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02061 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

34 レリジールダモーレ 牝3栗 54 斎藤 新 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 440＋ 41：49．7 3．5�
45 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 478－ 41：49．8クビ 2．7�
58 ランスオブウェイブ 牝3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 482－ 81：50．33 6．6�
57 フジシラユキヒメ 牝3芦 54

51 ▲角田 大和�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 480＋ 61：50．62 9．7�
11 ヴァンダンジュ 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－101：50．91� 5．5	
610 オーガスタスカイ 牝3黒鹿54 西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B478－ 6 〃 アタマ 11．2

712 メロディーフェア 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452± 01：51．53� 314．0�
711 カナリコッタゲーム 牝3鹿 54 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 430＋101：51．71 74．2�
22 アルコローザ 牝3黒鹿54 中井 裕二飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454＋ 61：52．02 56．8
814 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 508＋ 21：52．42� 30．5�
813 カワキタオルゴ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 498－ 81：52．71� 302．3�
46 ビッグローズ 牝3鹿 54 古川 吉洋�ビッグ 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 434－ 41：52．81 452．9�
33 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 432－ 61：54．6大差 151．1�

69 ウィラメット 牝3芦 54 黛 弘人杉浦 和也氏 浅野洋一郎 鹿児島 服部 文明 450＋ 41：54．81 425．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，685，400円 複勝： 61，796，400円 枠連： 9，295，500円
馬連： 53，718，900円 馬単： 25，245，500円 ワイド： 59，942，700円
3連複： 96，080，100円 3連単： 100，707，000円 計： 446，471，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 396854 的中 � 90109（2番人気）
複勝票数 計 617964 的中 � 92082（2番人気）� 252800（1番人気）� 68922（3番人気）
枠連票数 計 92955 的中 （3－4） 12174（2番人気）
馬連票数 計 537189 的中 �� 71404（1番人気）
馬単票数 計 252455 的中 �� 18059（1番人気）
ワイド票数 計 599427 的中 �� 79610（1番人気）�� 35598（5番人気）�� 48252（2番人気）
3連複票数 計 960801 的中 ��� 68126（2番人気）
3連単票数 計1007070 的中 ��� 15386（3番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．4―14．1―13．0―12．4―13．2―13．3―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．4―44．5―57．5―1：09．9―1：23．1―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レリジールダモーレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．16 東京8着

2019．4．8生 牝3栗 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 4戦1勝 賞金 6，480，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィラメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競走に

出走できない。

02062 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

36 タッカーシルバー 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 456＋ 21：09．3 3．3�

24 ウインクルシャープ 牝3鹿 54 藤岡 康太塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 458＋ 21：09．4� 21．8�
59 ソングフォーユー 牝3鹿 54 西村 淳也三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B442－ 21：09．71� 6．1�
48 ピースキーパー 牝3栗 54

52 △小沢 大仁 �ゴールドアップ・
カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 438＋ 61：09．9� 2．7�

12 � リアルジョージ 牡3鹿 56 斎藤 新ゴドルフィン 宮田 敬介 愛 Pat Beirne 500－161：10．11� 13．6�
510 チャーミーアイズ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝グリーンスウォード羽月 友彦 新冠 村上 進治 430－ 8 〃 クビ 309．1	
713 ベ ニ テ マ リ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 430± 0 〃 クビ 12．4

35 サバイバルダンス 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和福田 光博氏 和田 雄二 熊本 イッサステーブル 404－ 41：10．2クビ 397．3�
23 ディスフルタール 牝3鹿 54 勝浦 正樹柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 450－ 4 〃 クビ 240．8�
612 フウゲツムヘン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 436－ 4 〃 クビ 14．0
816 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 458－ 61：10．51� 25．6�
714� マーナーパス 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill

Bloodstock 466－121：10．6� 10．7�
47 ナムラミニー 牝3鹿 54 川又 賢治奈村 睦弘氏 吉村 圭司 日高 いとう牧場 404－ 61：10．7クビ 117．0�
611 マオノソプデト 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹湯浅 健司氏 黒岩 陽一 様似 中脇 一幸 462－ 4 〃 クビ 129．4�
11 モンシュヴァル 牡3黒鹿56 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 中地 義次 428± 0 〃 アタマ 312．2�
815 カネトシダリア 牝3芦 54 藤懸 貴志兼松 昌男氏 五十嵐忠男 日高 大江牧場 454－181：11．02 358．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，317，800円 複勝： 43，293，100円 枠連： 8，543，300円
馬連： 46，155，300円 馬単： 18，378，800円 ワイド： 47，199，800円
3連複： 73，426，500円 3連単： 70，651，400円 計： 342，966，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 440円 � 220円 枠 連（2－3） 3，610円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 790円 �� 530円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 30，360円

票 数

単勝票数 計 353178 的中 � 83860（2番人気）
複勝票数 計 432931 的中 � 85015（2番人気）� 20405（8番人気）� 49483（3番人気）
枠連票数 計 85433 的中 （2－3） 1833（16番人気）
馬連票数 計 461553 的中 �� 12471（12番人気）
馬単票数 計 183788 的中 �� 3304（14番人気）
ワイド票数 計 471998 的中 �� 15295（8番人気）�� 23888（3番人気）�� 6813（23番人気）
3連複票数 計 734265 的中 ��� 9858（14番人気）
3連単票数 計 706514 的中 ��� 1687（97番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．6―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タッカーシルバー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．20 東京5着

2019．4．7生 牝3黒鹿 母 ダイヤモンドパール 母母 トネスボウス 3戦1勝 賞金 6，410，000円

第１回 小倉競馬 第６日



02063 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

22 キョウエイゾロ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 464＋ 41：00．2 73．4�

45 ロサロッサーナ 牝3鹿 54
51 ▲角田 大和八嶋 長久氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 B494－ 2 〃 クビ 11．3�

57 ドクターマンボウ 牡3栗 56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454－ 41：00．41� 3．0�
710 タマモベローナ 牝3鹿 54 菱田 裕二タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 466＋ 41：00．93 4．0�
812 アドレマピュス 牝3栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B462＋ 2 〃 アタマ 26．1�
813 オーシンプラス 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 472± 01：01．11� 3．1	
69 フォースチルドレン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 486＋161：01．2� 33．9

44 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B446－ 6 〃 ハナ 14．9�
11 カフェベラノッテ 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 452＋ 2 〃 ハナ 41．2
68 スナークユウマ 牡3栗 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 492－ 61：01．51� 50．6�
56 チョコレートミルク 牡3鹿 56 勝浦 正樹村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450－ 81：01．71� 99．4�
711 ア ヴ ィ ア ス �3栗 56

55 ☆秋山 稔樹伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 480＋ 2 〃 クビ 307．3�

33 タマモエストレジャ 牝3青鹿 54
52 △小沢 大仁タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480＋101：01．91� 15．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，349，400円 複勝： 36，397，300円 枠連： 7，786，200円
馬連： 40，846，900円 馬単： 18，995，500円 ワイド： 43，091，900円
3連複： 64，427，300円 3連単： 68，772，200円 計： 313，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，340円 複 勝 � 1，320円 � 260円 � 170円 枠 連（2－4） 5，590円

馬 連 �� 15，380円 馬 単 �� 37，190円

ワ イ ド �� 3，860円 �� 3，880円 �� 580円

3 連 複 ��� 23，130円 3 連 単 ��� 242，030円

票 数

単勝票数 計 333494 的中 � 3634（11番人気）
複勝票数 計 363973 的中 � 5390（12番人気）� 35790（4番人気）� 70268（2番人気）
枠連票数 計 77862 的中 （2－4） 1079（18番人気）
馬連票数 計 408469 的中 �� 2058（40番人気）
馬単票数 計 189955 的中 �� 383（81番人気）
ワイド票数 計 430919 的中 �� 2758（38番人気）�� 2745（40番人気）�� 20618（5番人気）
3連複票数 計 644273 的中 ��� 2089（70番人気）
3連単票数 計 687722 的中 ��� 206（592番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．7―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F37．1
3 5（10，11）12（7，9，13）（2，8）－（1，3，4）－6 4 5－（7，10，11）（9，12）（2，13）8，1－4－3，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キョウエイゾロ �
�
父 マ ス ク ゾ ロ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．11．28 阪神10着

2019．5．11生 牝3黒鹿 母 レイズアセイル 母母 セイリングシップ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 キョウエイゾロ号の騎手小林凌大は，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50，000円。（被害馬：7番）

02064 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

811 グランドレグルス 牡4鹿 59 蓑島 靖典田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 464＋ 23：09．8 3．2�
710 サンティーニ �7栗 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 488± 03：10．22� 4．3�
68 レッドゼノン 牡8黒鹿60 森 一馬 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 480－ 23：10．41� 2．2�
44 メイショウアツイタ 牡4黒鹿59 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 492－ 43：10．93 37．7�
812 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 488＋ 23：11．0クビ 19．1	
55 マッスルビーチ 牡6黒鹿60 北沢 伸也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 63：12．38 14．5

79 � オノーレペスカ 牝6青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 B436－103：13．25 26．6�
56 ロードリスペクト 牡4鹿 59 中村 将之 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 486－ 83：13．83� 49．2�
33 フォスキーア �4栗 59 石神 深一山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 486－103：13．9クビ 158．1
67 フ ル ネ ー ズ 牡4鹿 59 草野 太郎�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 518＋ 83：14．96 61．8�
11 クリノケンリュウ 牡8栗 60 植野 貴也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508＋ 63：15．53� 38．0�
22 アミラルレジェンド 牡4黒鹿59 小野寺祐太吉田 照哉氏 稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 530＋22 （競走中止） 143．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，576，500円 複勝： 21，159，000円 枠連： 6，580，100円
馬連： 28，573，700円 馬単： 15，707，000円 ワイド： 26，777，400円
3連複： 57，964，800円 3連単： 75，138，000円 計： 257，476，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 200円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 255765 的中 � 63213（2番人気）
複勝票数 計 211590 的中 � 43615（2番人気）� 38003（3番人気）� 49833（1番人気）
枠連票数 計 65801 的中 （7－8） 9033（3番人気）
馬連票数 計 285737 的中 �� 28552（3番人気）
馬単票数 計 157070 的中 �� 7254（6番人気）
ワイド票数 計 267774 的中 �� 20633（3番人気）�� 31949（2番人気）�� 35381（1番人気）
3連複票数 計 579648 的中 ��� 87060（1番人気）
3連単票数 計 751380 的中 ��� 14920（5番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．7－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

�
�

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

グランドレグルス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．24 東京10着

2018．4．12生 牡4鹿 母 ドリームデュネット 母母 ドリームカムカム 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔騎手変更〕 グランドレグルス号の騎手上野翔は，第5日第8競走での落馬負傷のため蓑島靖典に変更。
〔競走中止〕 アミラルレジェンド号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 クリノラピッド号



02065 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

59 サンダビューク 牡3黒鹿 56
55 ☆秋山 稔樹 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 466 ―1：10．0 6．2�

24 ヤマニンサルバム 牡3黒鹿56 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 500 ―1：10．21� 20．3�
612 グ ン タ ー 牡3栗 56 菱田 裕二門野 重雄氏 池添 兼雄 浦河 王蔵牧場 470 ―1：10．3� 13．4�
817 テイエムラトーヌ 牝3芦 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 430 ―1：10．51� 45．1�
35 メイショウイモジ 牡3鹿 56 斎藤 新松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 斉藤英牧場 454 ―1：10．6� 7．2�
11 キャストロゲイル 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝手嶋 美季氏 牧浦 充徳 新ひだか 田湯牧場 478 ― 〃 クビ 20．5	
12 シャイニーポケット 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 540 ―1：10．7クビ 68．9

714 アイドゥーテーラー 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁中西 浩一氏 石橋 守 平取 清水牧場 414 ―1：10．8� 23．3�
713 メイショウコマヒメ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 406 ― 〃 クビ 47．5�
510 クリノクークラン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 旭 牧場 446 ―1：10．9� 11．3
611 カ ラ ウ ヌ 牝3鹿 54 西村 淳也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 432 ―1：11．0� 3．8�
818 ア ナ ベ ル 牝3青鹿54 浜中 俊川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 藤原牧場 446 ―1：11．1� 15．8�
48 アラッキーフェイス 牡3黒鹿56 藤岡 康太 STレーシング 坂口 智康 新冠 武田牧場 428 ― 〃 ハナ 6．1�
23 ビップジャスミン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 松下 武士 日高 戸川牧場 402 ―1：11．2� 42．7�
36 ソ リ ル ー ナ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �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 438 ― 〃 ハナ 33．5�
47 アイファームーラン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 434 ― 〃 ハナ 101．8�
816 サイドシュート 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 430 ―1：11．62� 29．8�
715 アイリスハート 牝3栗 54 古川 吉洋中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 412 ―1：12．13 103．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，604，700円 複勝： 37，850，500円 枠連： 13，536，000円
馬連： 46，935，000円 馬単： 18，315，900円 ワイド： 50，660，900円
3連複： 83，825，700円 3連単： 74，645，300円 計： 356，374，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 580円 � 320円 枠 連（2－5） 3，590円

馬 連 �� 7，230円 馬 単 �� 10，850円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，630円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 29，570円 3 連 単 ��� 136，310円

票 数

単勝票数 計 306047 的中 � 39156（3番人気）
複勝票数 計 378505 的中 � 42766（2番人気）� 15263（9番人気）� 31922（6番人気）
枠連票数 計 135360 的中 （2－5） 2917（18番人気）
馬連票数 計 469350 的中 �� 5025（26番人気）
馬単票数 計 183159 的中 �� 1266（37番人気）
ワイド票数 計 506609 的中 �� 4529（34番人気）�� 8163（14番人気）�� 3327（45番人気）
3連複票数 計 838257 的中 ��� 2126（94番人気）
3連単票数 計 746453 的中 ��� 397（423番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダビューク �
�
父 ザファクター �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 エ ミ リ ア 母母 ダジルミージョリエ 1戦1勝 賞金 6，000，000円

02066 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

34 サンライズスコール 牡3芦 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 450＋101：49．8 13．8�
45 シゲルローズマリー 牡3青鹿56 �島 克駿森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 470－ 6 〃 アタマ 1．7�
69 バーニングサン 牡3芦 56

54 △小沢 大仁長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 464＋ 21：49．9� 33．5�
57 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 440－ 21：50．11 77．5�
11 ジャスティンエース 牡3黒鹿56 吉田 隼人三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 3．1�
712 シルバーブレッド 牡3鹿 56 斎藤 新犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 428± 01：50．2� 19．5�
814 エ ン バ ー ス 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B474－ 41：50．41 73．2	
22 リュウキュウカリー 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 454＋ 21：50．5� 103．4

58 ベアクイーン 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 416＋101：50．6� 40．7�
610 ビートルジュース 牝3青 54 藤懸 貴志阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 424－141：50．81� 11．3�
813 ビレッジライナー 牡3鹿 56 勝浦 正樹村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 B476－ 61：51．11� 86．4
46 フレイムリリー 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 426± 01：51．31 236．1�
711 カクテルグラス 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 前谷 武志 412＋ 21：52．25 216．2�
33 ホシハタノキセキ 牡3芦 56 浜中 俊北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 440＋ 41：53．69 29．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，629，200円 複勝： 30，826，900円 枠連： 8，484，400円
馬連： 33，914，900円 馬単： 19，253，500円 ワイド： 34，433，200円
3連複： 55，027，000円 3連単： 74，991，900円 計： 285，561，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 260円 � 120円 � 590円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，040円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 38，100円

票 数

単勝票数 計 286292 的中 � 16507（4番人気）
複勝票数 計 308269 的中 � 24039（4番人気）� 106073（1番人気）� 8729（8番人気）
枠連票数 計 84844 的中 （3－4） 8274（3番人気）
馬連票数 計 339149 的中 �� 24100（3番人気）
馬単票数 計 192535 的中 �� 3930（11番人気）
ワイド票数 計 344332 的中 �� 21281（2番人気）�� 2693（26番人気）�� 10950（8番人気）
3連複票数 計 550270 的中 ��� 6996（16番人気）
3連単票数 計 749919 的中 ��� 1427（101番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．2―12．6―11．9―11．9―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―37．1―49．7―1：01．6―1：13．5―1：25．5―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズスコール �
�
父 ザファクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．10．9 阪神2着

2019．3．8生 牡3芦 母 サンデーサンライズ 母母 シルバーコースト 5戦1勝 賞金 8，520，000円



02067 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6日 第7競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時10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� ラヴィータエベラ 牡5黒鹿 57
55 △小沢 大仁平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 504－ 81：45．9 7．4�

24 トーホウスザク 牡4栗 56
55 ☆泉谷 楓真東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 486＋ 21：47．510 7．0�

47 シゲルヒカルダイヤ 牡6鹿 57 浜中 俊森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536－ 21：47．81� 7．5�

11 シフクユウヒ 牡5栗 57 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 540＋ 61：47．9アタマ 6．8�
23 � シングンジョーイ 牡4鹿 56

53 ▲小林 凌大伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B448－ 8 〃 クビ 211．7�
713 リアルシング 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大和 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 554＋ 61：48．0� 4．8	

59 メイショウメイユウ 牡5鹿 57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444± 01：48．2� 18．8

36 クリノアンビシャス 牡4青鹿56 藤懸 貴志栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488－ 81：48．41� 16．9�
12 	 ソ ジ ュ ン 牡4芦 56 斎藤 新山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Arturo

Vargas B526＋ 4 〃 ハナ 12．3�
612 バルネージュ 
4芦 56

53 ▲松本 大輝手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 佐竹 学 502± 01：48．5� 53．2
48 トリストラム 牡4鹿 56 原田 和真�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 B502－ 21：48．6� 78．1�
816	 トップスターサン 牡4黒鹿55 �島 克駿吉田 和美氏 四位 洋文 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

494－ 41：48．7クビ 6．2�
714� ボルケーノペスカ 牡4鹿 56 菱田 裕二山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 438＋ 41：49．01� 156．6�
35 クリノヴジュアル 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 510－ 81：49．21� 185．9�
815� サ ジ ェ ス 牡4鹿 56 西村 淳也清宮 義男氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 13．4�
510 アイルビーメジャー 牡5栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 41：50．26 75．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，035，000円 複勝： 41，498，100円 枠連： 9，347，400円
馬連： 46，714，200円 馬単： 18，999，600円 ワイド： 48，999，100円
3連複： 85，885，900円 3連単： 81，783，300円 計： 361，262，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 230円 � 260円 枠 連（2－6） 2，520円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，210円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 33，470円

票 数

単勝票数 計 280350 的中 � 30283（5番人気）
複勝票数 計 414981 的中 � 36736（6番人気）� 48606（3番人気）� 42411（5番人気）
枠連票数 計 93474 的中 （2－6） 2873（13番人気）
馬連票数 計 467142 的中 �� 14129（10番人気）
馬単票数 計 189996 的中 �� 2780（21番人気）
ワイド票数 計 489991 的中 �� 14550（9番人気）�� 10189（16番人気）�� 16729（4番人気）
3連複票数 計 858859 的中 ��� 10597（16番人気）
3連単票数 計 817833 的中 ��� 1771（90番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．9―12．5―12．5―12．3―12．4―12．7―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．0―42．5―55．0―1：07．3―1：19．7―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴィータエベラ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 マンハッタンカフェ

2017．4．29生 牡5黒鹿 母 フェリーチェレガロ 母母 チャッターリップス 3戦1勝 賞金 8，800，000円
地方デビュー 2020．10．14 門別

02068 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・右）

若手騎手；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

67 � マイトレジャーフジ 牡4鹿 56
55 ☆秋山 稔樹嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 464± 01：08．9 7．9�

33 アスクキングコング �4黒鹿 56
53 ▲原 優介廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 クビ 4．4�

22 � ホウオウエンジェル 牝5鹿 55
52 ▲小林 凌大小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：09．0� 43．6�

710 アセンダント 牝6鹿 55
54 ☆泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 468± 01：09．1� 32．1�
812 サルトアトランテ 牝6鹿 55

53 △小沢 大仁 �シルクレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B468＋ 21：09．2クビ 3．8	

55 � メイショウコホク 牡5鹿 57 斎藤 新松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 514＋101：09．3� 6．0

811 ジョーレイラニ 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 438－ 81：09．51� 19．8�
56 � ブラックアーシャ 牝6黒鹿55 	島 克駿古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 492－ 21：09．6� 5．3�
44 プリモプレミオ 牝6黒鹿 55

52 ▲松本 大輝堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 456－ 61：09．81� 68．5
11 タガノスペルノヴァ 牡4青鹿56 西村 淳也八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 01：09．9クビ 12．5�
68 ウインドラブリーナ 牝5黒鹿55 川又 賢治福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 2 〃 ハナ 23．3�
79 サ ナ テ ィ オ 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 412＋ 4 〃 ハナ 20．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，269，800円 複勝： 42，283，500円 枠連： 7，663，800円
馬連： 48，284，000円 馬単： 21，341，700円 ワイド： 45，074，600円
3連複： 77，329，000円 3連単： 89，348，500円 計： 364，594，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 200円 � 830円 枠 連（3－6） 1，630円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 920円 �� 4，630円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 18，770円 3 連 単 ��� 84，560円

票 数

単勝票数 計 332698 的中 � 33677（5番人気）
複勝票数 計 422835 的中 � 38883（5番人気）� 67853（3番人気）� 10742（11番人気）
枠連票数 計 76638 的中 （3－6） 3641（7番人気）
馬連票数 計 482840 的中 �� 20628（5番人気）
馬単票数 計 213417 的中 �� 3805（16番人気）
ワイド票数 計 450746 的中 �� 13128（9番人気）�� 2440（51番人気）�� 4773（29番人気）
3連複票数 計 773290 的中 ��� 3089（84番人気）
3連単票数 計 893485 的中 ��� 766（351番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．7―12．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．3―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイトレジャーフジ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト

2018．4．14生 牡4鹿 母 ホクラニミサ 母母 エルメスティアラ 3戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 サルトアトランテ号の騎手小沢大仁は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和4年2月12日から令和4年2月
20日まで騎乗停止。（被害馬：6番・7番）



02069 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6日 第9競走 ��2，600�
ほ う ま ん ざ ん

宝 満 山 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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：35．1

良
良

89 トーホウバロン 牡4黒鹿56 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 488＋ 62：41．3 4．2�
55 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 42：41．4� 18．8�
44 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 510± 02：41．61� 78．3�
22 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 西村 淳也浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 486＋ 42：41．7クビ 6．9�
810 エリカヴァレリア 牝4鹿 54 浜中 俊三木 正浩氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 462± 02：41．91� 1．7�
66 ウインローズブーケ 牝5黒鹿55 吉田 隼人�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 22：42．32� 21．2	
77 ゼンダンピューマ 	4栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 村田 一誠 日高 下河辺牧場 B450－ 42：42．4クビ 21．3

33 デルマアシュラ 牡4青 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 422＋ 42：42．72 9．1�
78 ラルナプレナ 牝4青鹿54 
島 克駿 �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 456＋ 22：42．8クビ 51．0
11 スズカワークシップ 牡7鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 B476－ 22：43．12 181．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，910，300円 複勝： 58，574，700円 枠連： 9，525，600円
馬連： 43，643，500円 馬単： 28，510，300円 ワイド： 41，433，700円
3連複： 74，695，000円 3連単： 141，556，800円 計： 430，849，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 240円 � 760円 � 2，700円 枠 連（5－8） 1，170円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，700円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 34，090円 3 連 単 ��� 129，900円

票 数

単勝票数 計 329103 的中 � 62022（2番人気）
複勝票数 計 585747 的中 � 77770（2番人気）� 18838（7番人気）� 4927（9番人気）
枠連票数 計 95256 的中 （5－8） 6279（6番人気）
馬連票数 計 436435 的中 �� 10824（11番人気）
馬単票数 計 285103 的中 �� 4185（15番人気）
ワイド票数 計 414337 的中 �� 13241（9番人気）�� 3887（23番人気）�� 2027（30番人気）
3連複票数 計 746950 的中 ��� 1643（60番人気）
3連単票数 計1415568 的中 ��� 790（235番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．5―12．9―12．9―12．5―13．2―12．5―11．6―11．7―12．1―12．0―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�
13．1―25．5―38．0―50．9―1：03．8―1：16．3―1：29．5―1：42．0―1：53．6―2：05．3―2：17．4―2：29．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーホウバロン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．10．3 中京9着

2018．2．14生 牡4黒鹿 母 スイートマトルーフ 母母 スイートフルーレ 12戦2勝 賞金 33，196，000円

02070 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6日 第10競走 1，700�
ひ ら お だ い

平 尾 台 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：40．9
1：40．9

重
重

68 ピクシーメイデン 牝6鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 21：46．6 2．8�

22 スマートアリエル 牝5黒鹿55 西村 淳也大川 徹氏 辻野 泰之 浦河 桑田牧場 B468＋ 61：46．81� 4．0�
56 ダイヤレイジング 牝6栗 55 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 458－ 41：47．01� 47．0�
69 ダンツチョイス 牝7栗 55 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 460－ 8 〃 クビ 5．3�
45 チュウワフライヤー 牝6栗 55 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：47．1� 42．1�
710 ノ ー チ ラ ス 牝6栗 55 古川 吉洋�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 468－ 61：47．31� 20．5	
11 ペイシャクェーサー 牝4鹿 54 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 470± 01：47．4� 20．9

711 トリッチトラッチ 牝5芦 55 丹内 祐次ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B442＋ 41：47．6� 177．3�
57 ラフリッグフェル 牝5栗 55 浜中 俊 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 18．4
44 スエーニョブランコ 牝5芦 55 �島 克駿藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 506± 01：48．13 7．5�
813 スマートパルフェ 牝4黒鹿54 菱田 裕二大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 438＋ 21：48．73� 28．6�
812 ランスオブアース 牝4青鹿54 泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 61：49．23 12．2�
33 � メイショウアサヒ 牝5鹿 55 松若 風馬松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 B470－ 21：50．58 51．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，644，200円 複勝： 58，960，300円 枠連： 13，902，700円
馬連： 75，713，800円 馬単： 31，489，300円 ワイド： 68，154，400円
3連複： 121，245，900円 3連単： 147，654，500円 計： 556，765，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 540円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，420円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 396442 的中 � 109458（1番人気）
複勝票数 計 589603 的中 � 161220（1番人気）� 114782（2番人気）� 17164（11番人気）
枠連票数 計 139027 的中 （2－6） 25756（1番人気）
馬連票数 計 757138 的中 �� 111888（1番人気）
馬単票数 計 314893 的中 �� 24316（1番人気）
ワイド票数 計 681544 的中 �� 73873（2番人気）�� 11227（17番人気）�� 12710（15番人気）
3連複票数 計1212459 的中 ��� 27309（8番人気）
3連単票数 計1476545 的中 ��� 9454（19番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．2―12．8―12．7―12．3―12．3―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．7―43．5―56．2―1：08．5―1：20．8―1：33．5

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシーメイデン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．16 中京7着

2016．3．22生 牝6鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 25戦3勝 賞金 89，006，000円



02071 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6日 第11競走 ��1，200�
がんりゅうじま

巌流島ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，3．1．30以降4．1．23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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．0
1：06．0

良
良

59 メイショウミモザ 牝5芦 53 丹内 祐次松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B456± 01：07．3 20．9�
23 アーズローヴァー 牝6鹿 52 川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B466± 01：07．83 155．4�
816 グ ラ ン レ イ 牡5鹿 55 藤懸 貴志名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 前谷 武志 472＋ 41：07．9クビ 6．7�
35 グレイトゲイナー 牡5青鹿56 吉田 隼人田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 468－12 〃 ハナ 25．5�
714 ダノンシティ 牡6鹿 56 �島 克駿�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 6 〃 ハナ 3．9	
612� クリノアリエル 牝7青 53 古川 吉洋栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 B436＋ 61：08．0� 32．9

817 ジョニーズララバイ 牡6鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 21：08．11 18．2�
611 エレヴァート 牝5黒鹿52 角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 452＋ 21：08．2クビ 62．5�
47 フォイアーロート 牡4青鹿54 小沢 大仁吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 20．6
715 ゴールドチャリス 牝4鹿 52 菱田 裕二フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 428－ 41：08．41	 10．7�
713 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿54 �島 良太土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472－ 21：08．5
 48．6�
36 フ ォ ド ラ 牝4鹿 53 斎藤 新吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 404＋ 2 〃 アタマ 18．9�
818 サンラモンバレー 牡7鹿 53 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 ハナ 16．5�
12 � スーパーウーパー 牝4芦 52 松本 大輝�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 468＋ 21：08．82 48．6�
510 クルークヴァール 牡7鹿 54 中井 裕二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B468－101：08．9クビ 153．0�
48 タマモティータイム 牝5鹿 54 泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B470＋ 61：09．21
 15．1�
11 � プリモダルク 牝5鹿 53 西村 淳也伊藤 佳幸氏 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 456＋ 21：09．41� 9．7�
24 アールラプチャー 牝4青鹿53 浜中 俊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 41：12．7大差 5．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 75，149，100円 複勝： 112，442，200円 枠連： 59，621，200円
馬連： 244，597，000円 馬単： 81，695，100円 ワイド： 178，632，300円
3連複： 467，793，300円 3連単： 446，013，500円 計： 1，665，943，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 670円 � 3，280円 � 290円 枠 連（2－5） 5，240円

馬 連 �� 108，810円 馬 単 �� 150，910円

ワ イ ド �� 26，590円 �� 2，690円 �� 17，870円

3 連 複 ��� 307，480円 3 連 単 ��� 2，326，320円

票 数

単勝票数 計 751491 的中 � 28648（11番人気）
複勝票数 計1124422 的中 � 43106（12番人気）� 7959（17番人気）� 117682（3番人気）
枠連票数 計 596212 的中 （2－5） 8811（22番人気）
馬連票数 計2445970 的中 �� 1742（138番人気）
馬単票数 計 816951 的中 �� 406（253番人気）
ワイド票数 計1786323 的中 �� 1719（135番人気）�� 17409（31番人気）�� 2561（123番人気）
3連複票数 計4677933 的中 ��� 1141（572番人気）
3連単票数 計4460135 的中 ��� 139（3594番人気）

ハロンタイム 11．5―10．4―10．9―11．3―12．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．9―32．8―44．1―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミモザ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．10 札幌3着

2017．4．24生 牝5芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 24戦4勝 賞金 76，945，000円
〔発走状況〕 アールラプチャー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 クルークヴァール号の騎手中井裕二は，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：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールラプチャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28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。
（非当選馬） 1頭 グッドマックス号

02072 1月30日 曇 良 （4小倉1） 第6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

58 ダノンターキッシュ 牡4鹿 56 藤岡 康太�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 452－ 22：00．2 2．6�
69 エレフセリア 牝4黒鹿 54

51 ▲松本 大輝 �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 442＋ 22：00．3クビ 16．3�

712 ニホンピロマリブ 牡4鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 450－ 6 〃 アタマ 32．7�
46 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 420－ 2 〃 クビ 5．6�
33 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 468－ 22：00．72 14．6	
813 クロスザルビコン 牡5青鹿 57

55 △小沢 大仁小村アセット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± 0 〃 クビ 10．7


45 � クリノヴィンセント 牡5鹿 57
56 ☆泉谷 楓真栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 482－10 〃 ハナ 23．5�

34 サトノマジェスタ 牡4青鹿56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486＋ 22：00．8アタマ 6．1�
11 ホッコーメヴィウス �6鹿 57 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 462± 02：01．22� 9．3
814 アイオープナー 牝5青 55 黛 弘人 �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 432－ 22：01．52 64．8�
22 メイレンシュタイン �4栗 56 丹内 祐次 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋122：01．6クビ 14．4�
711 ヒナノコバン 牡5鹿 57

56 ☆秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 B468－ 6 〃 クビ 42．9�
610� ケリアテソーロ 牝4鹿 54

52 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 新ひだか 服部 牧場 442－ 22：01．7� 94．8�

57 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 B536＋ 22：02．55 72．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，400，800円 複勝： 67，095，200円 枠連： 19，362，600円
馬連： 98，296，000円 馬単： 40，541，700円 ワイド： 84，636，800円
3連複： 164，576，600円 3連単： 188，258，600円 計： 718，168，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 290円 � 610円 枠 連（5－6） 1，620円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，820円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 17，610円 3 連 単 ��� 58，250円

票 数

単勝票数 計 554008 的中 � 167659（1番人気）
複勝票数 計 670952 的中 � 178192（1番人気）� 51943（5番人気）� 20865（10番人気）
枠連票数 計 193626 的中 （5－6） 9237（7番人気）
馬連票数 計 982960 的中 �� 39119（5番人気）
馬単票数 計 405417 的中 �� 12387（6番人気）
ワイド票数 計 846368 的中 �� 31891（5番人気）�� 11791（21番人気）�� 3642（53番人気）
3連複票数 計1645766 的中 ��� 7007（65番人気）
3連単票数 計1882586 的中 ��� 2343（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．0―46．8―58．4―1：10．4―1：22．7―1：35．3―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンターキッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Sinndar デビュー 2021．1．9 中京7着

2018．4．14生 牡4鹿 母 タ ー キ ー 母母 カーラパワー 11戦2勝 賞金 21，690，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ダノンターキッシュ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ホッコーメヴィウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（4小倉1）第6日 1月30日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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
4，320，000円
24，720，000円
1，320，000円
24，490，000円
74，298，000円
5，355，500円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
457，572，200円
612，177，200円
173，648，800円
807，393，200円
338，473，900円
729，036，800円
1，422，277，100円
1，559，521，000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 6，100，100，200円

総入場人員 2，904名 （有料入場人員 1，873名）
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