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02025 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

22 スペクトログラム 牡3栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488± 01：48．5 1．9�
710 サ ド ル 牡3栗 56 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484± 01：48．6クビ 3．0�
57 グレイトショーマン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝岡 浩二氏 新谷 功一 様似 様似堀牧場 522－ 81：48．7� 9．0�
69 ニシノメイタンテイ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 浅見 秀一 日高 沖田牧場 492－ 61：48．8� 14．1�
813 グレートキャンベラ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：49．33 5．1	
711 ハクアイボリイ 牡3鹿 56 富田 暁石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 476－ 41：50．68 252．6

45 ワンダースピアー 牡3栗 56 藤岡 康太山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 504－ 21：51．02� 57．1�
44 セ リ ガ チ 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 464－ 61：51．63� 138．6�
56 サザンクロスナイト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 468－121：52．55 344．3
68 ヤマイチマチルド 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜坂本 肇氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 482－ 61：52．92� 94．1�
33 キタノダロマ 牡3鹿 56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 468－ 41：53．43� 404．6�
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11 テーオーパルフェ 牡3栗 56 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504－ 4 （競走除外）

812 クラップアンドチア 牡3栗 56
54 △小沢 大仁深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 笹島 政信 528＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，326，500円 複勝： 61，313，800円 枠連： 6，243，300円
馬連： 36，198，200円 馬単： 19，863，500円 ワイド： 35，868，200円
3連複： 58，559，300円 3連単： 73，250，300円 計： 319，623，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 380円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 差引計 283265（返還計 12050） 的中 � 114189（1番人気）
複勝票数 差引計 613138（返還計 20455） 的中 � 403751（1番人気）� 82579（2番人気）� 35132（4番人気）
枠連票数 差引計 62433（返還計 5752） 的中 （2－7） 18608（1番人気）
馬連票数 差引計 361982（返還計 46167） 的中 �� 103602（1番人気）
馬単票数 差引計 198635（返還計 26023） 的中 �� 32777（1番人気）
ワイド票数 差引計 358682（返還計 61600） 的中 �� 97798（1番人気）�� 32820（3番人気）�� 17909（7番人気）
3連複票数 差引計 585593（返還計169232） 的中 ��� 68162（3番人気）
3連単票数 差引計 732503（返還計201689） 的中 ��� 27084（4番人気）

ハロンタイム 7．1―11．9―12．6―13．1―12．8―12．2―12．7―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―19．0―31．6―44．7―57．5―1：09．7―1：22．4―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペクトログラム �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．9．18 中京3着

2019．3．19生 牡3栗 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔競走除外・発走状況〕 テーオーパルフェ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左腕節部挫創〕を発症したため競走除外。

クラップアンドチア号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
発走時刻13分遅延。
セリガチ号・グレートキャンベラ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔制裁〕 ワンダースピアー号の騎手藤岡康太は，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：8番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テーオーパルフェ号・クラップアンドチア号は，令和4年1月23日から令和4年2月21日まで出走停

止。停止期間の満了後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 グレートキャンベラ号は，発走調教再審査。

02026 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：43．8
1：43．8

良
良

510 アメリカンスター 牝3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 61：48．1 2．1�

713 ルクスレジーナ 牝3鹿 54 西村 淳也杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 458－ 21：48．62� 7．4�
48 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 4 〃 アタマ 27．5�
815 ビ ジ ン 牝3黒鹿54 富田 暁菅藤 孝雄氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 456－ 8 〃 クビ 4．4�
11 ゴルトシュミーデ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440＋ 21：48．91� 79．7�
24 アドマイヤグリーゼ 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋101：49．0� 5．1�
12 マテンロウモネ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 412－ 81：49．21� 18．3	
816 タイニープライド 牝3鹿 54 川又 賢治富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B444＋ 4 〃 ハナ 25．6

612 ウインフェリーチェ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 406＋121：49．3� 132．3�
23 ベガスバケーション 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 442＋121：49．5� 40．9�
59 エグランタイン 牝3黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－121：49．92� 192．2�
47 ヒアーズルッキング 牝3鹿 54

51 ▲原 優介広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 412－ 81：50．64 673．3�
611 パウダリースノー 牝3黒鹿54 浜中 俊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：50．91� 150．1�
36 アーブルチム 牝3青鹿54 横山 和生福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 470＋181：51．0� 36．9�
35 セイウンコチョウ 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 410＋ 21：54．0大差 99．4�
714 ペイシャスウィート 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大北所 直人氏 土田 稔 新冠 オリエント牧場 B458＋ 8 （競走中止） 227．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，626，200円 複勝： 41，323，700円 枠連： 6，685，400円
馬連： 36，419，100円 馬単： 18，521，600円 ワイド： 40，440，600円
3連複： 59，213，500円 3連単： 67，197，100円 計： 299，427，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 440円 枠 連（5－7） 890円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 330円 �� 820円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 296262 的中 � 110320（1番人気）
複勝票数 計 413237 的中 � 133201（1番人気）� 57234（4番人気）� 15322（6番人気）
枠連票数 計 66854 的中 （5－7） 5796（4番人気）
馬連票数 計 364191 的中 �� 35071（3番人気）
馬単票数 計 185216 的中 �� 11538（4番人気）
ワイド票数 計 404406 的中 �� 35907（3番人気）�� 12069（8番人気）�� 5448（21番人気）
3連複票数 計 592135 的中 ��� 11362（12番人気）
3連単票数 計 671971 的中 ��� 4079（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．7―11．9―12．0―12．0―12．2―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．2―48．1―1：00．1―1：12．1―1：24．3―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
・（7，10）（3，12）6（11，16）5－（4，15）－（2，8）（1，13）9・（7，10）12（3，13）（11，15）（6，16）4（5，2，8）1－9

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

勝馬の
紹 介

アメリカンスター �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 アルカセット デビュー 2021．10．24 阪神2着

2019．4．23生 牝3鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 3戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔競走中止〕 ペイシャスウィート号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンコチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月22日まで平地競

走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第３日



02027 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・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
56．8
56．8

重
重

814 モ モ サ ン 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 4 59．6 6．1�

711 テンクウフラワー 牝3鹿 54 菱田 裕二小島 將之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 斉藤スタッド 414－18 59．7� 21．3�
58 � マスキエッタ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

464± 01：00．65 1．6�
34 � ハイパーストーム 牝3鹿 54 西村 淳也合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-
ter Farm 446－121：01．02� 10．1�

712 ラ ー ジ ベ ル 牝3鹿 54
51 ▲原 優介�リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 460－ 61：01．1� 199．5	

813� エレクトロワールド 牝3鹿 54 吉田 隼人山口 裕介氏 吉岡 辰弥 米 Farm Ⅲ
Enterprises 428＋ 61：01．52� 9．7


610 マルノアンナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 426－181：01．6� 49．3�
69 グラスサーシャ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 446＋ 61：01．81� 34．2�
11 ボンボレーロ 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 416＋ 81：02．33 196．4

46 マコトカラカシワ 牝3栗 54 坂井 瑠星�ディアマント 	島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 426－ 8 〃 ハナ 55．5�
45 テイエムサンレディ 牝3青鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 428－ 8 〃 アタマ 169．9�
33 フェスティヴメノコ 牝3鹿 54 丹内 祐次臼井義太郎氏 清水 英克 浦河 富田牧場 426－ 2 〃 クビ 308．7�
22 ルクスランページ 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 458－ 61：02．51� 6．8�
57 ニシノアリオト 牝3鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 棚川 光男 438－ 41：02．7� 77．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，347，400円 複勝： 66，731，100円 枠連： 6，719，200円
馬連： 36，609，900円 馬単： 20，907，600円 ワイド： 39，098，700円
3連複： 55，563，600円 3連単： 74，637，200円 計： 334，614，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 360円 � 110円 枠 連（7－8） 2，870円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 11，940円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 230円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 33，130円

票 数

単勝票数 計 343474 的中 � 44843（2番人気）
複勝票数 計 667311 的中 � 66967（2番人気）� 16318（6番人気）� 407745（1番人気）
枠連票数 計 67192 的中 （7－8） 1811（10番人気）
馬連票数 計 366099 的中 �� 5132（16番人気）
馬単票数 計 209076 的中 �� 1313（31番人気）
ワイド票数 計 390987 的中 �� 6309（17番人気）�� 51680（1番人気）�� 13369（7番人気）
3連複票数 計 555636 的中 ��� 12179（10番人気）
3連単票数 計 746372 的中 ��� 1633（97番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．0―34．9―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．6
3 14，11－（3，9，8）（4，12）（2，6）10（7，13）5，1 4 ・（14，11）－8（3，9）4，12（2，6，10）（7，13，5）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ モ サ ン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．10．17 東京11着

2019．3．31生 牝3黒鹿 母 ゴールドフェスタ 母母 Festival 3戦1勝 賞金 5，200，000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 スナークユウマ号

02028 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第4競走 ��2，860�障害4歳以上オープン
発走11時20分（番組第5競走を順序変更） （ 芝 ）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：06．6良

56 クラウンディバイダ �9黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464＋ 43：10．0 5．5�
55 ワ ー ウ ル フ 牡5黒鹿60 西谷 誠窪田 芳郎氏 坂口 智康 平取 坂東牧場 460＋ 2 〃 アタマ 12．6�
67 サトノパシュート 牡5黒鹿60 高田 潤 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482－ 23：10．21� 4．4�
22 テーオーソクラテス 牡5鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 460＋143：10．3� 19．6�
710 ブラックムーン 牡10鹿 60 難波 剛健 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 タバタファーム 492± 03：10．83 26．0�
44 	 キタノテイオウ 牡7黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 462＋143：11．54 34．2	
79 	 リ ッ ジ マ ン 牡9鹿 60 森 一馬
辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 B470＋ 43：11．71� 2．7�
11 マイネルダンク 牡4芦 59 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 8 〃 ハナ 50．2�
68 ヴァイトブリック 牡6青鹿60 石神 深一 
キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 514＋103：12．12
 13．4
812 シゲルピーマン �7鹿 62 草野 太郎森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 神垣 道弘 490＋ 63：12．31 99．2�
33 キングリッド 牡8鹿 60 小野寺祐太吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 466＋143：12．94 38．5�
811 エコロドリーム 牡6栗 60 五十嵐雄祐原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 484＋ 4 （競走中止） 6．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，781，800円 複勝： 28，920，600円 枠連： 6，970，100円
馬連： 31，653，600円 馬単： 15，043，700円 ワイド： 28，307，000円
3連複： 57，781，300円 3連単： 62，473，900円 計： 251，932，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 300円 � 160円 枠 連（5－5） 3，570円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 530円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 29，790円

票 数

単勝票数 計 207818 的中 � 29853（3番人気）
複勝票数 計 289206 的中 � 46484（3番人気）� 20381（6番人気）� 53656（2番人気）
枠連票数 計 69701 的中 （5－5） 1512（13番人気）
馬連票数 計 316536 的中 �� 6706（16番人気）
馬単票数 計 150437 的中 �� 1610（31番人気）
ワイド票数 計 283070 的中 �� 5810（16番人気）�� 14321（4番人気）�� 8700（9番人気）
3連複票数 計 577813 的中 ��� 10170（13番人気）
3連単票数 計 624739 的中 ��� 1520（98番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．2－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンディバイダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山2着

2013．4．13生 �9黒鹿 母 インコンパス 母母 Totality 障害：15戦2勝 賞金 36，780，000円
〔競走中止〕 エコロドリーム号は，2周目1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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アーネストホープ号・シェーンクラート号・ショウナンサルヴォ号・セデックカズマ号・タイキフロリゼル号・

テイエムクロムシャ号・ビーオールアイズ号
（非抽選馬）11頭 アイファーアクター号・アースドラゴン号・シャリオヴァルト号・ストレイライトラン号・タガノファジョーロ号・

ダノンロッソ号・ブラックワンダー号・ホシルミエール号・マイネルパラディ号・メイショウジザイ号・
メイショウハニー号



02029 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10分（番組第4競走を順序変更） （ 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 シャイニーゲール 牡8鹿 60 平沢 健治小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 472－123：11．2 1．9�
78 アームストロング 牡4黒鹿59 熊沢 重文塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 490－ 83：12．810 24．2�
55 ア イ タ イ 牡6栗 60 高田 潤平井 裕氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 522－ 43：12．9� 36．6�
33 マリスドランジュ 牝5黒鹿58 中村 将之�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 452± 03：13．43 4．6�
810 ローレリスト 牡5鹿 60 石神 深一多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472＋103：13．61� 14．2�
44 � デ ス ト ロ イ 	8栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B512＋ 83：13．81� 51．4	
79 エールヴィオレ 牝5栗 58 白浜 雄造佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 462＋ 43：13．9クビ 70．5

67 ワンダーサーイター 牡5青鹿60 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 456± 03：14．32
 21．1�
22 クリスタルアゲン 牝4栗 57 蓑島 靖典浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 450－203：15．89 167．7�
66 � アルファウェーブ 	5栗 60 上野 翔吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B546＋ 63：16．65 16．1
811 ブルーノジュネス 	5鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 83：20．5大差 4．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，894，700円 複勝： 19，556，600円 枠連： 6，423，500円
馬連： 26，803，200円 馬単： 15，524，900円 ワイド： 25，760，700円
3連複： 52，081，600円 3連単： 68，469，000円 計： 233，514，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 150円 � 480円 � 570円 枠 連（1－7） 2，200円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，140円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 18，150円 3 連 単 ��� 52，140円

票 数

単勝票数 計 188947 的中 � 78712（1番人気）
複勝票数 計 195566 的中 � 49555（1番人気）� 8645（7番人気）� 7069（8番人気）
枠連票数 計 64235 的中 （1－7） 2253（8番人気）
馬連票数 計 268032 的中 �� 7014（10番人気）
馬単票数 計 155249 的中 �� 3078（12番人気）
ワイド票数 計 257607 的中 �� 6608（13番人気）�� 5871（16番人気）�� 1753（34番人気）
3連複票数 計 520816 的中 ��� 2152（49番人気）
3連単票数 計 684690 的中 ��� 952（161番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーゲール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．23 阪神1着

2014．2．14生 牡8鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 障害：4戦1勝 賞金 13，890，000円
〔制裁〕 アイタイ号の騎手高田潤は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被害

馬：8番）
※エールヴィオレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02030 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時45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
1：56．9
1：56．1

良
良

46 サクセスドレーク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�タカシマ 野中 賢二 平取 坂東牧場 490－ 22：00．4 1．7�
814 エーデルブルーメ 牝3鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470± 02：00．71� 5．3�
712 クリストバライト 牝3芦 54 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 452－ 42：00．91� 6．9�
813 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 62：01．11� 119．5�
610 セピアーチェ 牝3栃栗 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－122：01．31� 44．5	

57 リアンスカイ 牝3黒鹿54 加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 436－ 42：01．4クビ 212．5

711 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 �島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 438－ 82：01．5� 9．5�
34 アグラダーブレ 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁幅田 京子氏 寺島 良 日高 オリオンファーム 434－14 〃 ハナ 215．9
69 パッションメーカー 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 444－ 82：01．71� 333．0�
22 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 498－10 〃 クビ 34．7�
58 ティンタルレ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 438－ 22：02．65 9．8�
33 ブレイズアウト 牡3栗 56 荻野 極 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－102：02．81 23．1�
11 カルトナージュ 牝3栗 54 松若 風馬水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 414± 02：02．9� 138．3�
45 アークデトリオンフ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 B492－ 6 〃 アタマ 54．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，390，600円 複勝： 69，271，600円 枠連： 8，651，100円
馬連： 38，278，000円 馬単： 22，457，600円 ワイド： 44，036，200円
3連複： 66，988，700円 3連単： 88，550，500円 計： 371，624，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 240円 �� 410円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 333906 的中 � 152375（1番人気）
複勝票数 計 692716 的中 � 390109（1番人気）� 70529（2番人気）� 55402（3番人気）
枠連票数 計 86511 的中 （4－8） 15766（2番人気）
馬連票数 計 382780 的中 �� 65279（1番人気）
馬単票数 計 224576 的中 �� 25474（1番人気）
ワイド票数 計 440362 的中 �� 56679（1番人気）�� 47700（2番人気）�� 23982（5番人気）
3連複票数 計 669887 的中 ��� 67329（1番人気）
3連単票数 計 885505 的中 ��� 26419（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．6―12．8―12．6―12．0―11．8―11．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．5―48．3―1：00．9―1：12．9―1：24．7―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスドレーク �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2021．10．16 阪神3着

2019．3．19生 牡3黒鹿 母 ビービーバーレル 母母 ファインディンプル 4戦1勝 賞金 11，000，000円



02031 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第7競走 1，700�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54�5歳以上55�
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
1：40．9
1：40．9

重
重

24 スズカマクフィ 牝4鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 440－ 81：47．4 6．0�
713 シ ェ ー ン 牝5芦 55

52 ▲角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 21：47．82� 15．1�

816 スクウェアセイル 牝4鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 クビ 35．9�
47 � アポロリリー 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 B424± 01：48．01� 103．4�
11 リーベサンライズ 牝4黒鹿54 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 448＋ 21：48．1クビ 6．6	
612 キタサンマーベラス 牝4栗 54 松若 風馬�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 458－ 41：48．21 34．7

23 メイショウハナモモ 牝4鹿 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：48．51� 4．6�
714 アオイシチフク 牝4黒鹿54 西村 淳也鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 482－ 61：48．7� 10．2�
59 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 54 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B484－25 〃 � 10．5
815 ジョイフルダンサー 牝4鹿 54

53 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 436－ 21：48．8� 7．2�
12 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆秋山 稔樹増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 61：49．22� 39．9�
36 ジェムフェザー 牝4鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462－ 61：49．3クビ 6．3�
48 タガノリバイバー 牝4鹿 54 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－12 〃 アタマ 29．2�
35 ブルアモーレ 牝4黒鹿54 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 448± 01：49．82� 75．5�
611� リリージャスパー 牝4鹿 54

50 ★永島まなみ土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 442－171：50．01� 228．9�
510� スエヒロヴァン 牝4鹿 54 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 456－101：50．21� 45．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，048，300円 複勝： 43，544，100円 枠連： 9，707，400円
馬連： 44，035，100円 馬単： 17，633，000円 ワイド： 48，205，800円
3連複： 77，361，300円 3連単： 77，481，500円 計： 347，016，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 360円 � 940円 枠 連（2－7） 1，030円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 5，000円 �� 6，280円

3 連 複 ��� 56，660円 3 連 単 ��� 234，050円

票 数

単勝票数 計 290483 的中 � 38116（2番人気）
複勝票数 計 435441 的中 � 61849（3番人気）� 31175（7番人気）� 10283（12番人気）
枠連票数 計 97074 的中 （2－7） 7260（2番人気）
馬連票数 計 440351 的中 �� 8371（17番人気）
馬単票数 計 176330 的中 �� 1974（29番人気）
ワイド票数 計 482058 的中 �� 11142（14番人気）�� 2444（56番人気）�� 1940（65番人気）
3連複票数 計 773613 的中 ��� 1024（178番人気）
3連単票数 計 774815 的中 ��� 240（792番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．2―13．3―12．7―12．2―12．7―13．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―43．5―56．2―1：08．4―1：21．1―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3
6，8（16，9）（1，10，15）14，11（3，7）（5，12，13）－2，4・（6，8，2）9（16，15）4（1，10，14）13（3，11，7）（5，12）

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

勝馬の
紹 介

スズカマクフィ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．12．6 中京9着

2018．5．10生 牝4鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 9戦2勝 賞金 19，800，000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 ベゼドランジュ号・レッドウッドヒル号

02032 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第8競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走13時45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
2：37．8
2：35．1

良
良

22 マケルナマサムネ 牡4鹿 56 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B468＋222：39．4 8．6�
79 タイミングハート 牡5黒鹿57 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：39．92� 4．4�
44 エルディアブロ 牡4黒鹿56 �島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B450＋ 42：40．43 6．2�
33 カレンレベンティス 牡4黒鹿56 坂井 瑠星鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 456－122：40．5� 5．1�
67 パーディシャー 牡5鹿 57 菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 8 〃 クビ 11．3	
55 ナムアミダブツ 牡5鹿 57 藤岡 康太ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B466－ 22：40．71� 4．0

66 シングマイハート 牝4鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B456＋12 〃 クビ 18．0�
78 ミスカイウラニ 牝4鹿 54

50 ★永島まなみ諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446－ 22：40．91 43．3�
810 アイスジェイド 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 14．2
811 マジストラル 牡6鹿 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：41．11� 45．2�
11 コンフィアンス 牝4鹿 54 丹内 祐次 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 444－ 22：41．52� 19．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，939，700円 複勝： 39，957，800円 枠連： 6，163，200円
馬連： 39，372，100円 馬単： 17，273，500円 ワイド： 38，440，700円
3連複： 66，729，500円 3連単： 76，891，000円 計： 313，767，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 310円 � 150円 � 230円 枠 連（2－7） 2，040円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 710円 �� 980円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 30，910円

票 数

単勝票数 計 289397 的中 � 26634（5番人気）
複勝票数 計 399578 的中 � 27301（6番人気）� 87658（1番人気）� 42752（4番人気）
枠連票数 計 61632 的中 （2－7） 2331（10番人気）
馬連票数 計 393721 的中 �� 13454（10番人気）
馬単票数 計 172735 的中 �� 2298（26番人気）
ワイド票数 計 384407 的中 �� 14013（8番人気）�� 9862（12番人気）�� 13539（10番人気）
3連複票数 計 667295 的中 ��� 10710（15番人気）
3連単票数 計 768910 的中 ��� 1803（106番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．6―12．5―12．3―12．4―13．0―12．7―12．0―12．0―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．5―37．1―49．6―1：01．9―1：14．3―1：27．3―1：40．0―1：52．0―2：04．0―2：16．0―2：27．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マケルナマサムネ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．9．19 中京7着

2018．1．21生 牡4鹿 母 ナオミノユメ 母母 クロノロジスト 11戦1勝 賞金 14，111，000円
［他本会外：1戦0勝］



02033 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時15分 （芝・右）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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
1：06．0
1：06．0

良
良

11 ショウナンマッハ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 498＋ 21：07．8 4．1�
33 タムロキュラムン 牝3鹿 54 泉谷 楓真谷口 屯氏 西園 正都 日高 シンボリ牧場 452＋181：08．22� 47．0�
56 インプロバイザー 牡3芦 56 坂井 瑠星江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 464＋ 4 〃 クビ 3．4�
69 トーセンサンダー 牡3青鹿56 丹内 祐次島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 21：08．3クビ 6．4�
813 セリノーフォス 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 448＋ 41：08．4� 4．4	
44 ブランデーロック 牡3栗 56 原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456－121：08．5� 31．1

710 トーホウラビアン 牝3鹿 54 富田 暁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 408－141：08．6クビ 31．7�
45 ホワイトターフ 牝3芦 54 	島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 436± 0 〃 クビ 12．7
57 フェブサンカラ 牝3鹿 54 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 400－ 21：08．7� 26．2�
22 ヴィルチュオーズ 牝3黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 418± 01：08．91 32．5�
812 サンディブリッジ 牝3鹿 54 横山 和生ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 41：09．01 60．2�
68 モズジャックポット 牡3栗 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 474＋ 61：09．42 94．6�
711 メリトクラシー 牝3黒鹿54 吉田 隼人�G1レーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 514＋221：11．5大差 12．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，393，000円 複勝： 49，875，600円 枠連： 9，145，000円
馬連： 57，112，900円 馬単： 23，533，000円 ワイド： 52，860，800円
3連複： 88，383，600円 3連単： 98，461，100円 計： 416，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 670円 � 140円 枠 連（1－3） 7，800円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 13，560円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 370円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 8，630円 3 連 単 ��� 59，240円

票 数

単勝票数 計 373930 的中 � 72652（2番人気）
複勝票数 計 498756 的中 � 82808（2番人気）� 12976（11番人気）� 115557（1番人気）
枠連票数 計 91450 的中 （1－3） 908（21番人気）
馬連票数 計 571129 的中 �� 6159（28番人気）
馬単票数 計 235330 的中 �� 1301（49番人気）
ワイド票数 計 528608 的中 �� 5290（31番人気）�� 40825（1番人気）�� 7849（17番人気）
3連複票数 計 883836 的中 ��� 7680（30番人気）
3連単票数 計 984611 的中 ��� 1205（205番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―32．8―44．2―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F35．0
3 1，6，7（3，4，8）9（2，10，13，11）（5，12） 4 1，6（3，7）4（2，9，8）（10，13）（5，12）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマッハ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．7．4 小倉1着

2019．4．15生 牡3鹿 母 オーバーレイ 母母 ヒシシルバーメイド 5戦2勝 賞金 19，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリトクラシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月22日まで平地競走

に出走できない。

02034 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第10競走 ��1，800�
と す

鳥 栖 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，1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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

47 シティレインボー 牡4栗 56 菱田 裕二深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484－ 61：46．9 3．3�
713 ウインリブルマン 牡4栗 56 横山 和生�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 518－ 21：47．11 3．9�
712 グルーヴビート 牡4鹿 56 川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 51．2�
58 サンデージャック 牡4青鹿56 富田 暁エムズレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 492＋121：47．2クビ 14．9�
610 バ ガ ン 牡4青 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 468＋ 4 〃 クビ 4．7	
11 スマートワン 牡4青鹿56 �島 克駿橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 478＋ 21：47．3クビ 19．3

35 � ハーツオブシャカ 牡4鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 辻 牧場 452－32 〃 ハナ 35．9�
815 イ ザ ニ コ ス 牝4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 34．7�
34 ホウオウラフィット 牝4青鹿54 荻野 極小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 412－ 41：47．4� 13．0
46 	 バラードインミラノ 牡4黒鹿56 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

420－121：47．71
 186．5�
22 ロッソモラーレ 牡5芦 57 西村 淳也 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B472＋ 41：47．8� 37．5�
814 コアレスロング 牝4黒鹿54 角田 大和小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 462± 0 〃 クビ 451．3�
23 	 アランチャアミーゴ �5栗 57 坂井 瑠星早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B498＋ 21：48．11
 13．2�
611 トランシルヴァニア �5鹿 57 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：48．84 10．1�
59 ショウナンアイビー 牡4鹿 56 藤岡 佑介国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B504± 01：49．22 106．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，410，000円 複勝： 62，731，900円 枠連： 15，952，700円
馬連： 79，368，200円 馬単： 30，970，900円 ワイド： 75，850，200円
3連複： 132，232，000円 3連単： 141，336，200円 計： 579，852，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 180円 � 1，010円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，640円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 42，780円

票 数

単勝票数 計 414100 的中 � 98875（1番人気）
複勝票数 計 627319 的中 � 116064（1番人気）� 98417（3番人気）� 11423（12番人気）
枠連票数 計 159527 的中 （4－7） 14903（3番人気）
馬連票数 計 793682 的中 �� 76170（1番人気）
馬単票数 計 309709 的中 �� 13967（2番人気）
ワイド票数 計 758502 的中 �� 58224（1番人気）�� 6908（34番人気）�� 5515（41番人気）
3連複票数 計1322320 的中 ��� 8645（45番人気）
3連単票数 計1413362 的中 ��� 2395（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．4―47．1―58．7―1：10．3―1：22．2―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．6
1
3
2（3，9）（10，11，13）（6，15）（1，4）12，5（8，14）－7
2，3，9（10，13）（6，4）（11，15）1（12，14）（5，8）－7

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

勝馬の
紹 介

シティレインボー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．9 札幌2着

2018．3．29生 牡4栗 母 シ ー ジ ョ ー 母母 ハイパスチャー 14戦2勝 賞金 50，646，000円
〔制裁〕 シティレインボー号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔3走成績による出走制限〕 バラードインミラノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年3月22日まで平地競走に出走で

きない。



02035 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第11競走 ��1，700�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走15時25分 （ダート・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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

510 サトノロイヤル 牡4鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B512＋201：47．2 6．4�
816 タイセイシェダル 牡4栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 468＋ 61：47．41� 10．7�
612 キョウワウォール 牡6黒鹿57 �島 良太浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B482＋14 〃 アタマ 5．7�
714 ジョディーズマロン 牡4栗 56 亀田 温心 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 81：47．5クビ 8．4�
815 シンヨモギネス 牡4鹿 56 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋14 〃 ハナ 28．5�
713 サンマルエンパイア 牡8鹿 57 藤岡 康太相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 468－ 4 〃 クビ 27．0	
48 アフィラトゥーラ 牡5黒鹿57 富田 暁加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 504＋ 81：47．6クビ 161．8

35 ショウナンマリオ 牡5黒鹿57 横山 和生�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 490－ 21：47．7� 7．9�
611 サヴァビアン 牡4栗 56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 2 〃 クビ 19．7
24 イ グ ナ ー ツ 牡6鹿 57 酒井 学前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 81：48．01� 34．0�
47 ロ ー ウ ェ ル 	4黒鹿56 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542－ 2 〃 クビ 8．3�
12 オンワードセルフ 牡6鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B486± 01：48．21� 168．7�
23 ブリエヴェール 牡4青鹿56 小沢 大仁 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋ 81：48．94 4．4�
36 グランドビクトリー 牡6栗 57 泉谷 楓真田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B478－ 41：49．0� 52．7�
11 ピクトルテソーロ 牡4黒鹿56 西村 淳也了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 490＋181：49．1クビ 21．9�
59 サブロンカズマ 牡4鹿 56 岩田 康誠合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 81：49．31� 75．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，870，000円 複勝： 113，013，500円 枠連： 41，324，700円
馬連： 204，388，100円 馬単： 69，200，100円 ワイド： 171，750，400円
3連複： 383，341，200円 3連単： 376，990，400円 計： 1，435，878，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 310円 � 220円 枠 連（5－8） 1，810円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 790円 �� 770円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 36，470円

票 数

単勝票数 計 758700 的中 � 93884（3番人気）
複勝票数 計1130135 的中 � 113160（4番人気）� 87603（7番人気）� 148114（2番人気）
枠連票数 計 413247 的中 （5－8） 17670（7番人気）
馬連票数 計2043881 的中 �� 51914（10番人気）
馬単票数 計 692001 的中 �� 9458（17番人気）
ワイド票数 計1717504 的中 �� 56122（3番人気）�� 57964（2番人気）�� 42085（11番人気）
3連複票数 計3833412 的中 ��� 42843（13番人気）
3連単票数 計3769904 的中 ��� 7493（61番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．5―13．4―12．6―12．4―12．6―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．7―44．1―56．7―1：09．1―1：21．7―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノロイヤル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．8 新潟4着

2018．2．14生 牡4鹿 母 カネトシキフジン 母母 シュペリユール 7戦3勝 賞金 32，557，000円
〔制裁〕 オンワードセルフ号の騎手小崎綾也は，1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：9番・6番）

シンヨモギネス号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・5
番・12番）

02036 1月22日 晴 良 （4小倉1） 第3日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・右）

負担重量は，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

23 ララマカロン 牝4鹿 54 坂井 瑠星フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B482＋181：08．2 3．8�
（法942）

12 マイネルチューダ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 458± 0 〃 クビ 62．2�

816 バトーデュシエル 牝5鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B484＋121：08．3� 3．3�
47 ランスオブミューズ 牝4鹿 54

53 ☆泉谷 楓真五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 440－ 4 〃 クビ 10．2�
510 カトルショセット 牝4鹿 54 荻野 極�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480＋101：08．4クビ 7．3�
35 タツリュウオー 牝4黒鹿54 藤懸 貴志	しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 450＋ 81：08．82� 38．5

36 リ ノ 牝5鹿 55

52 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 81：08．9� 9．0�

612 デイトンウェイ 牡4栗 56 藤岡 康太 	シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B508＋ 6 〃 ハナ 37．6�
24 セ リ シ ア 牝4芦 54 吉田 隼人西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 458＋ 21：09．0� 12．7
59 メイショウヒゾッコ 牝4鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 408－ 2 〃 ハナ 36．8�
713 テイエムフローラ 牝5黒鹿55 浜中 俊竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 454－ 2 〃 ハナ 11．5�
11 ミ エ リ 牝4栗 54

52 ◇藤田菜七子 	シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 380＋ 61：09．31� 49．6�
611 エイボンクリフ 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 ハナ 382．8�
818 サンライズシューズ 牝4栗 54 西村 淳也呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 6 〃 ハナ 32．6�
715 アンジュマリッシュ 牝4青 54 富田 暁 	サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 442＋101：09．4� 77．3�
817 タイセイレフィーノ 牝5鹿 55 �島 克駿田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 466－ 61：09．5� 61．9�
714 セイウンエンプレス 牝4黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 本間 忍 日高 西山牧場 378＋ 61：10．03 303．2�
48 � アランチオーネ 牝6栗 55

54 ☆亀田 温心 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 426－ 8 〃 クビ 484．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 56，176，900円 複勝： 77，403，500円 枠連： 24，368，200円
馬連： 111，255，000円 馬単： 42，727，300円 ワイド： 105，140，600円
3連複： 199，318，800円 3連単： 202，448，700円 計： 818，839，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 940円 � 180円 枠 連（1－2） 2，990円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 460円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 68，840円

票 数

単勝票数 計 561769 的中 � 116907（2番人気）
複勝票数 計 774035 的中 � 128623（1番人気）� 15506（12番人気）� 127367（2番人気）
枠連票数 計 243682 的中 （1－2） 6296（14番人気）
馬連票数 計1112550 的中 �� 9722（29番人気）
馬単票数 計 427273 的中 �� 2370（49番人気）
ワイド票数 計1051406 的中 �� 8908（30番人気）�� 64430（1番人気）�� 8197（33番人気）
3連複票数 計1993188 的中 ��� 11876（33番人気）
3連単票数 計2024487 的中 ��� 2132（200番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．4―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 7（3，17）（2，10）（5，12，18，16）（4，15）6（1，11，14）（8，9，13） 4 7－（3，17）（2，10，16）（12，18）（5，6，15，13）（4，11，14）9，1，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ララマカロン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．9．5 札幌8着

2018．1．21生 牝4鹿 母 イ オ ス 母母 チ ュ ー ニ ー 11戦2勝 賞金 19，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 ジョーレイラニ号・ドリアード号



（4小倉1）第3日 1月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

192，960，000円
1，730，000円
19，820，000円
1，570，000円
24，360，000円
70，107，000円
5，949，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
434，205，100円
673，643，800円
148，353，800円
741，493，400円
313，656，700円
705，759，900円
1，297，554，400円
1，408，186，900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 5，722，854，000円

総入場人員 2，140名 （有料入場人員 1，492名）
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