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02025 1月21日 晴 稍重 （5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）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

816 ツインビスケッツ 牝3栗 54
51 ▲佐々木大輔会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B438－101：46．5 59．2�

48 エンプレスペイ 牝3鹿 54 藤岡 康太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 436＋ 21：46．61 5．3�
24 リグレイアー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 464± 01：46．81 12．8�
612 レ オ キ ー 牝3栗 54 幸 英明親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 大狩部牧場 478－181：46．9� 4．3�
59 グァルジャー 牝3芦 54

53 ☆角田 大和二口 雅一氏 吉田 直弘 新ひだか サカイファーム 460－ 21：47．32� 2．4�
35 ナウズザタイム 牝3青鹿54 富田 暁村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．4� 68．3	
815 ウィンウッドテール 牝3鹿 54 小崎 綾也梶 正典氏 新谷 功一 浦河 丸幸小林牧場 420± 0 〃 クビ 18．3

12 キャロルビアンカ 牝3鹿 54 団野 大成�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470－101：47．5� 39．0�
47 テキーラプリティ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 アタマ 35．8
36 オ シ ゲ 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 474－ 2 〃 クビ 6．8�
23 サノノタルマエ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 450＋ 61：48．35 46．4�
510 ブライトノート 牝3鹿 54 森 裕太朗水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 436－201：48．51� 122．5�
714 ビルトインアデイ 牝3栗 54 秋山真一郎森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 454－ 41：48．7� 53．2�
611 キープアドーラブル 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太髙嶋 航氏 寺島 良 新ひだか 矢野牧場 B460± 01：48．8� 255．5�
11 モンテナルス 牝3青鹿54 北村 友一飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B438＋ 81：49．01� 173．3�
713 シャイナライ 牝3鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 438± 01：49．74 271．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，650，300円 複勝： 38，805，700円 枠連： 7，571，500円
馬連： 40，151，800円 馬単： 18，421，100円 ワイド： 45，067，500円
3連複： 68，747，400円 3連単： 72，622，100円 計： 320，037，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，920円 複 勝 � 970円 � 190円 � 330円 枠 連（4－8） 3，820円

馬 連 �� 12，270円 馬 単 �� 30，230円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 6，490円 �� 920円

3 連 複 ��� 28，280円 3 連 単 ��� 236，100円

票 数

単勝票数 計 286503 的中 � 3871（11番人気）
複勝票数 計 388057 的中 � 8512（12番人気）� 64062（2番人気）� 29484（5番人気）
枠連票数 計 75715 的中 （4－8） 1536（13番人気）
馬連票数 計 401518 的中 �� 2535（34番人気）
馬単票数 計 184211 的中 �� 457（71番人気）
ワイド票数 計 450675 的中 �� 4087（30番人気）�� 1738（48番人気）�� 13168（9番人気）
3連複票数 計 687474 的中 ��� 1823（76番人気）
3連単票数 計 726221 的中 ��� 223（532番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．6―44．1―56．7―1：09．2―1：21．4―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3
1
3
8，9（3，12）（4，7）16（2，5）10（1，15）（13，11，14）－6・（8，9）12，7（3，16）4（5，15）（2，10）1，11（13，14）－6

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

勝馬の
紹 介

ツインビスケッツ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．9．10 中山6着

2020．4．4生 牝3栗 母 ツインエンジェルズ 母母 マウンテンエンジェル 4戦1勝 賞金 5，500，000円
※サノノタルマエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02026 1月21日 晴 稍重 （5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）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

44 ミントマーク 牡3青鹿56 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 61：49．2 1．6�
（独）

11 シャイニースイフト 牡3鹿 56
53 ▲佐々木大輔小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 436＋141：49．3� 20．4�

812 スイーツバイキング 牝3黒鹿 54
51 ▲今村 聖奈 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434－ 41：49．4クビ 6．5�

45 ツ ク ヨ ミ 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 4 〃 アタマ 16．0�

69 ネザーランドリマ 牝3鹿 54
52 △原 優介小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 412－ 21：49．5� 91．6�

22 ニシノカナン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 B504－ 2 〃 アタマ 34．0	
33 メイショウケンセイ 牡3青 56

55 ☆角田 大和松本 好
氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 436± 01：49．92� 42．5�
711 ポワンキュルミナン 牡3栗 56 幸 英明吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 420－ 61：50．11� 9．2�
710 ウイントルヴェール 牡3青 56

54 ◇藤田菜七子ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 442＋161：50．73� 121．9�
68 レインボーウォリア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム 450＋ 41：50．8クビ 433．8�
813 ショウナンハルカゼ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ国本 哲秀氏 清水 久詞 日高 中原牧場 468＋ 21：51．12 5．9�
56 クラウンエンペラー 牡3青鹿 56

54 △小林 凌大矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 428－ 21：51．3� 213．0�
57 ダリオールショコラ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 コスモヴューファーム 426± 01：51．4� 33．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，113，200円 複勝： 49，434，200円 枠連： 7，696，100円
馬連： 34，358，300円 馬単： 18，707，100円 ワイド： 38，651，800円
3連複： 55，787，200円 3連単： 69，211，300円 計： 307，959，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 180円 枠 連（1－4） 1，350円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 341132 的中 � 164622（1番人気）
複勝票数 計 494342 的中 � 244640（1番人気）� 27472（5番人気）� 44515（4番人気）
枠連票数 計 76961 的中 （1－4） 4409（5番人気）
馬連票数 計 343583 的中 �� 18158（5番人気）
馬単票数 計 187071 的中 �� 7380（7番人気）
ワイド票数 計 386518 的中 �� 22262（4番人気）�� 48737（1番人気）�� 6772（16番人気）
3連複票数 計 557872 的中 ��� 18704（6番人気）
3連単票数 計 692113 的中 ��� 4980（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．6―48．8―1：01．0―1：13．2―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミントマーク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．12．24 阪神2着

2020．3．3生 牡3青鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 2戦1勝 賞金 8，300，000円
〔騎手変更〕 クラウンエンペラー号の騎手柴山雄一は，病気のため小林凌大に変更。
〔制裁〕 ミントマーク号の騎手B．ムルザバエフは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

ツクヨミ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
メイショウケンセイ号の騎手角田大和は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 小倉競馬 第３日



02027 1月21日 晴 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
56．8
56．8

重
重

610� メタマックス 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 藤田 晋氏 森 秀行 米 Brookstone Farm
& Lee Mauberret 514± 0 58．4 3．4�

（独）

33 クリーデンス 牝3芦 54
51 ▲佐々木大輔橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 486－ 8 〃 アタマ 17．5�

711 コスモジョセフ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム B468－ 6 58．93 22．8�
813 アイファースキャン 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 482＋ 8 〃 アタマ 176．7�

45 � ウォーターレモン 牡3栗 56
54 △小林 凌大ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Barry R

Ostrager 472－ 4 59．43 34．2�
34 カンフーダンス 牝3青鹿 54

51 ▲今村 聖奈 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 0 59．5� 1．3	

57 パガファンタス 牡3鹿 56
55 ☆角田 大和
前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 478＋12 59．6� 57．3�

22 アシャカデュラン 牡3青鹿56 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 安平 ゼットステーブル 494＋ 6 59．81� 39．7�
46 カラフルラグーン 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ堀 祥子氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 430－ 6 59．9クビ 56．5
58 ウ マ オ ト 牝3青鹿54 富田 暁巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 404－ 81：00．01 495．8�
814 ルクスシュナイダー 牡3芦 56 小崎 綾也
ルクス 村山 明 新ひだか 静内山田牧場 482－ 41：00．21� 131．1�
69 ヤマニンリジッド 牡3青鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476± 01：00．51� 241．2�
712 シ ュ ン セ ツ 牝3芦 54

52 △原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448－ 41：00．6� 361．2�
11 ジーゲルマン 牝3鹿 54 国分 優作
ジーホース 松下 武士 日高 株式会社

目黒牧場 370＋ 21：00．81� 126．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，916，500円 複勝： 154，637，300円 枠連： 7，736，400円
馬連： 39，631，300円 馬単： 29，502，800円 ワイド： 42，437，200円
3連複： 65，794，100円 3連単： 111，590，200円 計： 498，245，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 400円 � 1，160円 � 1，220円 枠 連（3－6） 220円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 790円 �� 540円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 27，410円

票 数

単勝票数 計 469165 的中 � 107893（2番人気）
複勝票数 計1546373 的中 � 111685（2番人気）� 33723（3番人気）� 31773（4番人気）
枠連票数 計 77364 的中 （3－6） 26286（1番人気）
馬連票数 計 396313 的中 �� 10647（9番人気）
馬単票数 計 295028 的中 �� 6153（10番人気）
ワイド票数 計 424372 的中 �� 13828（9番人気）�� 21024（4番人気）�� 5429（15番人気）
3連複票数 計 657941 的中 ��� 5192（27番人気）
3連単票数 計1115902 的中 ��� 2951（76番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．4―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メタマックス �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Not For Love デビュー 2022．10．30 阪神5着

2020．5．12生 牡3鹿 母 Zapara 母母 Play all Day 3戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サノノタルマエ号
（非抽選馬） 2頭 オザナリ号・コパノモンテカルロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02028 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3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3：06．3良

33 グレンガリー �8鹿 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442－ 63：08．6 16．1�
79 ハーメティキスト 牡7鹿 60 小野寺祐太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464－103：09．87 7．8�
67 ミリタリータンゴ 牡5黒鹿60 西谷 誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460－ 43：11．18 13．6�
22 レディステディゴー 牡5鹿 60 難波 剛健 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 518＋ 63：12．37 51．7�
710 ワイドレッジャドロ 牡6黒鹿 60

57 ▲小牧加矢太幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 518－ 83：13．04 4．5�
55 � トーセンオリジン 牡6鹿 60 江田 勇亮本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 43：13．1� 12．5	
11 フ ァ ジ ュ ル 牡4鹿 59 北沢 伸也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 増本牧場 454＋ 43：16．7大差 14．9

68 ホウオウカトリーヌ 牝7鹿 58 草野 太郎小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 83：18．08 72．7�
811 クリノキングボス 牡6栗 60 伴 啓太栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 494＋203：32．5大差 116．8�
812� ジ ョ ッ ト 牡5鹿 60 大江原 圭海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 478± 03：32．71	 137．0
44 トーセンインパルス 牡5黒鹿60 石神 深一島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 498＋ 4 （競走中止） 3．9�
56 ニシノガブリヨリ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 486－16 （競走中止） 3．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，921，800円 複勝： 23，985，900円 枠連： 7，060，400円
馬連： 29，049，100円 馬単： 14，113，000円 ワイド： 26，877，500円
3連複： 54，132，700円 3連単： 57，279，500円 計： 233，419，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 400円 � 350円 � 400円 枠 連（3－7） 2，860円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，230円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 18，270円 3 連 単 ��� 111，630円

票 数

単勝票数 計 209218 的中 � 10352（8番人気）
複勝票数 計 239859 的中 � 15603（7番人気）� 18606（5番人気）� 15391（8番人気）
枠連票数 計 70604 的中 （3－7） 1911（12番人気）
馬連票数 計 290491 的中 �� 4053（21番人気）
馬単票数 計 141130 的中 �� 941（47番人気）
ワイド票数 計 268775 的中 �� 4400（21番人気）�� 3079（26番人気）�� 3675（23番人気）
3連複票数 計 541327 的中 ��� 2222（57番人気）
3連単票数 計 572795 的中 ��� 372（344番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．4－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンガリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．21 中山3着

2015．4．20生 �8鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ニシノガブリヨリ号は，1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。

トーセンインパルス号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナー手前で競走中止。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ランドフェニックス号



02029 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 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3：06．3良

68 ジューンベロシティ 牡5青鹿60 西谷 誠吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 63：12．4 19．3�
811 グレートバローズ 牡6鹿 60 小坂 忠士猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 488＋103：12．71� 8．2�
812 ポートロイヤル �7黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472＋103：13．34 12．6�
710 アストラエンブレム �10鹿 60 北沢 伸也 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 486± 03：13．4クビ 9．0�
11 ニューツーリズム �7青鹿62 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B502－ 63：14．03� 9．4�
44 タマモワカムシャ �4鹿 59

57 ▲小牧加矢太タマモ	 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 B476＋ 6 〃 クビ 9．7

56 モ ー ガ ン 牡5栗 60 平沢 健治林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 488± 03：14．53 24．2�
67 ファルヴォーレ 牡5芦 60 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 464＋123：14．61 5．0�
55 � デ ス ト ロ イ �9栗 60 蓑島 靖典諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B508＋ 23：15．12� 55．1
33 アンブロジオ �8栗 60 石神 深一 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 43：15．73� 4．1�
22 アームストロング 牡5黒鹿60 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 506＋103：15．91	 36．5�
79 リーガルマナー �6鹿 60 森 一馬吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 クビ 6．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，584，900円 複勝： 32，438，800円 枠連： 8，617，000円
馬連： 35，267，000円 馬単： 16，783，400円 ワイド： 35，149，300円
3連複： 69，497，700円 3連単： 68，213，100円 計： 287，551，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 540円 � 270円 � 360円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 6，640円 馬 単 �� 14，910円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 3，580円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 31，680円 3 連 単 ��� 222，760円

票 数

単勝票数 計 215849 的中 � 8918（9番人気）
複勝票数 計 324388 的中 � 14583（9番人気）� 34000（4番人気）� 23317（8番人気）
枠連票数 計 86170 的中 （6－8） 5475（4番人気）
馬連票数 計 352670 的中 �� 4116（30番人気）
馬単票数 計 167834 的中 �� 844（70番人気）
ワイド票数 計 351493 的中 �� 4503（31番人気）�� 2491（49番人気）�� 6024（24番人気）
3連複票数 計 694977 的中 ��� 1645（121番人気）
3連単票数 計 682131 的中 ��� 222（773番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 48．9－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジューンベロシティ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．4 中京5着

2018．4．10生 牡5青鹿 母 アドマイヤサブリナ 母母 ツィンクルヴェール 障害：3戦2勝 賞金 21，400，000円
〔騎手変更〕 アストラエンブレム号の騎手五十嵐雄祐は，第4競走での落馬負傷のため北沢伸也に変更。
〔その他〕 アンブロジオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンブロジオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンサルヴォ号・ブラックワンダー号・ポルタフォリオ号

02030 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．8
1：43．8

良
良

23 ゴールドレコーダー 牝3黒鹿 54
51 ▲水沼 元輝居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 418－ 21：49．0 14．1�

713 ハクサンビーナス 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈河﨑 五市氏 寺島 良 新ひだか 三木田牧場 438 ―1：49．21� 9．2�

22 サトノキャサリン 牝3栗 54 団野 大成里見 治氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 422－ 21：49．3� 4．5�
46 インペリアルコート 牝3栗 54 富田 暁吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432－16 〃 クビ 4．7�
11 キタノチェロキー 牝3鹿 54

52 △原 優介北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 中山 高鹿康 454－ 61：49．72� 52．7�
815 クレーンロケット 牝3黒鹿 54

52 △小林 凌大�本桐牧場 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 438－ 2 〃 アタマ 146．9	
712 ア ル ア マ ル 牝3鹿 54 野中悠太郎
ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 81：50．12� 6．8�
35 コスモチプリア 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：50．2クビ 6．7�
34 ヘアピンシュプール 牝3鹿 54 加藤 祥太吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 438－ 41：50．51� 198．6
47 メ グ ス タ ス 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：50．6クビ 5．0�
59 ハヤブサゲキレア 牝3鹿 54 丸山 元気武田 修氏 坂口 智康 浦河 富田牧場 482－ 2 〃 クビ 29．4�
814 コスモアリス 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム B420－161：51．55 36．0�
611 ミ ル レ ー ヴ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 434± 01：52．45 24．3�
58 パープルダイヤ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔�木村牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム 428－ 81：52．93� 97．4�
610 ベリーアーリー 牝3青鹿 54

51 ▲土田 真翔阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 396－ 41：53．21� 226．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，285，100円 複勝： 51，977，000円 枠連： 9，381，700円
馬連： 46，853，700円 馬単： 20，263，700円 ワイド： 51，580，900円
3連複： 73，280，900円 3連単： 81，427，800円 計： 369，050，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 350円 � 300円 � 180円 枠 連（2－7） 770円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 15，120円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，090円 �� 920円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 89，170円

票 数

単勝票数 計 342851 的中 � 19438（7番人気）
複勝票数 計 519770 的中 � 34406（7番人気）� 41758（6番人気）� 86956（1番人気）
枠連票数 計 93817 的中 （2－7） 9337（3番人気）
馬連票数 計 468537 的中 �� 5867（24番人気）
馬単票数 計 202637 的中 �� 1005（53番人気）
ワイド票数 計 515809 的中 �� 5447（28番人気）�� 12286（13番人気）�� 14656（11番人気）
3連複票数 計 732809 的中 ��� 4812（42番人気）
3連単票数 計 814278 的中 ��� 662（312番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．2―11．9―11．9―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―48．8―1：00．7―1：12．6―1：24．6―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドレコーダー �
�
父 ゴールドアクター �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．12．11 中山8着

2020．3．31生 牝3黒鹿 母 ゴールドタイリン 母母 アジヤタイリン 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 キタノチェロキー号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベリーアーリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21日まで平地競走

に出走できない。
※ハクサンビーナス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02031 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3日 第7競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
2：36．4
2：35．1

良
良

44 ホウオウユニコーン 牡4芦 57 団野 大成小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 464－ 22：41．1 3．5�
55 ルヴェルディ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋122：41．21 5．7�
33 ケンハービンジャー 牡5鹿 58

54 ★永島まなみ中西 桂子氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 434－102：41．3クビ 7．3�

22 ロックバウンド 牡4鹿 57 B．ムルザバエフ �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 474＋102：41．72� 2．9�
（独）

11 ミ ア ス テ ラ 牡4栗 57 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 506＋14 〃 クビ 9．3�
77 ブリングトゥライフ 牝5鹿 56 幸 英明	G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 468－ 22：41．8� 7．4

66 キュンストラー 牝5芦 56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 400± 02：42．12 21．9�

88 グ ロ ー 牡4鹿 57 富田 暁ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 478＋142：42．62� 35．3�
89 デ リ カ テ ス 牡4鹿 57 難波 剛健宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 460＋ 42：43．23� 138．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，629，600円 複勝： 31，752，400円 枠連： 3，857，700円
馬連： 29，982，800円 馬単： 15，217，600円 ワイド： 29，844，500円
3連複： 47，673，900円 3連単： 73，370，300円 計： 258，328，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 190円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 266296 的中 � 60571（2番人気）
複勝票数 計 317524 的中 � 64861（2番人気）� 55751（3番人気）� 37953（5番人気）
枠連票数 計 38577 的中 （4－5） 2783（4番人気）
馬連票数 計 299828 的中 �� 22035（4番人気）
馬単票数 計 152176 的中 �� 5273（8番人気）
ワイド票数 計 298445 的中 �� 20915（3番人気）�� 18182（5番人気）�� 13429（9番人気）
3連複票数 計 476739 的中 ��� 18428（6番人気）
3連単票数 計 733703 的中 ��� 5620（23番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．4―12．2―12．7―12．8―13．2―13．0―12．3―12．2―11．6―11．4―12．1

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�
13．2―25．2―37．6―49．8―1：02．5―1：15．3―1：28．5―1：41．5―1：53．8―2：06．0―2：17．6―2：29．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウユニコーン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．9．11 中山7着

2019．6．15生 牡4芦 母 ホウオウサブリナ 母母 トラヴェシーア 11戦2勝 賞金 18，240，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02032 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

35 ヴィブラフォン 牝4栗 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：45．1 5．2�
22 ウォーターウキウキ 牝6青鹿56 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B468－ 8 〃 アタマ 10．4�
34 � カラーインデックス 牝4鹿 55 北村 友一吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 520－101：45．2クビ 7．4�
23 トレッファー 牝6栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442－ 81：45．73 34．9�
713 タガノリバイバー 牝5鹿 56

55 ☆角田 大和八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496－ 6 〃 クビ 4．8�

46 テリオスリノ 牝4黒鹿55 国分 優作鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 438＋ 21：45．8� 77．2	
611 グレナデンシロップ 牝4黒鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：46．11� 215．6

815 サクラジェンヌ 牝4栗 55 丹内 祐次吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 478＋ 81：46．31 8．4�
58 タマモベローナ 牝4鹿 55

52 ▲大久保友雅タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 478＋ 4 〃 クビ 43．9
59 ミツカネヴィーナス 牝4栗 55

51 ★永島まなみ小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 450＋ 8 〃 同着 55．4�
610� カンパニュール 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀内 岳志 新ひだか 矢野牧場 480－ 2 〃 ハナ 101．2�

47 マテンロウアイ 牝4黒鹿 55
52 ▲今村 聖奈寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B522－ 61：46．5� 3．8�

712 ブ リ ン ク 牝5黒鹿56 B．ムルザバエフ 吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 454－ 21：47．24 16．2�
（独）

814 レ デ ィ ベ ル 牝4黒鹿55 団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512± 01：47．3クビ 11．8�

11 � レ セ ダ 牝4栗 55 原田 和真藤沼 利夫氏 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 422＋ 21：47．51� 215．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，352，400円 複勝： 46，002，800円 枠連： 10，067，300円
馬連： 47，014，300円 馬単： 19，614，200円 ワイド： 49，971，100円
3連複： 80，154，400円 3連単： 84，873，700円 計： 368，050，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 330円 � 250円 枠 連（2－3） 1，700円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 860円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，420円 3 連 単 ��� 38，650円

票 数

単勝票数 計 303524 的中 � 46551（3番人気）
複勝票数 計 460028 的中 � 64973（3番人気）� 32365（7番人気）� 47381（4番人気）
枠連票数 計 100673 的中 （2－3） 4569（7番人気）
馬連票数 計 470143 的中 �� 13332（11番人気）
馬単票数 計 196142 的中 �� 2595（23番人気）
ワイド票数 計 499711 的中 �� 12555（11番人気）�� 15292（8番人気）�� 6324（24番人気）
3連複票数 計 801544 的中 ��� 8100（25番人気）
3連単票数 計 848737 的中 ��� 1592（124番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．3―56．0―1：07．8―1：20．1―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィブラフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．7．25 新潟6着

2019．1．29生 牝4栗 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 10戦2勝 賞金 19，040，000円
〔制裁〕 ウォーターウキウキ号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02033 1月21日 晴 稍重 （5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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

77 ル ー フ 牝3鹿 54 藤岡 康太白 日光氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 480－ 61：08．7 3．3�
66 タマモブラックタイ 牡3鹿 56 角田 大和タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 518－101：08．8� 8．2�
44 ニシノトキメキ 牝3鹿 54 亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 新ひだか 田上 徹 470＋ 21：08．9クビ 17．5�
55 ア ウ ク ソ ー 牝3鹿 54 野中悠太郎大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 412－101：09．01 71．5�
88 ブライトサイン 牝3鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：09．74 34．1	
11 フォルテース 牡3黒鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 450± 0 〃 アタマ 9．8

22 ダンシングニードル 牝3栗 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 466－ 81：09．9� 1．7�
33 オーサムサンライズ 牝3鹿 54 永島まなみ松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 400－ 61：10．0� 14．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，649，400円 複勝： 45，456，900円 枠連： 発売なし
馬連： 41，349，700円 馬単： 24，134，100円 ワイド： 38，520，100円
3連複： 64，011，500円 3連単： 128，537，000円 計： 381，658，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 320円 � 480円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 410円 �� 830円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 14，900円

票 数

単勝票数 計 396494 的中 � 93624（2番人気）
複勝票数 計 454569 的中 � 78624（2番人気）� 34344（3番人気）� 21273（6番人気）
馬連票数 計 413497 的中 �� 26311（5番人気）
馬単票数 計 241341 的中 �� 9561（6番人気）
ワイド票数 計 385201 的中 �� 25822（4番人気）�� 11681（9番人気）�� 6693（14番人気）
3連複票数 計 640115 的中 ��� 12340（14番人気）
3連単票数 計1285370 的中 ��� 6251（48番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．1―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．4―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．3
3 1，2（7，6）4－5－8＝3 4 ・（1，2）（7，6）－（5，4）－8－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ル ー フ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2022．9．18 中山3着

2020．3．19生 牝3鹿 母 ラスエモーショネス 母母 Dahlia’s Krissy 4戦2勝 賞金 19，175，000円

02034 1月21日 晴 稍重 （5小倉1） 第3日 第10競走 ��2，000�
と ば た

戸 畑 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57�5歳以上58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

58 テーオーソロス 牡5青鹿58 泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 466－ 22：00．2 31．4�
34 バ ガ ン 牡5青 58 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 470± 02：00．3� 9．4�
814 マイネルジャッカル 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 486＋162：00．4クビ 9．5�
46 メイショウウネビ 牡4鹿 57 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 486＋22 〃 クビ 7．1�
11 ミッキーセレスタ 牡5黒鹿58 藤岡 佑介野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534－ 22：00．5� 17．7�
35 サンズオブタイム 牡5黒鹿58 幸 英明ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋16 〃 アタマ 39．7	
713 サムハンター 牡5栗 58 野中悠太郎�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 502＋ 62：00．6� 84．6

610 マイネルデステリョ 牡6黒鹿58 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 42：00．81 21．2�
815 グランドゴールド 牡4栗 57 小林 凌大田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 456＋ 22：00．9� 12．7�
22 セ ル ケ ト 牝4鹿 55 団野 大成吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490－102：01．0� 2．5
23 ビレッジスター �4黒鹿57 B．ムルザバエフ 吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 22：01．11 5．2�
（独）

611 シ ュ ホ 牝4栗 55 勝浦 正樹�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 414＋122：01．2クビ 32．1�
59 	 ピエドラアギーラ 牡5鹿 58 松若 風馬ゴドルフィン 小崎 憲 愛

Irish National
Stud Mare
Syndicate

492＋222：01．51� 61．8�
47 ビヨンドザタイム 牡4栗 57 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 454＋ 62：02．03 93．5�
712 ウインメイユール 牝5鹿 56 国分 優作�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 422－ 42：02．21� 240．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，420，000円 複勝： 63，134，200円 枠連： 17，160，700円
馬連： 74，610，900円 馬単： 29，454，200円 ワイド： 73，544，200円
3連複： 121，550，700円 3連単： 130，028，700円 計： 553，903，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 690円 � 360円 � 300円 枠 連（3－5） 5，910円

馬 連 �� 12，150円 馬 単 �� 30，420円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 2，820円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 26，790円 3 連 単 ��� 237，450円

票 数

単勝票数 計 444200 的中 � 11298（9番人気）
複勝票数 計 631342 的中 � 21905（9番人気）� 46843（6番人気）� 59915（5番人気）
枠連票数 計 171607 的中 （3－5） 2247（18番人気）
馬連票数 計 746109 的中 �� 4758（43番人気）
馬単票数 計 294542 的中 �� 726（91番人気）
ワイド票数 計 735442 的中 �� 7113（33番人気）�� 6675（36番人気）�� 11889（17番人気）
3連複票数 計1215507 的中 ��� 3402（93番人気）
3連単票数 計1300287 的中 ��� 397（698番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―12．4―12．2―12．1―12．2―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―34．8―47．2―59．4―1：11．5―1：23．7―1：35．9―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーソロス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．11．7 阪神5着

2018．5．4生 牡5青鹿 母 レインダンス 母母 レ ン Ⅱ 24戦2勝 賞金 29，776，000円
〔制裁〕 ビヨンドザタイム号の騎手原田和真は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

マイネルジャッカル号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02035 1月21日 晴 稍重 （5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57�5歳以上58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

12 メイクアリープ 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 474－ 41：43．8 2．2�
36 メイショウジブリ 牡4黒鹿57 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504－ 41：43．9� 13．6�
23 � マ ジ ッ ク 牡5黒鹿58 亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 508－ 61：44．53� 12．4�
59 ハイエストポイント 牡5青鹿58 藤岡 康太�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 41：44．61 5．7�
11 リアルシング 牡6黒鹿58 富田 暁 �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 542± 01：44．7� 62．4�
611 ハイパーノヴァ 	9栃栗58 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 496＋ 61：44．91
 184．4	
816 ウインアウォード 牡4栗 57 松若 風馬�ウイン 五十嵐忠男 日高 木村牧場 514－ 21：45．0クビ 9．0

35 フームスムート 牡6黒鹿58 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B540＋321：45．1� 16．8�
24 � ウインホノカ 牝7鹿 56 勝浦 正樹山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 422－ 61：45．3� 157．3�
510 サヴァビアン 牡5栗 58 丸山 元気岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 438＋121：45．51� 41．0
47 シゲルヒカルダイヤ 牡7鹿 58 秋山真一郎森中 啓子氏 藤沢 則雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B540＋ 41：45．71
 107．4�
612 キョウワウォール 牡7黒鹿58 中井 裕二浅川 昌彦氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 B478± 01：45．8クビ 8．7�
714 マイネルレンカ 牡9黒鹿58 B．ムルザバエフ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470－ 61：45．9� 47．5�

（独）

48 ダノンフォーナイン 牡4青鹿57 藤岡 佑介�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 514± 01：46．11
 10．8�
713 センタースリール 牝4鹿 55 団野 大成中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 476＋161：47．16 133．3�
815 トーアエレクトロン 牡5鹿 58 松本 大輝高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 486＋ 6 〃 アタマ 57．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，325，200円 複勝： 105，267，900円 枠連： 34，960，700円
馬連： 178，814，600円 馬単： 65，164，700円 ワイド： 154，849，600円
3連複： 313，987，900円 3連単： 331，189，400円 計： 1，256，560，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 350円 � 350円 枠 連（1－3） 910円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 630円 �� 560円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 723252 的中 � 254285（1番人気）
複勝票数 計1052679 的中 � 282836（1番人気）� 62403（7番人気）� 62980（6番人気）
枠連票数 計 349607 的中 （1－3） 29704（3番人気）
馬連票数 計1788146 的中 �� 111676（4番人気）
馬単票数 計 651647 的中 �� 26631（4番人気）
ワイド票数 計1548496 的中 �� 64513（5番人気）�� 73964（4番人気）�� 22464（21番人気）
3連複票数 計3139879 的中 ��� 73203（9番人気）
3連単票数 計3311894 的中 ��� 20681（25番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．8―12．8―12．7―12．5―12．5―12．0―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．3―42．1―54．8―1：07．3―1：19．8―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
・（2，16）（3，8）（10，13，15）6，14，1（9，7）5－（4，11）－12・（2，16）8（3，10，13，15，5）（1，6）14（4，9，7）（11，12）

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

勝馬の
紹 介

メイクアリープ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．2．5 中京3着

2019．4．14生 牡4栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 6戦3勝 賞金 35，464，000円
〔騎手変更〕 センタースリール号の騎手柴山雄一は，病気のため団野大成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クラーベドラド号・コスモルーテウス号・スズカマジェスタ号・トーホウボルツ号・ワンダーブレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02036 1月21日 晴 稍重 （5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，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：05．8
1：05．8

良
良

714 ロードラスター 牡5青鹿58 松若 風馬 �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 B520＋121：09．0 15．2�
11 ディオアステリア 牝4芦 56 原田 和真 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 458－ 6 〃 クビ 14．0�
816 バトルシャイニング 牡4黒鹿 58

57 ☆泉谷 楓真宮川 豊美氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 504－10 〃 ハナ 5．9�
35 ミッキーチャレンジ 牡4鹿 58 B．ムルザバエフ 野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B502＋ 41：09．1� 2．8�

（独）

510� ホウオウエンジェル 牝6鹿 56
55 ☆亀田 温心小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：09．2� 11．1�

12 オラヴェリタス 牡4黒鹿 58
55 ▲今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B508± 01：09．3� 4．3	

23 ダブルスナッチ 牝5鹿 56 丹内 祐次 
シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋281：09．4� 22．1�

817 アランヴェリテ 牡4芦 58 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 4 〃 クビ 18．9�

36 グレイトミッション 牝5栗 56
53 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B460＋ 61：09．61 12．1

48 コスモサンレミ 牝5鹿 56
54 ◇藤田菜七子 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B464＋ 61：09．7� 72．7�

815 アスクチャンプガイ 牡4鹿 58 富田 暁廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 土田ファーム 476＋ 2 〃 クビ 75．7�
47 クインズコスモス 牝4栗 56

53 ▲鷲頭 虎太 �ケイアイスタリオン 加藤士津八 新ひだか 松田牧場 430－ 41：09．8クビ 45．5�
24 ネイキッドハート 牝4青鹿 56

54 △小林 凌大スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 426＋ 4 〃 クビ 56．2�
713� ヨ ン ウ ォ ニ 牝6鹿 56

54 △原 優介
ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 454－ 6 〃 クビ 198．6�
612 ニホンピロポート 牝4鹿 56

55 ☆角田 大和小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 448＋141：10．33 98．4�
59 � ハーディローズ 牝4栗 56

53 ▲水沼 元輝酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440± 01：10．51� 355．2�

611 ミ ミ グ ッ ド 牝4青鹿 56
52 ★永島まなみ山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 426＋101：10．6� 103．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 60，167，900円 複勝： 76，713，500円 枠連： 24，574，300円
馬連： 103，980，000円 馬単： 39，990，600円 ワイド： 101，247，100円
3連複： 179，601，900円 3連単： 187，773，800円 計： 774，049，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 430円 � 360円 � 220円 枠 連（1－7） 2，550円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 21，190円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 1，330円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 19，800円 3 連 単 ��� 131，270円

票 数

単勝票数 計 601679 的中 � 31505（7番人気）
複勝票数 計 767135 的中 � 42833（7番人気）� 52378（6番人気）� 104901（3番人気）
枠連票数 計 245743 的中 （1－7） 7462（12番人気）
馬連票数 計1039800 的中 �� 10483（26番人気）
馬単票数 計 399906 的中 �� 1415（68番人気）
ワイド票数 計1012471 的中 �� 8630（33番人気）�� 19868（14番人気）�� 13903（20番人気）
3連複票数 計1796019 的中 ��� 6801（61番人気）
3連単票数 計1877738 的中 ��� 1037（412番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．9
3 ・（1，4）10（8，12）3（2，9，14）5，17，15，16（11，6）－（7，13） 4 1（4，10）（8，12）（3，14）2（5，9，17）－（15，16）6（11，13）－7

勝馬の
紹 介

ロードラスター �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．23 小倉2着

2018．3．15生 牡5青鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 21戦2勝 賞金 24，585，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 アスクチャンプガイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年3月21日まで平地競走に出走

できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（5小倉1）第3日 1月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

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

199，190，000円
3，020，000円
24，830，000円
1，350，000円
23，910，000円
71，155，000円
5，871，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
460，016，300円
719，606，600円
138，683，800円
701，063，500円
311，366，500円
687，740，800円
1，194，220，300円
1，396，116，900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 5，608，814，700円

総入場人員 5，184名 （有料入場人員 4，800名）
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