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00061 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

24 ケ ン キ ョ 牡3黒鹿56 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456＋ 21：12．7 8．5�
611 フェイマスドクター 牡3栗 56 三浦 皇成山崎 康氏 中川 公成 新冠 山岡ファーム 480＋18 〃 アタマ 16．9�
59 ディアナゼロス 牝3栗 54 津村 明秀天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 468± 01：12．8クビ 3．4�
612 ド ラ ク ロ ワ 牡3芦 56 T．バシュロ�キーファーズ 田中 博康 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－ 41：12．9� 4．4�
（仏）

35 シャトーボビー 牡3青鹿56 田辺 裕信德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 470＋ 21：13．43 3．0�
815 テイエムクリエイト 牡3鹿 56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 スウィング

フィールド牧場 442± 01：13．72 115．1	
714 ラージフィールド �3鹿 56 吉田 豊坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット

ファーム B484－ 2 〃 アタマ 124．6

510 グ ン グ ニ ル 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 乾 皆雄 464± 01：13．8� 132．8�
47 ヒャクマンボルト 牡3鹿 56

54 △横山 琉人小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 ハナ 8．7�
48 ノーブルリスト 牝3青 54 武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 高村牧場 478－ 61：14．11� 21．4
816 キャッチザロマンス 牝3鹿 54 北村 宏司福田 光博氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 404－ 81：14．2� 66．3�
36 トリニティテソーロ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 カケハムポニークラブ 466－ 21：14．31 71．0�

23 スマイルフレンド 牝3鹿 54
52 △小林 脩斗鈴木 正一氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 41：14．4� 208．4�
11 ウィリデシルバ 牡3芦 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490＋ 21：14．5クビ 214．5�
12 プレザントアンクル 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵臼井 一眞氏 蛯名 利弘 新ひだか 広田牧場 448＋ 41：15．77 252．1�
713 ギャロップオー 牡3青鹿56 岩部 純二田畑 富子氏 南田美知雄 日高 和田 洋平 462 ―1：16．97 243．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，383，300円 複勝： 50，865，700円 枠連： 14，969，000円
馬連： 72，874，700円 馬単： 32，846，700円 ワイド： 70，998，400円
3連複： 125，924，200円 3連単： 138，296，200円 計： 545，158，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 320円 � 140円 枠 連（2－6） 1，670円

馬 連 �� 6，100円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 500円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 62，430円

票 数

単勝票数 計 383833 的中 � 35830（4番人気）
複勝票数 計 508657 的中 � 57395（4番人気）� 33377（6番人気）� 116668（1番人気）
枠連票数 計 149690 的中 （2－6） 6916（9番人気）
馬連票数 計 728747 的中 �� 9254（16番人気）
馬単票数 計 328467 的中 �� 2056（32番人気）
ワイド票数 計 709984 的中 �� 11619（16番人気）�� 38587（6番人気）�� 17937（11番人気）
3連複票数 計1259242 的中 ��� 15157（17番人気）
3連単票数 計1382962 的中 ��� 1606（180番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．9―12．6―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．6―47．2―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 11，7（9，10）（5，12）（8，14）（6，15）4，1（3，2）－16＝13 4 11（9，7，10）12，5（6，8，14）（4，15）－（3，1）2，16＝13

勝馬の
紹 介

ケ ン キ ョ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．10．1 中山7着

2020．3．5生 牡3黒鹿 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス 4戦1勝 賞金 6，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギャロップオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15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 ニシノタメチカ号
※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。

00062 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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
1：48．5
1：47．6

重
重

510 マンマリアーレ 牝3芦 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 466－ 21：56．3 4．5�
36 スウィーヴェモワ 牝3青鹿54 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 浦河 辻 牧場 510－ 81：56．4� 11．9�
11 グレイウェザーズ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：56．72 5．0�
48 スペシャリスト 牝3栗 54 C．ルメール 下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 440－141：57．44 2．0�
59 フジブルーダイヤ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 454＋ 21：57．61� 38．8	
35 キタノマルティス 牝3栗 54

52 △横山 琉人北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 422－ 41：58．87 338．6

23 ドライカプチーノ 牝3芦 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 438＋ 21：59．01� 108．1�
24 リ ヨ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B450－121：59．42 27．6
612 スマイルマーク 牝3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 446－ 41：59．72 444．2�
713 ラインアンジェラ 牝3鹿 54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 458－ 4 〃 クビ 16．1�
12 アークシップ 牝3鹿 54 内田 博幸�イージス 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：59．8� 202．5�
611 サ ッ チ モ 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 414± 02：00．11� 427．4�
815 ジュタドール 牝3鹿 54 木幡 巧也諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 480＋ 22：00．73� 13．2�
816 ホープアイランド 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 434＋122：01．12� 105．4�
47 ノーブルプロセス 牝3黒鹿54 杉原 誠人吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 458－ 42：01．52� 62．1�
714 エスシールージュ 牝3黒鹿54 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 454－ 42：04．4大差 298．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，316，400円 複勝： 68，759，600円 枠連： 16，834，200円
馬連： 73，121，600円 馬単： 35，979，400円 ワイド： 72，078，500円
3連複： 120，235，800円 3連単： 152，744，600円 計： 589，070，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 270円 � 190円 枠 連（3－5） 2，890円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 830円 �� 480円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 32，810円

票 数

単勝票数 計 493164 的中 � 87354（2番人気）
複勝票数 計 687596 的中 � 99427（3番人気）� 59055（5番人気）� 101003（2番人気）
枠連票数 計 168342 的中 （3－5） 4504（9番人気）
馬連票数 計 731216 的中 �� 18603（10番人気）
馬単票数 計 359794 的中 �� 4747（18番人気）
ワイド票数 計 720785 的中 �� 21610（12番人気）�� 40268（4番人気）�� 21713（10番人気）
3連複票数 計1202358 的中 ��� 15923（19番人気）
3連単票数 計1527446 的中 ��� 3375（97番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．9―13．1―12．9―12．8―12．6―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．2―51．3―1：04．2―1：17．0―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
・（6，9，13，14）（3，7，8，15）1－（5，11）（2，10）4（12，16）・（6，9，10）13（3，8，14）（1，15）（5，11，4）7（2，12）16

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

勝馬の
紹 介

マンマリアーレ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Bernardini デビュー 2022．8．27 新潟2着

2020．2．9生 牝3芦 母 カラヴィンカ 母母 Tap Your Heels 5戦1勝 賞金 10，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルプロセス号・エスシールージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

2月15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 ワクワクルンルン号

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時10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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 リーゼノアール 牡3青鹿56 横山 武史嶋田 一成氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 41：56．2 1．5�
612 セイウンミライズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 460－ 6 〃 クビ 4．6�
11 スイッチオン 牡3栗 56 石橋 脩須山 悟至氏 小手川 準 浦河 浦河育成牧場 482± 01：56．52 14．0�
714 オボッチャマ 牡3鹿 56 津村 明秀村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：57．03 16．6�
23 ダオラダオラ 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 510＋ 21：57．42 193．6�
24 グッドルックス 牡3青鹿56 石川裕紀人池田 草龍氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 B508－ 2 〃 ハナ 17．3	
12 フ ァ ー ト ム 牡3芦 56

54 △山田 敬士 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 辻 牧場 480＋ 21：57．5クビ 492．4


510 ワイルドハンター 牡3鹿 56 武藤 雅伊東 純一氏 小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 456＋ 2 〃 クビ 226．6�
35 シンボリタイプ 牡3栗 56 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 528－ 81：57．7� 62．4�
816 マロンアイス 牡3鹿 56 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B474－ 21：57．8� 190．3
47 クリスプブリーズ 牡3黒鹿 56

54 △小林 脩斗 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 41：57．9� 186．8�
815 ドロップキック 牡3鹿 56 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新冠 大狩部牧場 526± 01：58．32 321．6�
48 アーユーレディ 牡3栗 56

54 △横山 琉人 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新ひだか 北洋牧場 502－ 41：58．4� 31．2�
611 ハッポウヤブレ 牡3黒鹿56 木幡 育也本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 490－ 41：58．5クビ 426．3�
713 サーブルミラージュ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 日高 前野牧場 492－ 41：58．6� 8．8�

59 アースジェイソンテ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 三好牧場 450± 01：58．7� 51．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，610，700円 複勝： 159，597，000円 枠連： 18，615，200円
馬連： 70，352，400円 馬単： 39，104，600円 ワイド： 67，022，400円
3連複： 118，319，300円 3連単： 172，818，600円 計： 695，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 496107 的中 � 253998（1番人気）
複勝票数 計1595970 的中 � 1106527（1番人気）� 136161（2番人気）� 64410（5番人気）
枠連票数 計 186152 的中 （3－6） 46088（1番人気）
馬連票数 計 703524 的中 �� 186443（1番人気）
馬単票数 計 391046 的中 �� 67704（1番人気）
ワイド票数 計 670224 的中 �� 128936（1番人気）�� 45672（3番人気）�� 25581（8番人気）
3連複票数 計1183193 的中 ��� 86425（3番人気）
3連単票数 計1728186 的中 ��� 55413（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．1―12．5―12．9―12．9―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．9―51．0―1：03．5―1：16．4―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．8
1
3
4，13，6，16（7，8）－（3，14）（2，15）11，12，10（1，5）－9・（4，13）（6，16）（8，12，1）14，5（7，3，15）－2，10，11，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リーゼノアール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アルデバランⅡ デビュー 2022．10．15 東京5着

2020．2．12生 牡3青鹿 母 スリーアロー 母母 ピサノベネチアン 3戦1勝 賞金 7，500，000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。
（非当選馬） 2頭 エコロマーベリック号・シュンコッチャン号

00064 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第4競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・右）

牝；負担重量は，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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

612 サバンナチャンス 牝4芦 56 横山 武史由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：11．3 4．6�
815 ロジヴィクトリア 牝4黒鹿56 菅原 明良久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B484－ 61：11．93� 4．6�
713 ビーマイベイビー 牝5鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 452＋121：12．0クビ 18．2�
12 リネンファイト 牝4黒鹿56 内田 博幸戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 492＋ 2 〃 アタマ 10．2�
35 コウソクカレン 牝5鹿 56 T．バシュロ野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 512＋18 〃 クビ 8．8�

（仏）

24 オ ル コ ス 牝4鹿 56 C．ルメールライオンレースホース	 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 438－ 21：12．1� 5．9

36 アドマイヤアリエル 牝6鹿 56

55 ☆永野 猛蔵近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：12．31� 21．1�
48 サンフィニティ 牝5鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 448＋ 41：12．4クビ 10．4�
510 コーラルティアラ 牝6栗 56 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 B470－ 61：12．5� 67．5
611 ラブロッソー 牝6青鹿56 石川裕紀人増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 41：12．7� 99．1�
23 クイーンアポーン 牝4鹿 56 戸崎 圭太	ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 41：12．8� 5．8�
11 シーオブドリームス 牝5青鹿 56

54 △横山 琉人�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋ 2 〃 ハナ 53．4�

59 フェスティヴノンノ 牝5栗 56 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 B478＋ 61：13．11� 290．3�
47 レッジャードロ 牝5栗 56 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 444± 01：13．2� 57．7�
714 フロストエッジ 牝5栗 56 木幡 巧也�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492＋ 41：13．41� 192．1�
816� フラスティー 牝4黒鹿 56

54 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 432＋ 81：14．35 265．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，632，400円 複勝： 70，527，000円 枠連： 17，740，400円
馬連： 79，376，900円 馬単： 31，060，000円 ワイド： 81，693，500円
3連複： 130，240，600円 3連単： 129，170，200円 計： 583，441，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 190円 � 530円 枠 連（6－8） 1，050円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，560円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 43，740円

票 数

単勝票数 計 436324 的中 � 75089（1番人気）
複勝票数 計 705270 的中 � 127318（1番人気）� 103901（2番人気）� 25979（9番人気）
枠連票数 計 177404 的中 （6－8） 12981（3番人気）
馬連票数 計 793769 的中 �� 53936（1番人気）
馬単票数 計 310600 的中 �� 11292（2番人気）
ワイド票数 計 816935 的中 �� 51590（1番人気）�� 12917（22番人気）�� 9013（25番人気）
3連複票数 計1302406 的中 ��� 12339（28番人気）
3連単票数 計1291702 的中 ��� 2141（157番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．9
3 ・（13，12）（5，6，16）（2，8，15）（4，10）（9，11）14（1，3）7 4 ・（13，12）（5，6，16）（2，8，15）（4，10）（9，11）（1，14，7）3

勝馬の
紹 介

サバンナチャンス �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 サムライハート デビュー 2022．4．2 中山6着

2019．2．21生 牝4芦 母 ジョディーズロマン 母母 ジョディーディア 9戦1勝 賞金 16，780，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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。



00065 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

59 エ エ ヤ ン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新冠 須崎牧場 500＋ 61：35．5 4．2�

713 レッドシュヴェルト 牡3芦 56 T．バシュロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．71� 2．7�
（仏）

816 ハ ル オ ー ブ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 21：35．91� 7．4�

35 アスピシャスデイ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 池上 昌和 浦河 村下農場 448－ 61：36．21� 40．5�

48 サティンボディス 牝3鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 21：36．62� 19．0�

611 イ ノ 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 村田 一誠 新冠 ビッグレッドファーム 368－ 81：36．81 333．1

815 ダノンフレア 牝3鹿 54 横山 武史�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 14．3�
12 ライブリームーラン 牝3鹿 54 菅原 明良山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 506 ―1：36．9クビ 20．2�
47 アマレロフレイバー 牡3鹿 56 吉田 豊尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか ヒサイファーム 488＋161：37．01 30．4
510 ビップピュアエース 牝3栗 54 江田 照男鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 442＋ 81：37．1� 184．3�
36 フェーレンベルク 牡3芦 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：37．31 5．3�
11 サンマルリアン 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵相馬 勇氏 和田 勇介 平取 高橋 啓 440－ 21：37．4� 64．7�
24 ニシノサキュバス 牝3栗 54

52 △横山 琉人西山 茂行氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 492± 0 〃 アタマ 136．8�

714 ロジブライアン 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 520＋201：37．82� 293．3�
612 グランドカリナン 牡3鹿 56 津村 明秀田畑 利彦氏 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 448－ 41：38．22� 15．9�
23 シャンハイドール 牝3青鹿 54

52 △小林 脩斗�レッドマジック久保田貴士 新冠 ハクレイファーム 428＋ 4 （競走中止） 446．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，967，500円 複勝： 73，145，400円 枠連： 18，163，400円
馬連： 86，233，300円 馬単： 36，552，300円 ワイド： 87，085，400円
3連複： 139，189，500円 3連単： 148，024，000円 計： 646，360，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 310円 �� 570円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 579675 的中 � 109196（2番人気）
複勝票数 計 731454 的中 � 118848（2番人気）� 174731（1番人気）� 94717（4番人気）
枠連票数 計 181634 的中 （5－7） 23064（1番人気）
馬連票数 計 862333 的中 �� 97239（1番人気）
馬単票数 計 365523 的中 �� 18696（4番人気）
ワイド票数 計 870854 的中 �� 77116（1番人気）�� 36378（6番人気）�� 56328（3番人気）
3連複票数 計1391895 的中 ��� 76029（1番人気）
3連単票数 計1480240 的中 ��� 20191（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ エ ヤ ン �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2022．10．15 東京3着

2020．4．21生 牡3黒鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 3戦1勝 賞金 7，820，000円
〔発走状況〕 シャンハイドール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 シャンハイドール号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ライブリームーラン号の騎手菅原明良は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シャンハイドール号は，令和5年1月16日から令和5年2月14日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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 アンスリウム号・ロカイユ号
※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。

00066 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 � ボールドゾーン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift
Farm, LLC 508 ―1：55．6 9．2�

44 ダノンヒューマ 牡3鹿 56 T．バシュロ�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468 ―1：56．23� 5．0�
（仏）

33 ペンティメント 牡3鹿 56 石川裕紀人吉田 和美氏 嘉藤 貴行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510 ―1：56．72� 11．2�

11 レッドフローガ 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466 ―1：56．8� 4．3�
813 レジェンダリーデイ 牡3青鹿56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 浦河 斉藤英牧場 546 ―1：57．97 4．8	
56 ダイヤモンドビーチ 牡3青鹿56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：58．32� 74．2

711 ショウナンワタリ 牡3青鹿56 菅原 明良国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 558 ―1：59．15 25．1�
812 サクラグラシュー 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 490 ―1：59．52� 7．3�
710 スペースソニック 牡3鹿 56 杉原 誠人松谷 翔太氏 田村 康仁 むかわ 上水牧場 464 ―2：00．35 96．8
22 キクノビースト 牡3栗 56 横山 武史菊池 五郎氏 高柳 大輔 日高 日西牧場 520 ―2：00．51 6．2�
68 ボールドライ 牡3芦 56

55 ☆永野 猛蔵増田 陽一氏 清水 英克 新ひだか 大滝 康晴 B462 ―2：01．03 55．3�
45 エイシンセブン 牡3芦 56 柴田 大知�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 478 ― 〃 クビ 41．2�
69 ウ マ ダ ッ チ 牡3芦 56 津村 明秀大田 恭充氏 伊坂 重信 新冠 中山 高鹿康 472 ―2：03．0大差 58．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，881，000円 複勝： 58，647，000円 枠連： 16，830，400円
馬連： 71，625，000円 馬単： 30，591，100円 ワイド： 65，853，200円
3連複： 106，969，600円 3連単： 112，114，700円 計： 511，512，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 270円 � 190円 � 290円 枠 連（4－5） 2，830円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，570円 �� 960円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 44，070円

票 数

単勝票数 計 488810 的中 � 42070（6番人気）
複勝票数 計 586470 的中 � 54052（6番人気）� 93368（1番人気）� 47962（7番人気）
枠連票数 計 168304 的中 （4－5） 4593（13番人気）
馬連票数 計 716250 的中 �� 21846（13番人気）
馬単票数 計 305911 的中 �� 4091（29番人気）
ワイド票数 計 658532 的中 �� 22427（11番人気）�� 10505（21番人気）�� 17600（14番人気）
3連複票数 計1069696 的中 ��� 10579（31番人気）
3連単票数 計1121147 的中 ��� 1844（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．8―51．0―1：03．8―1：16．4―1：29．2―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3

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

・（13，4）5，2（3，6）－（1，7）（9，8）－10，12，11・（13，4）－（3，7）－（5，6，1）2－12－9－11－（10，8）
勝馬の
紹 介

�ボールドゾーン �
�
父 Mendelssohn �

�
母父 Popular 初出走

2020．2．12生 牡3鹿 母 Halo Dolly 母母 Spanish Halo 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時05分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウマダッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15日まで平地競走に

出走できない。
※サクラグラシュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



00067 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

47 ラズベリームース 牝4鹿 55 C．ルメール 保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 500－ 41：35．1 1．9�
11 エイムトゥルー 牡5青鹿58 田辺 裕信吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 21：35．42 27．9�
612 アップストローク �4黒鹿57 菅原 明良吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464＋ 61：35．61 9．4�
23 ビジューブリランテ �5栗 58 大野 拓弥 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 494＋14 〃 クビ 231．4�
36 ユヌエトワール 牝6黒鹿56 石川裕紀人 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 426± 01：35．7� 39．3�
611 エールトゥヘヴン 牡4鹿 57 三浦 皇成 DMMドリームクラブ	 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466＋ 4 〃 クビ 23．9

510� インテグリフォリア 牝5鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472－ 81：35．8� 147．5�
35 インフィニタス 牝5鹿 56 杉原 誠人	G1レーシング 伊坂 重信 安平 追分ファーム 468＋ 81：36．01	 177．8�
12 カトルショセット 牝5鹿 56 木幡 巧也	G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 ハナ 100．9
24 ヴァンガーズハート 牡4黒鹿57 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：36．1� 3．9�
714� ロードブライト 牡4黒鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 	ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム B524－ 61：36．73� 323．9�
59 モカフラワー 牝4栗 55 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 458＋ 61：37．12 5．0�
815 ゼンノテンバ 牝4栗 55 内田 博幸大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 436－ 61：37．73� 49．7�
48 � ムーランシャタン 牝4栗 55 津村 明秀村上 卓史氏 鈴木慎太郎 日高 白井牧場 440－121：38．33� 251．8�
713 アルジェントステラ 牝5黒鹿56 T．バシュロ �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：38．93� 62．9�

（仏）

816 ラインアルテア 牡4黒鹿 57
55 △小林 脩斗大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 460± 01：39．75 651．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，376，600円 複勝： 98，059，300円 枠連： 17，512，000円
馬連： 91，411，600円 馬単： 51，459，200円 ワイド： 88，345，200円
3連複： 147，556，800円 3連単： 221，773，100円 計： 783，493，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 520円 � 190円 枠 連（1－4） 1，980円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 710円 �� 350円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 21，340円

票 数

単勝票数 計 673766 的中 � 278164（1番人気）
複勝票数 計 980593 的中 � 438871（1番人気）� 24923（8番人気）� 96967（4番人気）
枠連票数 計 175120 的中 （1－4） 6853（7番人気）
馬連票数 計 914116 的中 �� 29233（8番人気）
馬単票数 計 514592 的中 �� 10859（13番人気）
ワイド票数 計 883452 的中 �� 31266（7番人気）�� 71682（3番人気）�� 8480（22番人気）
3連複票数 計1475568 的中 ��� 21372（15番人気）
3連単票数 計2217731 的中 ��� 7531（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．7―58．8―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラズベリームース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．6．12 東京5着

2019．2．27生 牝4鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 7戦2勝 賞金 28，294，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインアルテア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15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 ミツカネムーン号
※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。

00068 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ロ ス コ フ 牡5鹿 58 C．ルメール 吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 504＋ 61：53．5 7．0�
47 ブレイクフォース 牡4栗 57 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 486－ 4 〃 クビ 6．6�
48 ヴァーンフリート 牡4黒鹿57 横山 武史 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：53．6クビ 2．3�
11 フ ル オ ー ル 牡4鹿 57 石川裕紀人林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 470＋18 〃 クビ 12．9�
24 ヨ ン ク 牡7鹿 58 菅原 明良古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 504＋ 21：54．23� 18．8�
713 パーティーベル 牡4鹿 57 石橋 脩原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460＋ 41：54．3� 10．3	
510 カンピオーネ 牡4鹿 57 T．バシュロ
GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 522± 01：54．4クビ 5．5�

（仏）

59 ローズボウル 牡5鹿 58 戸崎 圭太 
グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム B514－ 41：54．5� 22．9�
612 サブロンカズマ 牡5鹿 58 江田 照男合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 484－ 41：54．82 252．9
12 クアトロマジコ 牡4鹿 57 大野 拓弥大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B516＋ 21：54．9� 38．1�
35 ウインレゼルヴ 牡6栗 58 木幡 巧也
ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 504－ 41：55．0	 393．9�
611 ニシノアジャスト 牡5青鹿58 内田 博幸西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 534± 01：55．2	 126．3�
23 アトラクティーボ 牡4鹿 57 武藤 雅
ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536－ 21：55．3� 63．2�
36 スピードソルジャー 牡4栗 57 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492－ 41：55．51 50．5�
714 ゼ ロ ー ソ 
5栗 58 杉原 誠人ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋101：56．77 128．0�
816 ホウオウジャッジ 牡8鹿 58

57 ☆永野 猛蔵小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 81：58．5大差 328．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，260，500円 複勝： 98，095，500円 枠連： 25，449，100円
馬連： 108，328，700円 馬単： 40，701，400円 ワイド： 103，319，800円
3連複： 171，473，200円 3連単： 172，990，100円 計： 784，618，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 180円 � 140円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 810円 �� 540円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 19，870円

票 数

単勝票数 計 642605 的中 � 72917（4番人気）
複勝票数 計 980955 的中 � 121403（4番人気）� 124029（3番人気）� 224592（1番人気）
枠連票数 計 254491 的中 （4－8） 26041（2番人気）
馬連票数 計1083287 的中 �� 32509（10番人気）
馬単票数 計 407014 的中 �� 5823（19番人気）
ワイド票数 計1033198 的中 �� 31251（10番人気）�� 49221（5番人気）�� 63714（2番人気）
3連複票数 計1714732 的中 ��� 52716（4番人気）
3連単票数 計1729901 的中 ��� 6310（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．0―50．0―1：02．6―1：15．2―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ス コ フ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．2．6生 牡5鹿 母 ベルプラージュ 母母 ベルフィーチャー 18戦3勝 賞金 46，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 フルオール号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 トップリーチ号
※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。



00069 1月15日 小雨 良 （5中山1） 第6日 第9競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

11 キミワクイーン 牝4鹿 56 横山 武史浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 444＋181：08．8 1．9�
55 コスモカルナック 牡6鹿 58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 B502＋ 61：08．9� 28．2�
66 オシリスブレイン 牡6青鹿58 内田 博幸エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 502＋ 41：09．0クビ 35．7�
22 シュアーヴアリア 牝5黒鹿56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B490＋ 41：09．21	 17．1�
33 ワ ン ス カ イ 牡6青鹿58 石川裕紀人平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 510＋ 61：09．3
 17．3	
44 アールクインダム 牝6黒鹿56 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 482－ 41：09．4� 68．8

67 フ ミ ロ ア 牝5鹿 56 江田 照男林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 4 〃 ハナ 176．9�
811 オルダージュ �7黒鹿58 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B490＋10 〃 クビ 172．8�
78 グランアリエル 牡4鹿 58 石橋 脩布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 476＋ 41：09．71
 11．2
810 ゼログラヴィティ 牝5黒鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：10．01� 3．0�
79 ショウナンバービー 牝6鹿 56 T．バシュロ�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 508± 01：11．49 9．6�

（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，391，500円 複勝： 74，119，200円 枠連： 19，899，300円
馬連： 113，175，700円 馬単： 53，451，300円 ワイド： 92，653，400円
3連複： 172，103，100円 3連単： 283，101，300円 計： 869，894，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 420円 � 440円 枠 連（1－5） 2，360円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 770円 �� 800円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 10，930円 3 連 単 ��� 26，420円

票 数

単勝票数 計 613915 的中 � 255619（1番人気）
複勝票数 計 741192 的中 � 256628（1番人気）� 32294（7番人気）� 30649（8番人気）
枠連票数 計 198993 的中 （1－5） 6521（6番人気）
馬連票数 計1131757 的中 �� 44908（8番人気）
馬単票数 計 534513 的中 �� 14442（9番人気）
ワイド票数 計 926534 的中 �� 31998（10番人気）�� 30299（11番人気）�� 6149（31番人気）
3連複票数 計1721031 的中 ��� 11806（36番人気）
3連単票数 計2831013 的中 ��� 7766（84番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キミワクイーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．6．20 東京1着

2019．3．31生 牝4鹿 母 チェリーペトルズ 母母 チェリーフォレスト 8戦4勝 賞金 55，853，000円
〔制裁〕 フミロア号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

オシリスブレイン号の騎手内田博幸は，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。

00070 1月15日 小雨 良 （5中山1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：57�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

33 	 ア テ ィ ー ド 牡5栗 57 田辺 裕信髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 514＋ 21：10．0 4．8�
22 サイクロトロン 牡6鹿 58 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B524＋ 41：10．2
 42．6�
11 ハコダテブショウ 牡5鹿 58 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B506＋ 8 〃 クビ 2．6�
66 スナークダヴィンチ 牡6鹿 57 石橋 脩杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 494－ 2 〃 ハナ 9．2�
44 クインズメリッサ 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 472－ 81：10．3
 5．1�
55 ベイビーボス 牡6鹿 57 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 490＋ 41：10．72� 12．1	
810 カ イ ア ワ セ 牝6栗 55 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 460＋ 21：10．9
 18．9

79 	 ドウドウキリシマ 牡7栗 57 永野 猛蔵西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 B506± 01：11．11� 261．0�
811 アヌラーダプラ 牝6鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：11．31� 6．8
78 スピリットワンベル 牡8鹿 57 T．バシュロ鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 544＋ 41：11．51� 117．6�

（仏）

67 スペクタクル 牡5栗 57 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 504＋ 8 〃 アタマ 24．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 81，197，200円 複勝： 83，600，400円 枠連： 24，813，200円
馬連： 154，574，800円 馬単： 65，285，400円 ワイド： 118，950，300円
3連複： 228，988，800円 3連単： 307，763，800円 計： 1，065，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 730円 � 140円 枠 連（2－3） 11，130円

馬 連 �� 10，690円 馬 単 �� 16，090円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 320円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 60，150円

票 数

単勝票数 計 811972 的中 � 134780（2番人気）
複勝票数 計 836004 的中 � 164741（2番人気）� 19086（9番人気）� 181213（1番人気）
枠連票数 計 248132 的中 （2－3） 1727（24番人気）
馬連票数 計1545748 的中 �� 11203（29番人気）
馬単票数 計 652854 的中 �� 3043（51番人気）
ワイド票数 計1189503 的中 �� 8654（30番人気）�� 108973（1番人気）�� 16191（25番人気）
3連複票数 計2289888 的中 ��� 25344（30番人気）
3連単票数 計3077638 的中 ��� 3709（209番人気）

ハロンタイム 11．7―10．7―11．1―11．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．4―33．5―45．1―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ア テ ィ ー ド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロックオブジブラルタル

2018．4．19生 牡5栗 母 ロックフォーティ 母母 フォーティエース 8戦3勝 賞金 65，491，000円
地方デビュー 2020．10．9 大井

※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。

２レース目



00071 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第11競走 ��
��2，000�第63回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ソールオリエンス 牡3鹿 56 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 462＋ 22：02．2 2．7�
33 オメガリッチマン 牡3鹿 56 石川裕紀人原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B434－102：02．62
 118．0�
77 セブンマジシャン 牡3鹿 56 C．ルメール 前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－ 42：02．81� 2．7�
11 サ ヴ ォ ー ナ 牡3鹿 56 田辺 裕信加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 520＋102：02．9
 19．4�
55 シルヴァーデューク 牡3鹿 56 T．バシュロ田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 470＋142：03．0� 14．2�

（仏）

89 シャンパンカラー 牡3栗 56 戸崎 圭太青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 4．2	
22 シーウィザード 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 474＋ 22：03．1クビ 11．8

88 グ ラ ニ ッ ト 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 460＋ 82：03．31� 16．9�
66 シルバースペード 牡3黒鹿56 吉田 豊 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 474＋122：03．4
 44．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 326，786，700円 複勝： 202，507，600円 枠連： 73，835，700円 馬連： 634，109，900円 馬単： 279，600，700円
ワイド： 439，705，800円 3連複： 1，001，299，400円 3連単： 1，894，497，500円 5重勝： 690，689，500円 計： 5，543，032，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 1，090円 � 130円 枠 連（3－4） 12，170円

馬 連 �� 19，570円 馬 単 �� 23，840円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 220円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 11，010円 3 連 単 ��� 93，740円

5 重 勝
対象競走：中京10R／中山10R／小倉11R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 822，240円

票 数

単勝票数 計3267867 的中 � 937689（2番人気）
複勝票数 計2025076 的中 � 438910（2番人気）� 27925（9番人気）� 499816（1番人気）
枠連票数 計 738357 的中 （3－4） 4699（24番人気）
馬連票数 計6341099 的中 �� 25100（30番人気）
馬単票数 計2796007 的中 �� 8794（51番人気）
ワイド票数 計4397058 的中 �� 21370（30番人気）�� 686373（1番人気）�� 26835（28番人気）
3連複票数 計10012994 的中 ��� 68188（36番人気）
3連単票数 計18944975 的中 ��� 14651（227番人気）
5重勝票数 計6906895 的中 ����� 588

ハロンタイム 12．9―11．6―13．1―12．0―12．6―12．4―12．2―12．2―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．6―49．6―1：02．2―1：14．6―1：26．8―1：39．0―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソールオリエンス 
�
父 キタサンブラック 

�
母父 Motivator デビュー 2022．11．13 東京1着

2020．4．4生 牡3鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 2戦2勝 賞金 47，315，000円
〔制裁〕 オメガリッチマン号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔その他〕 ソールオリエンス号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

00072 1月15日 曇 良 （5中山1） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

44 ビーオンザマーチ 牝4栗 56 津村 明秀吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 476＋161：09．6 6．2�
66 ウインバグース 牡4鹿 58

56 △横山 琉人�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480－181：09．7� 4．4�
11 サイヤダンサー 牡6鹿 58 田辺 裕信ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．4�
22 � ル ル ロ ー ズ 牝5栗 56 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 464± 0 〃 クビ 11．1�
67 ベルウッドブラボー 牡4鹿 58 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B466＋ 81：09．8� 6．9�
78 シゲルファンノユメ 牡4鹿 58 横山 武史森中 啓子氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 488＋ 21：10．01 3．9	
55 コスモカッティーボ 牡6鹿 58 木幡 巧也 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：10．21� 93．9�
810 スズノヤマト �6鹿 58 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 482± 01：10．3クビ 36．5�
79 ミモザイエロー 牝7栗 56 大野 拓弥青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 466－ 2 〃 アタマ 35．0
33 セ ル レ ア 牝6鹿 56

53 ▲西塚 洸二�パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B464± 01：10．62 43．8�
（10頭）

811 ヨ ー ル 牝4鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 121，989，600円 複勝： 104，179，100円 枠連： 38，513，400円
馬連： 215，039，400円 馬単： 81，161，300円 ワイド： 161，514，200円
3連複： 313，231，600円 3連単： 450，633，500円 計： 1，486，262，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 180円 � 150円 枠 連（4－6） 1，290円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 590円 �� 400円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 差引計1219896（返還計 641） 的中 � 156125（4番人気）
複勝票数 差引計1041791（返還計 541） 的中 � 110891（5番人気）� 146543（4番人気）� 205123（1番人気）
枠連票数 差引計 385134（返還計 36） 的中 （4－6） 22977（5番人気）
馬連票数 差引計2150394（返還計 5002） 的中 �� 94335（9番人気）
馬単票数 差引計 811613（返還計 2220） 的中 �� 15993（20番人気）
ワイド票数 差引計1615142（返還計 3225） 的中 �� 65512（9番人気）�� 103890（4番人気）�� 134550（2番人気）
3連複票数 差引計3132316（返還計 12518） 的中 ��� 175349（2番人気）
3連単票数 差引計4506335（返還計 17707） 的中 ��� 31474（35番人気）

ハロンタイム 11．8―11．2―11．6―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―23．0―34．6―46．3―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 ・（6，4）－3，2，8，7（5，9，1）10 4 6，4，3（2，1）（7，8）（5，9，10）

勝馬の
紹 介

ビーオンザマーチ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．6 東京1着

2019．4．16生 牝4栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 9戦3勝 賞金 31，100，000円
〔出走取消〕 ヨール号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ベルウッドブラボー号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

５レース目



（5中山1）第6日 1月15日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 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

280，490，000円
37，450，000円
1，130，000円
35，730，000円
75，425，000円
4，718，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，010，793，400円
1，142，102，800円
303，175，300円
1，770，224，000円
777，793，400円
1，449，220，100円
2，775，531，900円
4，183，927，600円
690，689，500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
5 重 勝
計 14，103，458，000円

総入場人員 12，319名 （有料入場人員 11，677名）
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