ ー 
6栗 57 横山 和生 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 6．6�
22 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 藤岡 康太矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 450＋ 41：47．2� 16．0	
712 ウエストンバート 牡4鹿 56 泉谷 楓真�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 536＋12 〃 ハナ 40．1

711 バルトロメウ 牡5鹿 57 富田 暁谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 480＋ 41：47．41	 16．3�
46 マルモネオフォース 牝6鹿 55 酒井 学まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 520－121：47．71� 45．1�
813 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿54 浜中 俊大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458－ 21：47．8� 11．0
11 グレースオブナイル 牝5鹿 55 菱田 裕二 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 450＋ 61：48．01 23．4�
814 ヴァイスブリッツ 
7鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 440－201：49．38 323．4�
45 メイショウテンモン 牡7栗 57 津村 明秀松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B508－ 61：49．51	 107．3�
610 ヴ ィ ン ト 牡6鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 546＋ 81：49．92 202．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，929，400円 複勝： 57，672，800円 枠連： 14，394，100円
馬連： 77，139，200円 馬単： 30，509，100円 ワイド： 62，417，700円
3連複： 120，452，200円 3連単： 132，729，600円 計： 537，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 340円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 419294 的中 � 60581（3番人気）
複勝票数 計 576728 的中 � 73927（3番人気）� 125411（1番人気）� 122442（2番人気）
枠連票数 計 143941 的中 （3－5） 34735（1番人気）
馬連票数 計 771392 的中 �� 64367（2番人気）
馬単票数 計 305091 的中 �� 9421（6番人気）
ワイド票数 計 624177 的中 �� 37850（3番人気）�� 45445（2番人気）�� 66498（1番人気）
3連複票数 計1204522 的中 ��� 70807（1番人気）
3連単票数 計1327296 的中 ��� 11987（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．4―11．7―12．2―12．4―12．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．5―45．9―57．6―1：09．8―1：22．2―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイズ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．10．11 京都6着

2018．5．25生 牡4青鹿 母 ニホンピロアンバー 母母 ニホンピロエミリー 11戦3勝 賞金 38，535，000円

02022 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第10競走 ��1，200�
お ご お り

小 郡 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

56 メメントモリ 牝5鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 472－ 41：08．2 12．5�
44 メイショウエニシア 牝4青鹿54 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 448＋ 21：08．41� 8．0�
33 ミ ア グ ア 牝7青鹿55 泉谷 楓真五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458－ 4 〃 ハナ 25．3�
711 メイショウゲンセン 牝5青鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 432－ 81：08．61� 1．8�
68 � マリノスピカ 牝6栗 55 酒井 学和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482－101：08．81 87．2�
813 サクセスハーモニー 牝5栗 55 亀田 温心	タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 446＋ 21：08．9� 38．0

812 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 藤井勘一郎 �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 B502± 01：09．22 233．4�
57 ロマンスマジック 牝8栗 55 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 472－ 81：09．4	 255．4
22 アイアンムスメ 牝4鹿 54 角田 大和西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 432－161：09．82� 405．2�
710 ディーバサンライズ 牝4鹿 54 秋山 稔樹松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．5�
45 ヒ バ リ 牝5黒鹿55 富田 暁	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 438－ 21：10．75 9．8�
69 イルヴェントドーロ 牝6鹿 55 
島 克駿兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 456＋ 61：10．91� 23．1�

（12頭）
11 サニーオーシャン 牡4鹿 56 菱田 裕二海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 460－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，673，000円 複勝： 49，066，900円 枠連： 12，872，600円
馬連： 59，835，700円 馬単： 27，727，900円 ワイド： 49，983，800円
3連複： 87，517，100円 3連単： 114，198，200円 計： 441，875，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 310円 � 290円 � 590円 枠 連（4－5） 1，610円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，950円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 23，450円 3 連 単 ��� 147，840円

票 数

単勝票数 差引計 406730（返還計 29295） 的中 � 25926（5番人気）
複勝票数 差引計 490669（返還計 40041） 的中 � 42499（5番人気）� 47850（4番人気）� 19848（7番人気）
枠連票数 差引計 128726（返還計 27341） 的中 （4－5） 6189（7番人気）
馬連票数 差引計 598357（返還計124883） 的中 �� 11532（15番人気）
馬単票数 差引計 277279（返還計 58162） 的中 �� 2334（29番人気）
ワイド票数 差引計 499838（返還計111018） 的中 �� 10513（14番人気）�� 6592（20番人気）�� 4694（24番人気）
3連複票数 差引計 875171（返還計329630） 的中 ��� 2798（50番人気）
3連単票数 差引計1141982（返還計433018） 的中 ��� 560（280番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―10．7―11．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―32．8―44．1―55．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メメントモリ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2019．8．18 小倉1着

2017．3．31生 牝5鹿 母 フリーティングスピリット 母母 Millennium Tale 19戦3勝 賞金 58，269，000円
〔競走除外〕 サニーオーシャン号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 ディーバサンライズ号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）



02023 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第11競走 ��
��1，700�

も じ

門司ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：4歳55�5歳以
上56�，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

814 エクレアスパークル 牡8青鹿57 荻野 極李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B480＋141：45．0 33．8�
11 ニューモニュメント 牡6鹿 57 西村 淳也前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 492－ 81：45．21	 10．1�
815
 スマッシングハーツ 牡6鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 0 〃 クビ 5．3�
713 ペ オ ー ス �5鹿 57 亀田 温心�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 61：45．62 49．2�
611 アメリカンフェイス 牡5栗 57 浜中 俊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 492－ 41：45．91� 51．1�
47 メイショウエイコウ 牡8鹿 57 泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452－ 2 〃 ハナ 77．4	
23 ベルダーイメル 牡5鹿 57 吉田 隼人ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 470＋12 〃 ハナ 8．9

610 レ デ ィ バ グ 牝4青鹿54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 442－ 8 〃 ハナ 6．3�
712 ハギノアトラス 牡6栗 57 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 498＋ 41：46．32� 11．1�
59 スナークスター �6鹿 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468± 01：46．62 168．4
46 ハギノリュクス 牝5黒鹿55 横山 和生日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 41：46．81 29．0�
22 テンザワールド 牡8栗 57 藤井勘一郎天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B446＋ 41：46．9� 149．9�
35 ホールシバン 牡4鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530－ 21：47．0クビ 2．1�
34 フ ォ ー テ 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B512＋101：48．17 90．1�
58 イッツクール 牡6栗 56 富田 暁久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B496＋12 （競走中止） 111．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 84，067，000円 複勝： 106，538，100円 枠連： 36，926，400円
馬連： 203，774，600円 馬単： 82，352，900円 ワイド： 151，684，300円
3連複： 349，676，200円 3連単： 420，655，700円 計： 1，435，675，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，380円 複 勝 � 640円 � 270円 � 250円 枠 連（1－8） 2，530円

馬 連 �� 14，490円 馬 単 �� 31，170円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 1，650円 �� 660円

3 連 複 ��� 17，640円 3 連 単 ��� 178，030円

票 数

単勝票数 計 840670 的中 � 19845（8番人気）
複勝票数 計1065381 的中 � 37648（7番人気）� 109841（4番人気）� 120072（3番人気）
枠連票数 計 369264 的中 （1－8） 11300（12番人気）
馬連票数 計2037746 的中 �� 10893（34番人気）
馬単票数 計 823529 的中 �� 1981（71番人気）
ワイド票数 計1516843 的中 �� 11064（32番人気）�� 23309（17番人気）�� 62937（6番人気）
3連複票数 計3496762 的中 ��� 14867（53番人気）
3連単票数 計4206557 的中 ��� 1713（428番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―12．0―12．9―13．2―12．2―11．9―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．7―42．6―55．8―1：08．0―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．2．26 阪神1着

2014．2．5生 牡8青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 29戦6勝 賞金 118，424，000円
〔競走中止〕 イッツクール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

02024 1月16日 曇 良 （4小倉1） 第2日 第12競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

55 フ ォ レ ス タ 牝4鹿 54
51 ▲角田 大和 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 422± 02：00．9 16．7�

811 ウインミニヨン 牝4栗 54 横山 和生�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 422± 02：01．0� 13．9�
33 ゲンパチムサシ 牡4鹿 56 酒井 学平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 前田ファーム 492－102：01．1クビ 21．2�
710 ウインアステロイド 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 470＋162：01．2� 16．8�
67 エレフセリア 牝4黒鹿54 富田 暁 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 ハナ 13．0	
79 � ゾ ロ 牡6栗 57 西村 淳也北山 敏
氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 62：01．3� 13．2�
56 ロードラスター 牡4青鹿56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 500－ 82：01．41 5．0�
68 ナリノヴィエンヌ �4鹿 56

53 ▲原 優介成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B534＋ 6 〃 アタマ 148．3
44 レシャバール 牡4鹿 56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494＋ 62：01．5� 5．1�
22 セラスチューム 牝4栗 54

52 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 アタマ 72．4�
812 クロスザルビコン 牡5青鹿57 吉田 隼人小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋142：01．81� 2．6�
11 アイオープナー 牝5青 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 2 〃 クビ 15．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 56，846，500円 複勝： 63，551，500円 枠連： 18，936，200円
馬連： 97，094，800円 馬単： 40，086，500円 ワイド： 82，540，800円
3連複： 149，862，700円 3連単： 185，903，600円 計： 694，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 360円 � 420円 � 570円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 11，730円 馬 単 �� 28，250円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 3，090円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 54，160円 3 連 単 ��� 354，680円

票 数

単勝票数 計 568465 的中 � 27199（8番人気）
複勝票数 計 635515 的中 � 49125（6番人気）� 40289（8番人気）� 27871（9番人気）
枠連票数 計 189362 的中 （5－8） 29600（1番人気）
馬連票数 計 970948 的中 �� 6412（43番人気）
馬単票数 計 400865 的中 �� 1064（92番人気）
ワイド票数 計 825408 的中 �� 7021（42番人気）�� 6902（43番人気）�� 5676（46番人気）
3連複票数 計1498627 的中 ��� 2075（137番人気）
3連単票数 計1859036 的中 ��� 380（829番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―12．0―13．4―12．7―11．9―11．9―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
11．9―23．0―35．0―48．4―1：01．1―1：13．0―1：24．9―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
6，2（10，4）（1，5，12）11（3，7）9－8・（6，2，4）（10，5，12）（1，7，11）3，9，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ォ レ ス タ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．12．12 中山6着

2018．4．19生 牝4鹿 母 オ ペ ラ ア イ 母母 トウショウアイ 10戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出走取消馬 ジャストザビアンカ号（疾病〔感冒〕のため）

３レース目



（4小倉1）第2日 1月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

213，670，000円
3，020，000円
25，440，000円
1，320，000円
27，260，000円
70，562，000円
5，104，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
493，907，300円
622，165，600円
157，144，200円
793，251，900円
349，063，200円
697，574，200円
1，275，235，100円
1，511，008，000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 5，899，349，500円

総入場人員 3，413名 （有料入場人員 2，188名）
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