
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02037 1月23日 雨 稍重 （4小倉1） 第4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

33 ヴァランシエンヌ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478＋161：48．9 8．4�

34 ウインメイフラワー 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 474＋101：49．21� 15．6�
813 レ ガ ー ミ 牝3芦 54 �島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 浦河 辻 牧場 494－12 〃 クビ 4．5�
11 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 434－ 61：49．41 4．5�
610 デルマニンフ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 406± 01：49．72 92．4	
814 サクラトップラン 牝3鹿 54 斎藤 新�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 442＋ 61：49．8� 2．1

712 シゲルオトヒメ 牝3芦 54

51 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 408－ 81：50．11� 22．8�
45 スーサンユッセ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 466± 01：50．2� 32．9�
57 タートザッヘ 牝3鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：51．26 56．5
22 スズカサンサン 牝3芦 54 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 438－ 61：51．41� 86．3�
711 ソウルフルハート 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁中村 智幸氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466＋ 61：51．51 134．8�
58 ジーアネモネ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�ジーホース 松下 武士 新冠 アサヒ牧場 454－101：51．7� 42．6�
69 パパリーヌキャスト 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 474＋ 61：52．33� 192．1�
46 ミ ル キ ー 牝3芦 54

50 ★永島まなみ杉浦 和也氏 中野 栄治 宮崎 田上 勝雄 466＋ 31：59．7大差 280．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，983，800円 複勝： 40，371，700円 枠連： 10，073，700円
馬連： 49，280，000円 馬単： 22，439，100円 ワイド： 46，941，900円
3連複： 83，234，000円 3連単： 87，024，900円 計： 370，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 540円 � 250円 枠 連（3－3） 5，650円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 920円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 70，250円

票 数

単勝票数 計 309838 的中 � 29500（4番人気）
複勝票数 計 403717 的中 � 36793（4番人気）� 17288（6番人気）� 46663（3番人気）
枠連票数 計 100737 的中 （3－3） 1380（13番人気）
馬連票数 計 492800 的中 �� 6614（16番人気）
馬単票数 計 224391 的中 �� 1707（31番人気）
ワイド票数 計 469419 的中 �� 7454（16番人気）�� 13333（8番人気）�� 10867（12番人気）
3連複票数 計 832340 的中 ��� 6310（30番人気）
3連単票数 計 870249 的中 ��� 898（187番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．1―13．2―12．7―12．5―13．0―13．4―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―30．1―43．3―56．0―1：08．5―1：21．5―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．4
1
3
3（1，6）8－（4，13，14）5－7－10（9，11）－2－12
3，1（4，8，14）13－（5，7）（10，9）－（12，6）11，2

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

勝馬の
紹 介

ヴァランシエンヌ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．7．4 福島9着

2019．4．25生 牝3鹿 母 メリーウィドウ 母母 ウエディングメリー 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月23日まで平地競走に出

走できない。
※ソウルフルハート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02038 1月23日 雨 稍重 （4小倉1） 第4日 第2競走 ��1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

510 ワーフデール 牝3栗 54 横山 和生�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 448± 01：51．1 2．5�
23 ナックフローラ 牝3鹿 54 丹内 祐次小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470－ 21：51．42 11．7�
11 シ エ ル 牝3鹿 54 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 456－161：51．82� 5．7�
24 カズプレスト 牡3鹿 56 �島 克駿合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 新ひだか 稲葉牧場 512＋ 21：52．01� 16．7�
59 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：52．1クビ 106．3	
714 オーウェンバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 辻野 泰之 洞�湖 レイクヴィラファーム 462± 01：52．2� 9．8

47 リネンスイング 牡3黒鹿56 勝浦 正樹戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 452＋ 81：52．3クビ 185．7�
12 アスターデカゴン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 496＋101：52．83 27．1�
612	 ア ル マ ン ダ 牡3黒鹿56 吉田 隼人永井商事� 橋田 満 仏 Mr Herve－Char-

les Viallon 504－ 8 〃 � 21．8
713 シ タ ゴ コ ロ 牡3黒鹿56 秋山真一郎内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 442± 01：52．9クビ 11．6�
611 フロウィングダンス 牝3栗 54 西村 淳也 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 クビ 21．5�
815 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± 01：53．43 8．5�
816 ヤマニンループ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 422＋ 41：53．82� 22．8�
36 メイショウヤナガセ 牡3栗 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 本巣 敦 474－ 81：54．86 543．4�
35 	 シゲルツバメ 牝3芦 54 富田 暁森中 蕃氏 橋田 満 愛 Rockfield

Farm B412－ 61：55．33 67．9�
48 クライアンテル 牝3鹿 54

51 ▲原 優介ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B480－ 41：55．72� 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，227，000円 複勝： 41，943，400円 枠連： 10，055，000円
馬連： 45，470，500円 馬単： 17，465，300円 ワイド： 47，294，600円
3連複： 76，554，100円 3連単： 68，765，400円 計： 337，775，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 240円 � 200円 枠 連（2－5） 1，240円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 680円 �� 640円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 31，270円

票 数

単勝票数 計 302270 的中 � 93980（1番人気）
複勝票数 計 419434 的中 � 95044（1番人気）� 37301（4番人気）� 51813（3番人気）
枠連票数 計 100550 的中 （2－5） 6261（5番人気）
馬連票数 計 454705 的中 �� 16480（5番人気）
馬単票数 計 174653 的中 �� 3972（7番人気）
ワイド票数 計 472946 的中 �� 18128（5番人気）�� 19405（4番人気）�� 6863（22番人気）
3連複票数 計 765541 的中 ��� 10106（10番人気）
3連単票数 計 687654 的中 ��� 1594（67番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．4―12．4―12．3―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．9―48．3―1：00．7―1：13．0―1：25．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ワーフデール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．8．28 小倉3着

2019．3．25生 牝3栗 母 マラムデール 母母 フサイチエアデール 3戦1勝 賞金 7，510，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルツバメ号・クライアンテル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

23日まで平地競走に出走できない。

第１回 小倉競馬 第４日



02039 1月23日 雨 稍重 （4小倉1） 第4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

57 � キュウドウクン 牡6鹿 57
54 ▲松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 484＋ 5 58．7 21．5�
45 デアリングウーマン 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 434－ 2 58．8� 2．2�
813� エ ル ズ リ ー 牝6栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 526＋ 4 58．9� 4．9�

711	 スズカサウスソング 牡5鹿 57
56 ☆泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B512＋ 8 59．32� 8．7�

11 セイウンノウヒメ 牝4青 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 
川 啓一 470± 0 59．4� 9．1�
33 	 ミューティー 牝5鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 59．82� 12．8	
22 	 デイジームーン 牝4栗 54 藤懸 貴志
大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 438－ 9 〃 クビ 38．3�
68 カネトシバレンシア 牝4栗 54 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 436－ 81：00．11� 6．5�
812 チアフルローズ 牝6青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 480＋10 〃 ハナ 29．6

69 ミーハディビーナ 牝5青鹿55 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 2 〃 アタマ 141．8�

56 	 ケリアテソーロ 牝4鹿 54
51 ▲小林 凌大了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 444＋121：00．2� 107．2�
710	 リ ュ ッ カ 牝5鹿 55

52 ▲原 優介星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 420－ 41：00．41� 68．5�
44 セラスチューム 牝4栗 54

50 ★永島まなみライオンレースホース� 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 141．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，491，300円 複勝： 46，996，300円 枠連： 6，954，800円
馬連： 47，714，100円 馬単： 22，758，900円 ワイド： 48，222，600円
3連複： 76，797，300円 3連単： 85，070，300円 計： 367，005，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 430円 � 120円 � 160円 枠 連（4－5） 2，140円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 730円 �� 930円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 26，200円

票 数

単勝票数 計 324913 的中 � 12046（7番人気）
複勝票数 計 469963 的中 � 16979（8番人気）� 150474（1番人気）� 73873（2番人気）
枠連票数 計 69548 的中 （4－5） 2516（10番人気）
馬連票数 計 477141 的中 �� 17782（7番人気）
馬単票数 計 227589 的中 �� 2761（21番人気）
ワイド票数 計 482226 的中 �� 15506（10番人気）�� 11868（11番人気）�� 59993（1番人気）
3連複票数 計 767973 的中 ��� 23223（6番人気）
3連単票数 計 850703 的中 ��� 2354（88番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．9―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．1
3 ・（5，7）11（8，13）－（1，10，6）3，4（2，9）－12 4 ・（5，7）－（13，11）－8，1（3，6）－（2，10）4，9，12

勝馬の
紹 介

�キュウドウクン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．6．9 阪神12着

2016．4．19生 牡6鹿 母 Air France 母母 Twin Propeller 23戦2勝 賞金 20，820，000円
［他本会外：7戦0勝］

02040 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4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

79 � エ ミ ー リ オ 牡8鹿 60 草野 太郎加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 498＋ 23：12．3 3．2�
22 エイムアンドエンド 牡7鹿 60 伴 啓太 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 510＋ 63：12．93� 8．9�
44 ランスオブプラーナ 牡6黒鹿60 中村 将之五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 83：13．75 11．6�
811 ル ヴ ォ ル グ �6黒鹿60 五十嵐雄祐�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 528± 03：13．8� 3．4�
56 ピュアヒカリ �6鹿 60 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 460＋103：14．12 13．8	
68 イロエンピツ 牝4黒鹿57 難波 剛健内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 480－ 43：15．810 99．6

812 エスタンピージャ 牝4鹿 57 蓑島 靖典 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：15．9� 144．2�
67 ジャディード 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462＋ 43：16．53� 60．0�
55 サマーサプライズ 牡8鹿 60 植野 貴也 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 474＋ 83：16．6� 63．2
33 � マルカテノール 牡8鹿 60 西谷 誠日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492＋103：16．7� 35．5�
11 タイセイトレイル 牡7黒鹿60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496± 03：16．8クビ 4．3�
710 オメガエリタージュ �5青鹿60 高田 潤原 �子氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 442＋ 83：18．6大差 12．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，330，500円 複勝： 24，527，800円 枠連： 7，665，100円
馬連： 32，145，100円 馬単： 16，360，000円 ワイド： 28，344，700円
3連複： 57，999，800円 3連単： 69，848，500円 計： 258，221，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 230円 枠 連（2－7） 1，010円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 530円 �� 560円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 15，210円

票 数

単勝票数 計 213305 的中 � 51994（1番人気）
複勝票数 計 245278 的中 � 57384（1番人気）� 35062（3番人気）� 22055（5番人気）
枠連票数 計 76651 的中 （2－7） 5871（4番人気）
馬連票数 計 321451 的中 �� 18774（4番人気）
馬単票数 計 163600 的中 �� 5280（7番人気）
ワイド票数 計 283447 的中 �� 14034（5番人気）�� 13357（6番人気）�� 6020（13番人気）
3連複票数 計 579998 的中 ��� 11337（12番人気）
3連単票数 計 698485 的中 ��� 3328（45番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 53．8－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エ ミ ー リ オ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Deputy Minister

2014．4．12生 牡8鹿 母 プライムオブユース 母母 Miss Ra He Ra 障害：9戦1勝 賞金 23，490，000円
初出走 JRA

※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 エールヴィオレ号



02041 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第5競走 ��1，800�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
1：43．8
1：43．8

良
良

713 ツッチーフェイス 牝3黒鹿 54
52 △小沢 大仁 STレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 462 ―1：51．9 14．5�

612 スウィートスカー 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心池袋レーシング �島 一歩 新ひだか 田中 裕之 456 ― 〃 アタマ 56．0�

59 グッドヴィンテージ 牡3鹿 56 斎藤 新平田 修氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 502 ―1：52．11� 2．9�
816 モ ル レ ー 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 436 ―1：52．31� 8．2�
24 ルクスクリスティー 牝3鹿 54 吉田 隼人�ルクス 武 幸四郎 日高 いとう牧場 474 ―1：52．83 4．9	
510 サンライズルーチェ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 520 ―1：53．22� 9．9

36 エコロデュエル 牡3青鹿56 富田 暁原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468 ―1：53．62� 42．9�
611 スリードゥラメンテ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真永井商事� 南井 克巳 むかわ 市川牧場 468 ― 〃 アタマ 20．0�
12 リュミエールノワル 牡3黒鹿56 横山 和生�G1レーシング 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：53．7クビ 12．2
815 クレスコキャニオン �3鹿 56 藤懸 貴志堀川 三郎氏 藤沢 則雄 浦河 グランデファーム 496 ―1：53．8� 290．4�
23 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 422 ―1：54．22� 182．4�
48 ラ リ ベ ラ 牝3黒鹿54 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 450 ―1：54．62� 7．1�
11 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 56 古川 吉洋小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 558 ― 〃 クビ 25．7�
35 シャルムランプ 牝3鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 416 ― 〃 ハナ 27．6�
714 ジューンキララ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉川 潤氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 422 ―1：54．7� 73．4�
47 アルコバレノ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 542 ―1：55．97 133．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，731，600円 複勝： 39，979，300円 枠連： 11，419，000円
馬連： 45，762，400円 馬単： 20，767，200円 ワイド： 47，623，800円
3連複： 77，496，300円 3連単： 75，841，900円 計： 352，621，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 370円 � 850円 � 150円 枠 連（6－7） 5，380円

馬 連 �� 18，260円 馬 単 �� 44，500円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 970円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 21，710円 3 連 単 ��� 175，110円

票 数

単勝票数 計 337316 的中 � 18507（7番人気）
複勝票数 計 399793 的中 � 24077（6番人気）� 9252（12番人気）� 97292（1番人気）
枠連票数 計 114190 的中 （6－7） 1642（25番人気）
馬連票数 計 457624 的中 �� 1942（49番人気）
馬単票数 計 207672 的中 �� 350（108番人気）
ワイド票数 計 476238 的中 �� 2959（46番人気）�� 13168（8番人気）�� 5124（32番人気）
3連複票数 計 774963 的中 ��� 2677（79番人気）
3連単票数 計 758419 的中 ��� 314（563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．1―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツッチーフェイス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．3．14生 牝3黒鹿 母 ヤマノローラ 母母 ボーイントンキャニオン 1戦1勝 賞金 6，000，000円

02042 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第6競走 1，200�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
1：06．0
1：06．0

良
良

816 ミッキーハーモニー 牝3鹿 54 横山 和生野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：10．1 7．1�
23 ダテボレアス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介渡邉 直樹氏 西園 正都 浦河 川越ファーム 488± 01：10．31� 4．0�
714 コ ル ベ イ ユ 牝3鹿 54 勝浦 正樹井手 慶祐氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 41：10．4� 6．8�
612 ウインオワーズ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 41：10．82� 115．3�
36 ミズノコキュウ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 410＋ 81：11．11� 8．8�
47 イ プ ノ ー ズ 牝3青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 61：11．31� 2．5	
12 ショウナンナージャ 牝3青鹿 54

52 △小沢 大仁国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 440－ 21：11．4� 104．3

817 チ ア リ ン グ 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 464＋12 〃 アタマ 110．8�
611 デ ィ ガ ス ト 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和吉田 安惠氏 小林 真也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 61：11．6� 18．9

510 ヘ ク ト ゴ ン 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか ゴールドアップカンパニー 418＋ 2 〃 クビ 129．5�
818 マイネルヘリテージ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 浜口牧場 406± 01：11．92 347．6�

715 フレイムリリー 牝3黒鹿 54
53 ☆秋山 稔樹岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 426－10 〃 アタマ 426．6�

11 レンヌメファ 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 424－ 21：12．11 151．8�

713 トーホウディアマン 牝3鹿 54 藤岡 康太東豊物産� 高橋 亮 新冠 ハクレイファーム 438＋ 2 〃 アタマ 24．9�
59 ユーディアライト 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 382＋ 81：12．42 688．8�
24 セイウンナナセマル 牝3黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 440＋ 21：12．71� 18．4�
35 サヴァンナナイツ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：12．8クビ 124．9�
48 イデアノアイデア 牝3栗 54 原田 和真益田 修一氏 柄崎 孝 浦河 中脇 満 356－ 21：13．97 607．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，543，600円 複勝： 45，771，800円 枠連： 10，311，300円
馬連： 52，400，100円 馬単： 22，395，900円 ワイド： 49，277，900円
3連複： 84，354，500円 3連単： 89，038，700円 計： 391，093，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 190円 � 150円 � 190円 枠 連（2－8） 1，050円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 500円 �� 690円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 18，030円

票 数

単勝票数 計 375436 的中 � 42269（4番人気）
複勝票数 計 457718 的中 � 57145（4番人気）� 86698（2番人気）� 59417（3番人気）
枠連票数 計 103113 的中 （2－8） 7559（4番人気）
馬連票数 計 524001 的中 �� 26509（6番人気）
馬単票数 計 223959 的中 �� 4835（14番人気）
ワイド票数 計 492779 的中 �� 25721（5番人気）�� 17813（8番人気）�� 23307（7番人気）
3連複票数 計 843545 的中 ��� 22125（8番人気）
3連単票数 計 890387 的中 ��� 3580（50番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．6―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．4
3 ・（3，17）（7，16）（6，12）（11，14）2（5，18）（13，10）1，8，15－9，4 4 3，17（6，7，16）12，14－11（2，5，18，10）13－1，8（15，9）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーハーモニー �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Aldebaran デビュー 2021．7．4 福島3着

2019．3．4生 牝3鹿 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 3戦1勝 賞金 7，770，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イデアノアイデア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月23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。
（非抽選馬） 2頭 ディスフルタール号・ディージェーサン号



02043 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時10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 メイショウウネビ 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 470＋ 42：04．5 3．4�

58 レッドファーロ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 510＋ 42：04．81� 8．7�
814 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 岩田 康誠泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 474－142：05．22� 4．4�
45 ラ エ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 414－ 22：05．41� 13．6�
712 テーオーサンドニ 牡3鹿 56 �島 克駿小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 470＋142：05．92� 6．3�
57 ウ ロ ボ ン 牡3黒鹿56 黛 弘人井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 B458－ 22：06．0� 4．8	
33 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 434＋ 2 〃 クビ 34．4

813 セルフエスティーム 牝3栗 54 西村 淳也�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 446－ 42：06．1クビ 11．2�
69 アスクオーマイキー 牡3鹿 56 富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 488＋ 42：06．2� 55．3�
11 ビュークレスト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 42：06．73 49．8�
34 ベアビリーブ 牝3青 54 丹内 祐次熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－142：07．12� 82．3�
610 エ ボ ニ ー 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁前田 幸治氏 寺島 良 新ひだか 土居牧場 430＋102：07．73� 302．4�
22 コスモポールスター 牝3青鹿 54

51 ▲松本 大輝 ビッグレッドファーム 長谷川浩大 新冠 竹中牧場 456＋ 42：08．23 358．3�
711 カバロプレト 牡3青鹿56 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 22：08．41� 95．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，113，800円 複勝： 38，908，900円 枠連： 8，890，800円
馬連： 40，532，000円 馬単： 16，536，300円 ワイド： 40，288，100円
3連複： 67，931，300円 3連単： 69，744，100円 計： 311，945，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 270円 � 190円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 291138 的中 � 67539（1番人気）
複勝票数 計 389089 的中 � 83202（1番人気）� 31101（6番人気）� 51793（3番人気）
枠連票数 計 88908 的中 （4－5） 14768（1番人気）
馬連票数 計 405320 的中 �� 23508（4番人気）
馬単票数 計 165363 的中 �� 4985（6番人気）
ワイド票数 計 402881 的中 �� 23079（4番人気）�� 29736（2番人気）�� 13144（10番人気）
3連複票数 計 679313 的中 ��� 23413（5番人気）
3連単票数 計 697441 的中 ��� 4326（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―13．2―12．5―12．2―12．1―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．0―49．2―1：01．7―1：13．9―1：26．0―1：38．7―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウウネビ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．27 阪神11着

2019．4．2生 牡3鹿 母 サーストンララア 母母 シャイニングスルー 6戦1勝 賞金 9，610，000円

02044 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：40．9
1：40．9

重
重

611 アラモードバイオ 牡4栗 56 �島 克駿バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 518＋ 61：45．9 3．8�
24 シゲルバクハツ 牡4栗 56

53 ▲西谷 凜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 504＋241：46．53� 10．4�
36 � キットサクラサク 牡5栗 57

56 ☆秋山 稔樹塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 B482± 0 〃 クビ 83．3�
47 タイセイポジション 牡4栗 56

53 ▲松本 大輝田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502＋ 41：46．71� 442．9�
11 ノットイェット 牝4鹿 54

51 ▲原 優介�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B488＋121：46．8� 17．7�
59 トーセンインディゴ 牡4鹿 56 横山 和生島川 	哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋12 〃 クビ 14．8

12 � ディクテオン �4黒鹿56 吉田 隼人�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 506＋ 51：46．9� 8．8�
48 � テーオーバフェット 牡5栗 57 富田 暁小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B524＋ 41：47．21� 8．7�
815� メイショウストーム �4鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好	氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460－12 〃 クビ 4．0
23 � ブロッコリー 牡7鹿 57

56 ☆亀田 温心嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 494－ 41：47．3� 20．4�
714 パイプライナー 牡5芦 57 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 514＋ 21：47．4クビ 6．2�
713 ロードグリュック 牡5鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム B468－ 21：47．5� 53．0�
510 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B484＋101：47．92� 74．0�
612 アララトテソーロ 牡6栗 57 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 490－ 41：48．11 658．7�
816 サクララージャン 牡6青鹿57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 496－ 6 〃 クビ 25．5�
35 � ルーラーザクイーン 牝5鹿 55 斎藤 新サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 452－101：49．810 232．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，086，900円 複勝： 51，227，200円 枠連： 10，635，900円
馬連： 59，965，300円 馬単： 24，296，000円 ワイド： 57，987，900円
3連複： 105，407，600円 3連単： 107，978，500円 計： 458，585，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 380円 � 1，490円 枠 連（2－6） 1，440円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 6，510円 �� 8，790円

3 連 複 ��� 80，990円 3 連 単 ��� 271，820円

票 数

単勝票数 計 410869 的中 � 85123（1番人気）
複勝票数 計 512272 的中 � 84612（2番人気）� 33706（6番人気）� 7278（13番人気）
枠連票数 計 106359 的中 （2－6） 5715（5番人気）
馬連票数 計 599653 的中 �� 14602（10番人気）
馬単票数 計 242960 的中 �� 4488（11番人気）
ワイド票数 計 579879 的中 �� 13258（12番人気）�� 2258（60番人気）�� 1668（68番人気）
3連複票数 計1054076 的中 ��� 976（210番人気）
3連単票数 計1079785 的中 ��� 288（828番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．3―13．0―12．2―12．1―12．5―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．5―43．5―55．7―1：07．8―1：20．3―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラモードバイオ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アルデバランⅡ デビュー 2020．7．18 福島2着

2018．4．6生 牡4栗 母 エスカレートバイオ 母母 アマゾネスバイオ 13戦2勝 賞金 29，550，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 クリノアンビシャス号



02045 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第9競走 1，200�
や は た

八 幡 特 別
発走14時15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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

816 スズノヤマト �5鹿 57 古川 吉洋小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 478＋121：10．2 114．4�

612 ニシノリース 牝4黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 426± 0 〃 ハナ 22．9�
35 � ヤマニンガラッシア 牡5青鹿57 亀田 温心土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 452＋ 61：10．3クビ 8．1�
47 フ ァ タ リ テ 牡6鹿 57 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 458＋12 〃 アタマ 11．3�
611 マイネルホイッスル 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：10．4� 29．8�
714 ジャストザビアンカ 牝4青鹿54 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 464＋10 〃 クビ 13．4	
713� ゴスホーククレスト 牡4鹿 56 秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B512＋ 41：10．5クビ 4．9

510 ノックトゥワイス �4栗 56 藤岡 佑介飯塚 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± 0 〃 ハナ 5．4�
815 ファンタジーアスク 牝4鹿 54 藤岡 康太廣崎利洋HD� 野中 賢二 日高 下河辺牧場 410－141：10．82 44．5�
59 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 56 �島 克駿大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 4 〃 アタマ 12．0
23 テ セ ウ ス 牡4青鹿56 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 464＋22 〃 クビ 6．1�
11 メイショウオニテ 牡6青鹿57 富田 暁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－ 41：10．9� 18．8�
36 ナンヨーローズ 牡4黒鹿56 岩田 康誠中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 462＋ 21：11．11 12．3�
12 � シアープレジャー 牝5鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：11．52� 16．7�
48 � プラットフォーマー 牝5鹿 55 中井 裕二中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 464－ 61：11．71	 59．4�
24 ラマルセイエーズ 牝4鹿 54 斎藤 新岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 490＋ 81：11．8� 74．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，388，600円 複勝： 52，146，800円 枠連： 17，032，600円
馬連： 74，053，700円 馬単： 29，104，700円 ワイド： 69，199，600円
3連複： 128，005，600円 3連単： 125，108，100円 計： 530，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，440円 複 勝 � 2，990円 � 610円 � 270円 枠 連（6－8） 9，320円

馬 連 �� 65，140円 馬 単 �� 145，520円

ワ イ ド �� 20，430円 �� 18，390円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 260，880円 3 連 単 ��� 2，159，600円

票 数

単勝票数 計 353886 的中 � 2474（16番人気）
複勝票数 計 521468 的中 � 3998（16番人気）� 21974（11番人気）� 58311（4番人気）
枠連票数 計 170326 的中 （6－8） 1415（30番人気）
馬連票数 計 740537 的中 �� 881（108番人気）
馬単票数 計 291047 的中 �� 150（214番人気）
ワイド票数 計 691996 的中 �� 869（109番人気）�� 966（107番人気）�� 5239（46番人気）
3連複票数 計1280056 的中 ��� 368（446番人気）
3連単票数 計1251081 的中 ��� 42（2835番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―45．1―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．7
3 ・（1，8，13）－（2，3，14）10（6，16）（5，9，7）－12，11（4，15） 4 ・（1，13）－（8，14）（2，3，10）（5，16）（6，7）9，12，15（4，11）

勝馬の
紹 介

スズノヤマト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．10．6 東京6着

2017．4．7生 �5鹿 母 スズノネイロ 母母 ア グ レ ス 12戦2勝 賞金 18，340，000円
〔その他〕 ヤマニンガラッシア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマニンガラッシア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月23日まで出走できない。

02046 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第10競走 ��
��2，600�

うみ な か み ち

海 の 中 道 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

68 マイネルコロンブス 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 468－122：44．6 15．8�

812 アルバーシャ 牡4栗 56 �島 克駿ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－14 〃 アタマ 5．6�

56 ロワンディシー 牡4鹿 56 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 446＋ 62：44．91	 2．4�
79 サンサルドス 牡6鹿 57 斎藤 新 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 552＋ 42：45．32
 13．9�
22 アルテラローザ 牝6黒鹿55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 466± 02：45．4
 7．5	
33 ラヴィンジャー 牝6黒鹿55 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432－ 42：45．5
 9．3

55 コスモジェミラ 牝5芦 55 亀田 温心 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 クビ 10．0�
67 モ イ 牝6黒鹿55 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 414＋122：45．71 28．1�
11 ハギノエスペラント 牡5青鹿57 富田 暁日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 494± 02：46．44 18．5
710 ナックイルシーブ 牡4芦 56 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 02：46．93 42．8�
44 ゲンティアナ 牝6鹿 55 西村 淳也吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436－ 42：47．0
 27．5�
811 タイセイドリーマー 牡4栗 56 横山 和生田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 502＋ 62：47．85 28．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，638，000円 複勝： 60，493，600円 枠連： 13，221，000円
馬連： 76，460，400円 馬単： 29，501，800円 ワイド： 70，412，700円
3連複： 122，631，200円 3連単： 132，738，600円 計： 550，097，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 290円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 2，230円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 10，350円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 780円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 42，520円

票 数

単勝票数 計 446380 的中 � 22538（7番人気）
複勝票数 計 604936 的中 � 40557（6番人気）� 81083（2番人気）� 153662（1番人気）
枠連票数 計 132210 的中 （6－8） 4585（9番人気）
馬連票数 計 764604 的中 �� 13786（18番人気）
馬単票数 計 295018 的中 �� 2136（40番人気）
ワイド票数 計 704127 的中 �� 12798（19番人気）�� 22804（6番人気）�� 47883（1番人気）
3連複票数 計1226312 的中 ��� 22269（7番人気）
3連単票数 計1327386 的中 ��� 2263（141番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．3―12．8―13．0―12．7―13．7―12．6―12．2―12．3―12．4―12．9―12．9

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�
12．9―24．8―37．1―49．9―1：02．9―1：15．6―1：29．3―1：41．9―1：54．1―2：06．4―2：18．8―2：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルコロンブス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2019．7．21 中京12着

2017．2．27生 牡5鹿 母 トウホクビジン 母母 ミ リ ョ ク 18戦3勝 賞金 50，670，000円



02047 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第11競走 ��1，700�
ぶ ぜ ん

豊前ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．1．23以降4．1．16まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
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
1：40．9
1：40．9

重
重

57 � ロッシュローブ 牡5青鹿55 浜中 俊水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 508＋ 21：43．7 6．5�
11 スズカデレヤ 牡5青鹿55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 526－ 41：44．01� 10．4�
45 タイセイアゲイン 牡4黒鹿53 藤岡 康太田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 476－ 81：44．1� 9．4�
711 カシノブレンド �6芦 54 藤井勘一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 460－ 2 〃 クビ 27．6�
813 シェパードボーイ 牡6黒鹿56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 61：44．2� 23．9�
712 メイショウヨカゼ 牡5栗 55 泉谷 楓真松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 530＋ 21：44．3クビ 25．6�
610 ミステリオーソ 牡5黒鹿56 吉田 隼人 	シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 482± 0 〃 ハナ 4．1

69 ホウオウライジン 牡6栗 54 亀田 温心小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500－ 21：44．4クビ 87．6�
814 キーフラッシュ 牡7栗 56 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 496－ 2 〃 アタマ 16．1�
34 ゴールドパラディン 牡5栗 56 西村 淳也 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 4 〃 アタマ 4．8�
22 ダノンロイヤル 牡7鹿 54 小沢 大仁ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 552＋ 61：44．92� 57．4�
46 ペイシャキュウ 牝6鹿 54 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 436－ 41：45．0� 11．3�
33 ソプラドール 牝5栗 53 斎藤 新ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476－ 41：45．85 7．0�
58 サクラルーフェン 牡6黒鹿53 黛 弘人さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448－ 61：46．33� 84．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，040，600円 複勝： 108，135，700円 枠連： 41，198，900円
馬連： 220，058，600円 馬単： 74，149，100円 ワイド： 150，013，900円
3連複： 375，187，700円 3連単： 403，919，200円 計： 1，449，703，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 340円 � 380円 枠 連（1－5） 3，460円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，830円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 18，830円 3 連 単 ��� 99，060円

票 数

単勝票数 計 770406 的中 � 94302（3番人気）
複勝票数 計1081357 的中 � 116238（3番人気）� 81022（5番人気）� 71028（7番人気）
枠連票数 計 411989 的中 （1－5） 9222（17番人気）
馬連票数 計2200586 的中 �� 50845（13番人気）
馬単票数 計 741491 的中 �� 9840（23番人気）
ワイド票数 計1500139 的中 �� 29379（15番人気）�� 21042（22番人気）�� 18912（26番人気）
3連複票数 計3751877 的中 ��� 14940（68番人気）
3連単票数 計4039192 的中 ��� 2956（358番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．8―12．6―12．2―11．5―12．2―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．6―42．2―54．4―1：05．9―1：18．1―1：30．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ロッシュローブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．3．4生 牡5青鹿 母 サンコロネット 母母 スギノシャーロット 14戦3勝 賞金 59，784，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

02048 1月23日 雨 重 （4小倉1） 第4日 第12競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

815 シーニックウェイ 牝4鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 62：04．3 2．6�

46 マッハモンルード 牝4栗 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492－ 62：04．51� 4．4�
814 ヒットザシーン 牝4黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 62：04．6� 6．6�

712 ルヴァンノワール 牝4鹿 54
52 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 432± 02：04．7� 22．8�

58 シャインユニバンス 牝4鹿 54 横山 和生亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 クビ 43．0	
22 ラピスデラビオス 牝4鹿 54 藤懸 貴志名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 426＋ 22：04．8� 36．3

59 レットミーアウト 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B474－ 8 〃 クビ 22．7�
713 グ ラ ヴ ィ テ 牝4黒鹿54 藤岡 康太栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 476－ 82：04．9� 102．3�
610 メイプルリズム 牝4鹿 54 吉田 隼人飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B424± 02：05．0クビ 4．6
34 ネ グ ロ ー ニ 牝4黒鹿54 黛 弘人亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋202：05．21� 25．0�
611 マイタイムオブデイ 牝6栗 55 荻野 極 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 139．0�
35 ウエスタンエポナ 牝4鹿 54

52 △小沢 大仁西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426＋122：05．62� 40．5�
11 ラルナプレナ 牝4青鹿54 小崎 綾也 �サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 42：05．7� 46．2�
23 サトノヴィーナス 牝5鹿 55 秋山真一郎 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B476－ 82：05．91� 36．7�
47 サツキワルツ 牝7鹿 55 水口 優也小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 460－ 22：06．64 154．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，102，000円 複勝： 74，842，400円 枠連： 26，123，300円
馬連： 111，890，500円 馬単： 46，237，000円 ワイド： 93，787，600円
3連複： 184，112，000円 3連単： 217，620，900円 計： 816，715，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連（4－8） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 290円 �� 310円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 621020 的中 � 190589（1番人気）
複勝票数 計 748424 的中 � 176552（1番人気）� 125260（2番人気）� 89941（4番人気）
枠連票数 計 261233 的中 （4－8） 42938（1番人気）
馬連票数 計1118905 的中 �� 126847（1番人気）
馬単票数 計 462370 的中 �� 30601（1番人気）
ワイド票数 計 937876 的中 �� 88162（1番人気）�� 79810（3番人気）�� 33179（7番人気）
3連複票数 計1841120 的中 ��� 94250（2番人気）
3連単票数 計2176209 的中 ��� 32577（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―13．4―12．8―12．3―12．1―12．3―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．6―50．0―1：02．8―1：15．1―1：27．2―1：39．5―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーニックウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2021．5．1 阪神8着

2018．3．27生 牝4鹿 母 オーシャンウェイ 母母 Sea Gift 9戦2勝 賞金 24，160，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4小倉1）第4日 1月23日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 176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

194，220，000円
8，210，000円
25，150，000円
1，500，000円
24，490，000円
73，924，000円
5，548，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
475，677，700円
625，344，900円
173，581，400円
855，732，700円
342，011，300円
749，395，300円
1，439，711，400円
1，532，699，100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 6，194，153，800円

総入場人員 2，620名 （有料入場人員 1，789名）
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