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00085 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8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

714 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 478－ 21：12．6 3．1�
12 ルーチェステラーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋ 41：12．7� 5．3�
713 オ コ ジ ュ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 中野 栄治 日高 荒井ファーム 450± 01：12．8� 50．0�
11 ゴットリープ 牡3青鹿56 横山 武史今村 明浩氏 栗田 徹 日高 沖田牧場 B470－ 21：12．9アタマ 5．5�
816 マーゴットバモス 牡3黒鹿56 丸田 恭介前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 三石川上牧場 494－ 81：13．22 124．7�
612 ファンタジスタ 牡3鹿 56 杉原 誠人 �キャロットファーム 宮田 敬介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 81：13．3クビ 14．6	
35 カイザーブリッツ 牡3黒鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース
 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 488－ 21：13．4� 3．5�
815 ヤマタケアオイバラ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士山中 和子氏 萱野 浩二 日高 前野牧場 444－ 21：13．5� 206．0�
611 エルフサイエン 牝3鹿 54

52 △横山 琉人加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 438＋ 6 〃 クビ 12．5
47 ラブルパイル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 庄野牧場 B446＋ 81：13．82 136．1�
24 ヘ イ ワ 牡3鹿 56 石川裕紀人井高 義光氏 金成 貴史 浦河 大北牧場 436＋ 4 〃 ハナ 93．8�
23 フエルテテソーロ 牝3鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 稲垣 幸雄 新ひだか 藤沢牧場 464－ 61：14．11� 46．2�
36 グランフォーブル 牡3黒鹿56 M．デムーロ飯田 訓大氏 土田 稔 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B462－ 2 〃 クビ 28．9�
48 テイエムリオンディ 牡3鹿 56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 502＋121：14．52 97．8�
59 ショウリノシナリオ 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹福田 光博氏 根本 康広 浦河 富菜牧場 490＋201：14．6� 260．6�
510 ネオスウィープ 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小河 豊水 408－ 41：15．45 71．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，700，800円 複勝： 55，798，400円 枠連： 17，073，300円
馬連： 71，928，200円 馬単： 32，723，900円 ワイド： 66，022，900円
3連複： 117，531，400円 3連単： 131，758，000円 計： 533，536，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 200円 � 780円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，900円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 12，900円 3 連 単 ��� 38，640円

票 数

単勝票数 計 407008 的中 � 104609（1番人気）
複勝票数 計 557984 的中 � 131834（1番人気）� 73381（4番人気）� 12820（8番人気）
枠連票数 計 170733 的中 （1－7） 27813（2番人気）
馬連票数 計 719282 的中 �� 54449（4番人気）
馬単票数 計 327239 的中 �� 13634（6番人気）
ワイド票数 計 660229 的中 �� 34091（6番人気）�� 8667（16番人気）�� 3523（37番人気）
3連複票数 計1175314 的中 ��� 6829（36番人気）
3連単票数 計1317580 的中 ��� 2472（106番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．7―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―34．3―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマスドクター �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2022．10．8 東京11着

2020．3．22生 牡3栗 母 ヘルヴェティア 母母 マイティーボタン 3戦1勝 賞金 7，700，000円

00086 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8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

712 フェブランシェ 牝3芦 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 526＋ 81：55．3 3．4�
22 エンジェルラウンド 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 440± 01：56．47 8．5�
610 ナックダンス 牝3黒鹿54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 484± 01：56．71� 7．9�
23 ルルシュシュ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 市川フアーム 498＋ 81：56．8� 6．0�
59 テンホワイトラブ 牝3芦 54 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 片岡 博 504－ 21：56．9� 8．6	
46 ビーティングハート 牝3黒鹿54 丸田 恭介藤本 栄史氏 嘉藤 貴行 日高 槇本牧場 450－101：57．11 6．3

34 ブレードランナー 牝3黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 454－ 21：57．31� 18．5�
814 ニシノツキアカリ 牝3鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 466－ 21：57．62 138．3�
58 ラ ブ ウ ェ イ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 アラキフアーム 422－121：57．7� 180．9
713 ジューンリリー 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵手嶋 美季氏 堀内 岳志 新ひだか 見上牧場 452＋ 21：58．23 111．1�
35 ワクワクルンルン 牝3栗 54 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 452＋ 41：58．83� 102．7�
11 シンプルガール 牝3鹿 54 菅原 隆一小川眞査雄氏 小野 次郎 平取 清水牧場 424－ 81：58．9� 423．8�
815 ネ イ ビ ー 牝3鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484± 01：59．22 21．3�
611 エルフォルク 牝3栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 中舘 英二 千歳 社台ファーム 430－ 22：00．68 28．4�
47 エンジェリックアイ 牝3青鹿54 津村 明秀 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 482＋ 42：07．4大差 9．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，514，200円 複勝： 71，115，100円 枠連： 15，949，800円
馬連： 78，799，700円 馬単： 29，248，200円 ワイド： 77，746，400円
3連複： 121，150，600円 3連単： 111，651，800円 計： 551，175，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 300円 � 210円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 760円 �� 670円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 12，240円

票 数

単勝票数 計 455142 的中 � 106402（1番人気）
複勝票数 計 711151 的中 � 121150（1番人気）� 52803（6番人気）� 88903（4番人気）
枠連票数 計 159498 的中 （2－7） 17839（1番人気）
馬連票数 計 787997 的中 �� 38347（4番人気）
馬単票数 計 292482 的中 �� 10810（2番人気）
ワイド票数 計 777464 的中 �� 26614（10番人気）�� 30587（5番人気）�� 15743（17番人気）
3連複票数 計1211506 的中 ��� 21185（11番人気）
3連単票数 計1116518 的中 ��� 6613（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．6―51．0―1：04．0―1：16．4―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
・（5，12）（2，10）15（9，13）3（7，6）（1，14）4－11－8・（9，12）（10，11）（2，13，15）－（5，6）3（1，4，7，14）－8

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

勝馬の
紹 介

フェブランシェ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．7．17 福島5着

2020．1．23生 牝3芦 母 マイティースルー 母母 スルーオール 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔その他〕 エンジェリックアイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルフォルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22日まで平地競走

に出走できない。

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8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

24 ヒ ュ ー ゴ 牡3黒鹿56 T．バシュロ林 正道氏 加藤 征弘 日高 ヤナガワ牧場 466－ 21：56．0 1．9�
（仏）

23 アクションプラン 牡3黒鹿 56
55 ☆秋山 稔樹関田 光男氏 池上 昌和 新ひだか 木下牧場 496－ 21：56．31� 6．4�

36 ペイシャハーメルン 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 462± 01：57．04 462．5�
611 デ ス テ ィ ノ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 浦河 ディアレスト
クラブ 540－ 41：57．31� 10．6�

11 � サイレントウィンド 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 米
St. Simon
Place LLC &
Scott Stephens

506＋ 8 〃 クビ 16．1�
612 ア ッ テ ィ ラ 牡3栗 56

54 △横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 446± 01：57．4� 142．7	
35 インテンスシチー 牡3栗 56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新冠 村田牧場 490－ 21：57．5クビ 84．0

816 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± 01：57．71� 24．3�
815� コレクテイニア 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration 476－ 21：57．91� 4．1�
510 ジ ラ ソ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492± 01：58．32� 75．8
47 タイセイドクター 牡3鹿 56 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 米田牧場 494－ 61：58．4クビ 40．6�
713 シュンコッチャン 牡3栗 56 吉田 豊矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 438－ 41：58．93 186．9�
714 ハットグットゲット 牡3青鹿56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B536＋ 41：59．01 44．6�
12 テイエムジンハク 牡3芦 56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 524－ 41：59．1� 305．6�
48 ベ ン ハ ー 牡3青鹿56 菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 508－ 21：59．2クビ 216．5�
59 サラサビーザベスト 牡3黒鹿56 坂井 瑠星横井 良明氏 村田 一誠 新冠 村上 進治 B464－102：02．2大差 21．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，123，900円 複勝： 89，217，600円 枠連： 15，893，200円
馬連： 76，289，100円 馬単： 36，679，100円 ワイド： 75，287，500円
3連複： 121，269，300円 3連単： 146，579，000円 計： 611，338，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 6，790円 枠 連（2－2） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 280円 �� 18，720円 �� 40，790円

3 連 複 ��� 74，000円 3 連 単 ��� 164，250円

票 数

単勝票数 計 501239 的中 � 207392（1番人気）
複勝票数 計 892176 的中 � 446814（1番人気）� 87664（3番人気）� 1414（16番人気）
枠連票数 計 158932 的中 （2－2） 21633（2番人気）
馬連票数 計 762891 的中 �� 95830（2番人気）
馬単票数 計 366791 的中 �� 36162（2番人気）
ワイド票数 計 752875 的中 �� 81701（2番人気）�� 928（66番人気）�� 425（89番人気）
3連複票数 計1212693 的中 ��� 1229（111番人気）
3連単票数 計1465790 的中 ��� 647（338番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．5―50．7―1：03．5―1：16．3―1：29．9―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒ ュ ー ゴ �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2023．1．9 中山2着

2020．3．7生 牡3黒鹿 母 リ ン ト ス 母母 コニャックレディ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 デスティノ号は，枠入り不良。

コレクテイニア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アッティラ号の調教師相沢郁は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ペイシャハーメルン号の騎手江田照男は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒
告。（被害馬：1番）
サイレントウィンド号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔調教再審査〕 コレクテイニア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サラサビーザベスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22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。

00088 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8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）

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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

510 カ ン ザ シ 牝4芦 56 横山 武史嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 496＋ 81：11．1 8．4�
23 インコントラーレ 牡4黒鹿58 三浦 皇成髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 524＋18 〃 クビ 2．8�
24 スマイルアップ 牝4芦 56 内田 博幸馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 452± 01：11．31 34．2�
612� ヴァンデリオン 牡6栗 58 M．デムーロ �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 498＋ 21：11．62 8．3�
48 トーアスカーレット 牝4栗 56 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 480± 01：11．7クビ 7．9�
713 カ リ カ 牝4芦 56 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 490± 01：11．8� 45．7	
815 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± 01：12．11� 60．9�
611 パイツィーレン 牝4鹿 56 津村 明秀ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 458＋ 6 〃 クビ 8．1�
11 カツノサンキュウ 牡5鹿 58 江田 照男聖心台牧場
 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 498＋ 2 〃 ハナ 108．6
59 	 エコロブラスト 牡5鹿 58 石橋 脩原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 504－ 61：12．2クビ 104．8�
35 チアフルローズ 牝7青鹿56 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 482－ 21：12．3� 221．9�
36 	 ワイルドアイズ 牝4鹿 56

54 △横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 槇本牧場 470－191：12．72� 122．5�

714 トーセンニック 牡5栗 58 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 478＋ 4 〃 クビ 4．2�

12 ミツカネムーン 牝4黒鹿56 木幡 巧也小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 448＋181：13．76 129．0�
816	 マイネルバッカーノ 牡7黒鹿58 岩部 純二Mr．ホース 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 81：15．8大差 494．3�
47 ブエナベントゥーラ 牡5栗 58 C．ルメール 
サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 536＋ 21：15．9� 14．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，873，800円 複勝： 82，052，100円 枠連： 18，676，500円
馬連： 90，195，300円 馬単： 36，083，200円 ワイド： 96，176，100円
3連複： 154，825，300円 3連単： 147，481，200円 計： 680，363，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 310円 � 180円 � 660円 枠 連（2－5） 1，380円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，090円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 11，190円 3 連 単 ��� 58，870円

票 数

単勝票数 計 548738 的中 � 51991（6番人気）
複勝票数 計 820521 的中 � 65654（6番人気）� 149775（2番人気）� 26362（9番人気）
枠連票数 計 186765 的中 （2－5） 10485（7番人気）
馬連票数 計 901953 的中 �� 46216（6番人気）
馬単票数 計 360832 的中 �� 7568（13番人気）
ワイド票数 計 961761 的中 �� 41142（7番人気）�� 7697（31番人気）�� 14754（20番人気）
3連複票数 計1548253 的中 ��� 10368（39番人気）
3連単票数 計1474812 的中 ��� 1816（212番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．8―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．6
3 3（10，15）（4，12，14）－（11，7）1，6，9，2（8，13）5，16 4 3，10（4，15）12（11，14）1－（6，7，9）（2，8，13）－5＝16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ン ザ シ �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．3．12 中山2着

2019．5．13生 牝4芦 母 エニシノイト 母母 ユウワンチョイス 5戦2勝 賞金 17，170，000円
〔その他〕 インコントラーレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ブエナベントゥーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用
を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルバッカーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22日まで平地
競走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 インコントラーレ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月22日まで出走できない。
ブエナベントゥーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月22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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デュアルキャリアー号



00089 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8日 第5競走 2，200�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
2：10．1
2：09．0

良
良

712 ペ リ プ ル ス 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 438± 02：16．2 53．3�
814 ヤングローゼス �3青鹿56 T．バシュロ藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－ 22：16．3� 2．0�

（仏）

11 ロジシルバー 牝3芦 54 内田 博幸久米田正明氏 宮田 敬介 青森 風ノ丘ファーム 496± 02：16．51� 6．9�
58 グリーングラシア 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 492＋ 22：16．71� 10．9�
22 キラメクホシ 牡3芦 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 458± 02：16．8� 16．8�
611 ビ ギ ド リ 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二 TSレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 466－ 22：16．9クビ 179．9	
713 ロコルルハーツ 牡3黒鹿56 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 476＋ 82：17．11� 121．5

46 ボールドステート 牡3青鹿 56

55 ☆永野 猛蔵増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 472－ 2 〃 ハナ 4．4�
59 ピーターサイト 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 村田 一誠 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋18 〃 クビ 57．0
35 フクシマブルース 牝3芦 54 嶋田 純次西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 82：17．31� 444．4�
610 ル ー フ ォ ン 牝3鹿 54 横山 和生�NICKS 蛯名 正義 千歳 社台ファーム 448 ―2：17．72� 41．3�
34 コトブキヘスペラス 牡3黒鹿56 江田 照男尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 462＋ 62：18．33� 216．1�
47 キャラメルシフォン 牝3栗 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 476－ 42：19．25 13．6�
815 シュマンドロワ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか タガミファーム 462－ 42：19．52 10．8�
23 ウインペルセ 牡3栗 56 津村 明秀�ウイン 金成 貴史 浦河 福田牧場 B464＋ 22：24．8大差 193．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，440，100円 複勝： 61，593，300円 枠連： 17，533，100円
馬連： 75，773，300円 馬単： 32，286，800円 ワイド： 73，511，900円
3連複： 117，314，200円 3連単： 124，392，200円 計： 552，844，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，330円 複 勝 � 510円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 2，470円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 18，620円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，790円 �� 420円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 117，420円

票 数

単勝票数 計 504401 的中 � 7557（9番人気）
複勝票数 計 615933 的中 � 21284（8番人気）� 157972（1番人気）� 93129（3番人気）
枠連票数 計 175331 的中 （7－8） 5495（10番人気）
馬連票数 計 757733 的中 �� 11599（17番人気）
馬単票数 計 322868 的中 �� 1300（49番人気）
ワイド票数 計 735119 的中 �� 13668（17番人気）�� 6324（26番人気）�� 49750（2番人気）
3連複票数 計1173142 的中 ��� 9947（29番人気）
3連単票数 計1243922 的中 ��� 768（300番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．5―12．7―13．0―12．9―12．6―12．1―12．4―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―35．8―48．5―1：01．5―1：14．4―1：27．0―1：39．1―1：51．5―2：03．8

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

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

勝馬の
紹 介

ペ リ プ ル ス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 コンデュイット デビュー 2022．11．27 東京13着

2020．4．13生 牡3芦 母 マイネリベルタス 母母 エアリバティー 4戦1勝 賞金 6，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインペルセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22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。

00090 1月22日 曇 良 （5中山1） 第8日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

713 ピクシレーション 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468 ―2：05．7 3．7�
714 ダールフルート 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 524 ―2：06．01� 3．3�
815 クラウンモチーフ 牝3鹿 54 菅原 明良 �シルクレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 412 ―2：06．53 15．9�
817 オ ブ リ ク ア 牝3青鹿54 柴田 大知�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―2：06．71� 71．8�
24 マオノアラシ 牡3栗 56 戸崎 圭太湯浅 健司氏 加藤士津八 浦河 ダイヤモンドファーム 496 ― 〃 クビ 6．3	
59 パ ヴ ァ ー ヌ 牝3黒鹿54 嶋田 純次栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 444 ― 〃 クビ 109．5

612 フォスティーヌ 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 436 ―2：06．8� 10．5�
11 ヒーリングアート 牝3黒鹿54 坂井 瑠星村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500 ― 〃 ハナ 13．4�
510 レッドルキフェル 牡3鹿 56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 田中 博康 新ひだか 山際牧場 444 ―2：06．9� 28．3
23 ブルーエンジェルス 牝3鹿 54 杉原 誠人�ターフ・スポート加藤士津八 新ひだか タガミファーム 486 ― 〃 クビ 15．9�
36 シンガーズバラッド 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵 �コスモヴューファーム 村田 一誠 新冠 コスモヴューファーム 456 ― 〃 クビ 41．6�
12 ゼファーブラウン 牡3栗 56 岩田 康誠吉井 盛治氏 中川 公成 浦河 �川 啓一 502 ―2：07．0� 20．6�
35 リネンデイジー 牝3栗 54 菊沢 一樹戸山 昌彦氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 458 ―2：07．1クビ 52．5�
611 ウ テ ナ 牝3鹿 54 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404 ― 〃 クビ 46．2�
816 レ ブ ロ ン 牡3鹿 56

54 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 加野牧場 478 ―2：07．2� 38．1�
47 テ ィ エ ラ 牝3鹿 54 横山 和生清宮 義男氏 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 434 ―2：07．62� 44．5�
48 ヤマニンアルマーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 436 ―2：08．77 134．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 47，272，900円 複勝： 53，309，700円 枠連： 20，788，700円
馬連： 65，821，000円 馬単： 27，104，600円 ワイド： 62，227，100円
3連複： 102，519，400円 3連単： 102，908，100円 計： 481，951，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 350円 枠 連（7－7） 730円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，080円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 472729 的中 � 101537（2番人気）
複勝票数 計 533097 的中 � 98241（1番人気）� 92612（2番人気）� 30386（7番人気）
枠連票数 計 207887 的中 （7－7） 21973（2番人気）
馬連票数 計 658210 的中 �� 77205（1番人気）
馬単票数 計 271046 的中 �� 15535（2番人気）
ワイド票数 計 622271 的中 �� 55336（1番人気）�� 13693（10番人気）�� 17494（7番人気）
3連複票数 計1025194 的中 ��� 23971（4番人気）
3連単票数 計1029081 的中 ��� 4969（23番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．8―13．1―13．6―13．0―12．3―12．2―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―38．2―51．3―1：04．9―1：17．9―1：30．2―1：42．4―1：53．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．5
1
3

16－9－14，17（3，4，15）（1，11，13）12（2，7）（5，10）－（6，8）
16，9，14（3，15）（17，13）（1，4，12）－（2，11）7，5，10，6，8

2
4

16－9－14，17（3，15）（4，13）1（11，12）2－（5，7）10－（6，8）・（16，9）（14，15）3（17，13）（4，12）1（5，2）（6，11，7，10）－8
勝馬の
紹 介

ピクシレーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Burning Roma 初出走

2020．4．11生 牝3鹿 母 シアードラマ 母母 Riveting Drama 1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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アサカラキング号・ウイングランブルー号・カシマテッコン号・サクセスベージュ号・デイライト号・

トーセンアデル号・ヒーユリユー号・フェルミディラック号・ヤマニントナーダ号



00091 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

710 クインズミモザ 牝5鹿 56 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 512－ 21：55．0 2．5�
33 アイソウザスター 牝5鹿 56

54 △横山 琉人吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 2 〃 クビ 10．6�
68 フ ミ チ ャ ン 牝5芦 56 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B488＋ 21：55．1� 4．3�
813 クーシフォン 牝4鹿 55 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 464＋ 21：55．41� 14．6�
56 ジューンポンポン 牝4栗 55 横山 和生吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 480＋ 61：55．5� 4．3�
812 ジェイエルフラッグ 牝7青鹿 56

54 △小林 脩斗橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋ 21：56．02� 345．0	
711 ビーマイセルフ 牝5青鹿56 嶋田 純次
ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 476－ 21：56．11 23．5�
45 ハローサブリナ 牝4鹿 55 菅原 明良小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 530＋ 21：56．2クビ 27．5�
11 イエローウィン 牝4黒鹿55 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B472－ 21：56．3� 10．3
22 チャーチャンテン 牝5黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 426－ 21：57．15 296．7�
69 � サイモンポーリア 牝5鹿 56 M．デムーロ澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 41：57．41� 45．3�
57 ニシノミズカゼ 牝5栗 56

55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 中田 英樹 490－ 41：58．57 49．9�
44 ソリッドグロウ 牝4栗 55 坂井 瑠星 
サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454＋122：01．0大差 56．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，803，400円 複勝： 57，724，600円 枠連： 14，424，200円
馬連： 82，818，900円 馬単： 32，623，700円 ワイド： 71，497，400円
3連複： 127，762，700円 3連単： 137，986，600円 計： 570，641，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 240円 � 150円 枠 連（3－7） 1，530円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 510円 �� 240円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 458034 的中 � 142502（1番人気）
複勝票数 計 577246 的中 � 116749（1番人気）� 49279（5番人気）� 111330（2番人気）
枠連票数 計 144242 的中 （3－7） 7270（6番人気）
馬連票数 計 828189 的中 �� 45128（4番人気）
馬単票数 計 326237 的中 �� 11725（7番人気）
ワイド票数 計 714974 的中 �� 33220（6番人気）�� 87795（1番人気）�� 33661（5番人気）
3連複票数 計1277627 的中 ��� 61079（3番人気）
3連単票数 計1379866 的中 ��� 14461（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．1―13．7―13．4―12．3―12．6―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．4―51．1―1：04．5―1：16．8―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズミモザ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2021．1．16 中山8着

2018．5．12生 牝5鹿 母 ベ タ ー ナ ウ 母母 Scenic Point 10戦2勝 賞金 20，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソリッドグロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月22日まで平地競走

に出走できない。

00092 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

47 ウラカワノキセキ 牝4鹿 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 460＋ 41：10．9 12．1�
713� ドリームビリーバー 牡4鹿 58 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 468＋ 21：11．11� 2．5�
815 サザンエルフ 牝4栗 56 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 日高 日西牧場 464－ 21：11．2� 6．2�
24 ロードミッドナイト 牡5黒鹿58 T．バシュロ �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 536＋ 21：11．3クビ 13．4�

（仏）

714� ロ レ ン ツ ォ 牡5黒鹿58 石川裕紀人丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 478＋ 2 〃 クビ 18．9�
12 バーンパッション 牡6黒鹿58 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 494± 01：11．72� 113．5	
48 ブルースコード 牡5黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 
ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B492＋ 21：11．8� 23．3�

36 ク ロ ッ チ �6黒鹿58 木幡 巧也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 460＋ 41：11．9クビ 184．2�
11 レイテントロアー 牡6鹿 58 杉原 誠人矢野 秀春氏 嘉藤 貴行 日高 シンボリ牧場 B488－ 6 〃 クビ 26．2
59 パイプライン �6鹿 58 M．デムーロ青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 492＋ 21：12．11	 3．9�
35 � フィアレスハート �6黒鹿 58

56 △小林 脩斗 
社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 498＋ 61：12．2� 250．4�
510 ゴールドクロス 牡8鹿 58 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 500± 01：12．52 53．0�
611 クロノフルール 牝5芦 56 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 506＋ 41：12．71 72．2�
816 ストリートピアノ 牝6芦 56 丸田 恭介高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 470＋ 21：12．8
 260．0�
612 トウカイファクター 牡4青鹿58 田中 勝春内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B462－101：12．9� 16．3�
23 トラストパッキャオ 牝4栗 56 大野 拓弥菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 464± 01：14．28 22．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，807，400円 複勝： 88，242，500円 枠連： 22，400，400円
馬連： 129，391，100円 馬単： 44，969，600円 ワイド： 119，338，300円
3連複： 200，367，900円 3連単： 211，694，600円 計： 880，211，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 350円 � 150円 � 220円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，240円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 40，010円

票 数

単勝票数 計 638074 的中 � 42157（4番人気）
複勝票数 計 882425 的中 � 52492（5番人気）� 201176（2番人気）� 96048（3番人気）
枠連票数 計 224004 的中 （4－7） 17934（4番人気）
馬連票数 計1293911 的中 �� 43007（8番人気）
馬単票数 計 449696 的中 �� 6122（18番人気）
ワイド票数 計1193383 的中 �� 30519（10番人気）�� 12920（25番人気）�� 66905（2番人気）
3連複票数 計2003679 的中 ��� 26896（13番人気）
3連単票数 計2116946 的中 ��� 3836（116番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．5―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウラカワノキセキ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．4．12生 牝4鹿 母 クイーンキセキ 母母 ダンスミュージカル 8戦3勝 賞金 25，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 パイプライン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクサープト号
※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。



00093 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

22 パクスオトマニカ 牡3鹿 56 横山 武史窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．1 5．6�
44 ショウナンアレクサ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484＋101：48．41� 7．4�
55 ネイビースター 牡3青鹿56 T．バシュロ保坂 和孝氏 林 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 542＋181：48．82� 4．9�

（仏）

78 マイネルカーライル 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 488－ 21：49．01� 63．0�

89 レッドロスタム 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 41：49．1クビ 4．7�
77 スズハローム 牡3鹿 56 戸崎 圭太森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460＋ 41：49．42 2．2	
33 トーセントラム 牡3鹿 56 田中 勝春島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 4 〃 ハナ 25．8�
66 オリオンネビュラ 牡3栗 56 菅原 明良�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 464＋121：50．14 53．1�
810	 コンチトーホク 牡3鹿 56 北村 宏司九十九章之氏 勢司 和浩 青森 有限会社

フォレブルー 478＋261：50．31
 188．3
11 トーセンウォルト 牡3鹿 56 横山 和生島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 4 〃 アタマ 175．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 88，724，900円 複勝： 77，981，500円 枠連： 14，666，900円
馬連： 110，241，700円 馬単： 52，773，700円 ワイド： 82，193，900円
3連複： 148，447，600円 3連単： 252，779，000円 計： 827，809，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 200円 � 190円 枠 連（2－4） 1，860円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 510円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 15，190円

票 数

単勝票数 計 887249 的中 � 125854（4番人気）
複勝票数 計 779815 的中 � 123319（3番人気）� 98431（5番人気）� 106095（4番人気）
枠連票数 計 146669 的中 （2－4） 6105（10番人気）
馬連票数 計1102417 的中 �� 48722（10番人気）
馬単票数 計 527737 的中 �� 11447（17番人気）
ワイド票数 計 821939 的中 �� 39979（10番人気）�� 54776（6番人気）�� 43762（7番人気）
3連複票数 計1484476 的中 ��� 48848（9番人気）
3連単票数 計2527790 的中 ��� 12064（63番人気）

ハロンタイム 12．4―12．4―11．6―12．5―11．9―11．8―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．8―36．4―48．9―1：00．8―1：12．6―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パクスオトマニカ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．9．19 中山2着

2020．2．12生 牡3鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 4戦2勝 賞金 18，931，000円
〔制裁〕 ショウナンアレクサ号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9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。

00094 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

え ど が わ

江戸川ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

611� ジャスパーゴールド 牡5栗 58 横山 和生加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers B470＋ 61：10．9 20．7�

35 ホワイトガーベラ 牡4芦 58 石橋 脩楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 502± 01：11．32 6．1�
48 ヴァリアント 牡7青鹿58 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 484－ 6 〃 クビ 5．2�
23 エリモグリッター 	6鹿 58 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 486＋ 61：11．4クビ 26．0�
510 グ ル ア ー ブ 牝6鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド B444＋ 4 〃 アタマ 67．7�
713 ニューフロンティア 牡5鹿 58 横山 武史平井 裕氏 田中 克典 日高 白井牧場 496＋ 4 〃 クビ 4．1	
11 サイファーシチー 牡5栗 58 永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 21：11．61
 11．6

24 シゲルヒラトリ 牡5栗 58 柴田 善臣森中 啓子氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 492＋ 21：11．7クビ 59．0�
612 キタノブレイド 牡4黒鹿58 菅原 明良北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 466＋ 6 〃 ハナ 8．1�
59 テンテキセンセキ 牡6黒鹿58 石川裕紀人岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 476＋241：11．8� 130．4
12 レッドランサー 牡8黒鹿58 武藤 雅 �東京ホースレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 B474± 01：11．9� 260．9�
815 マーチリリー 牝5青鹿56 T．バシュロ手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B492－ 41：12．0� 8．4�

（仏）

47 スーパーアキラ 牡8栗 58 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B526＋ 21：12．53 66．2�
714 トライハード 牝6黒鹿56 北村 宏司長谷川光司氏 小林 真也 新冠 川上 悦夫 490＋ 21：12．6� 105．1�
36 ライフレッスンズ 牡6鹿 58 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 512＋161：12．81
 8．8�
816 ミエノワールド 牡6黒鹿58 C．ルメール 里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：14．07 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，084，400円 複勝： 98，142，200円 枠連： 37，908，200円
馬連： 171，534，500円 馬単： 56，413，500円 ワイド： 132，218，800円
3連複： 261，173，900円 3連単： 260，177，700円 計： 1，085，653，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 510円 � 230円 � 200円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 6，700円 馬 単 �� 15，360円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，860円 �� 710円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 107，350円

票 数

単勝票数 計 680844 的中 � 26212（9番人気）
複勝票数 計 981422 的中 � 41416（8番人気）� 118363（3番人気）� 140587（2番人気）
枠連票数 計 379082 的中 （3－6） 24362（6番人気）
馬連票数 計1715345 的中 �� 19827（29番人気）
馬単票数 計 564135 的中 �� 2753（66番人気）
ワイド票数 計1322188 的中 �� 15629（28番人気）�� 17895（24番人気）�� 49898（5番人気）
3連複票数 計2611739 的中 ��� 16475（44番人気）
3連単票数 計2601777 的中 ��� 1757（376番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．9―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 ・（1，5，11）15（2，10，16）（3，6，13）（8，12）4（9，14）－7 4 ・（1，5）11，10，15（2，13）（3，6，8，16）12（4，9）（7，14）

勝馬の
紹 介

�ジャスパーゴールド �
�
父 Khozan �

�
母父 Put It Back デビュー 2020．11．8 福島2着

2018．4．20生 牡5栗 母 Gracious Lady 母母 Rare Elegance 23戦4勝 賞金 64，850，000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） 1頭 タイキスウォード号
（非抽選馬） 1頭 ワイドソロモン号
※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。

２レース目



00095 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第11競走 ��
��2，200�第64回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．1．22以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，R4．1．21以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 980，000円 280，000円 140，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

34 ノースブリッジ 牡5鹿 57 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 496＋ 42：13．5 8．6�
69 エ ヒ ト 牡6鹿 57 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 470＋ 82：13．6� 13．6�
46 ユーバーレーベン 牝5青鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 22：13．7� 8．0�
814 ラ ー ゴ ム 牡5栗 57 T．バシュロ林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 526－ 22：13．9� 35．0�

（仏）

610 ガイアフォース 牡4芦 57 C．ルメール KRジャパン 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 496＋ 22：14．0� 1．8�
57 スタッドリー 牡5鹿 57 坂井 瑠星 	シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 2 〃 ハナ 16．6

813 アリストテレス 牡6鹿 57 横山 和生近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 02：14．42	 59．7�
45 バ ビ ッ ト 牡6栗 57 横山 典弘宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 476＋142：14．5	 14．1�
11 レインカルナティオ 牡6鹿 57 石川裕紀人 	サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500－ 62：14．71 53．9
33 ブラックマジック 牡6青鹿57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：14．8� 66．2�
711 エピファニー 牡4青鹿56 戸崎 圭太 	シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 514± 02：15．43	 5．8�
712 レッドガラン 牡8鹿 57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 520± 02：15．82	 85．9�
22 シャムロックヒル 牝6芦 55 藤懸 貴志 	社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 516＋ 42：16．22	 175．0�
58 オウケンムーン 牡8鹿 57 北村 宏司福井 明氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 ハナ 317．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 410，770，300円 複勝： 429，172，600円 枠連： 146，469，500円 馬連： 909，794，000円 馬単： 384，663，000円
ワイド： 727，519，000円 3連複： 1，832，216，100円 3連単： 2，629，742，500円 5重勝： 720，355，000円 計： 8，190，702，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 300円 � 380円 � 270円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，080円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 71，370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����� 4，848，540円

票 数

単勝票数 計4107703 的中 � 379960（4番人気）
複勝票数 計4291726 的中 � 380199（4番人気）� 283040（7番人気）� 431109（3番人気）
枠連票数 計1464695 的中 （3－6） 177059（3番人気）
馬連票数 計9097940 的中 �� 178467（10番人気）
馬単票数 計3846630 的中 �� 34772（24番人気）
ワイド票数 計7275190 的中 �� 143407（12番人気）�� 174998（8番人気）�� 152377（10番人気）
3連複票数 計18322161 的中 ��� 128236（39番人気）
3連単票数 計26297425 的中 ��� 26712（203番人気）
5重勝票数 計7203550 的中 ����� 104

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．5―12．5―12．0―12．6―12．4―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．6―36．3―48．8―1：01．3―1：13．3―1：25．9―1：38．3―1：50．2―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースブリッジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．9．27 中京1着

2018．1．24生 牡5鹿 母 アメージングムーン 母母 ビッグテンビー 12戦6勝 賞金 173，916，000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。

00096 1月22日 晴 良 （5中山1） 第8日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

11 スリートップキズナ 牡5黒鹿 58
57 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：34．9 4．6�

33 コミカライズ 牝6青鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 アタマ 5．6�
44 ディオスバリエンテ �5鹿 58 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：35．1	 2．4�
22 ニシノレバンテ 牡4鹿 57 杉原 誠人西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 494＋ 41：35．31
 23．9�
66 エンギダルマ 牡4鹿 57 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 512－ 41：35．61	 8．2	
77 レーヴドゥラプレリ 牝5鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476＋121：35．92 4．3

55 ニシノオイカゼ 牡5黒鹿58 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 478＋ 21：36．21
 74．2�
88 アップストリーム 牝5黒鹿56 武藤 雅下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476＋ 21：36．73 47．3�
89 トップキャスト 牝4栗 55 石橋 脩�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 434－ 41：39．9大差 46．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 158，283，300円 複勝： 127，911，900円 枠連： 30，725，800円
馬連： 223，707，800円 馬単： 115，001，700円 ワイド： 182，840，600円
3連複： 326，042，800円 3連単： 688，558，700円 計： 1，853，072，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 130円 � 140円 � 110円 枠 連（1－3） 1，400円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計1582833 的中 � 274403（3番人気）
複勝票数 計1279119 的中 � 229796（2番人気）� 189649（4番人気）� 373251（1番人気）
枠連票数 計 307258 的中 （1－3） 16895（6番人気）
馬連票数 計2237078 的中 �� 129497（6番人気）
馬単票数 計1150017 的中 �� 34260（11番人気）
ワイド票数 計1828406 的中 �� 121139（5番人気）�� 270671（1番人気）�� 167860（3番人気）
3連複票数 計3260428 的中 ��� 351339（2番人気）
3連単票数 計6885587 的中 ��� 80499（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．4―47．2―59．1―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリートップキズナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．18 京都1着

2018．3．16生 牡5黒鹿 母 トップオブザヘヴン 母母 アイアンドユー 22戦3勝 賞金 52，550，000円
〔制裁〕 スリートップキズナ号の騎手永野猛蔵は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて令和5年2月

4日から令和5年2月5日まで騎乗停止。（被害馬：9番・6番・4番・7番・3番）
〔その他〕 トップキャスト号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

５レース目



（5中山1）第8日 1月22日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

301，560，000円
37，380，000円
2，220，000円
39，210，000円
4，000，000円
80，320，000円
4，968，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，124，399，400円
1，292，261，500円
372，509，600円
2，086，294，600円
880，571，000円
1，766，579，900円
3，630，621，200円
4，945，709，400円
720，355，000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
5 重 勝
計 16，819，301，600円

総入場人員 16，790名 （有料入場人員 16，050名）



令和5年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，405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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，013，990，000円
33，670，000円
298，230，000円
12，590，000円
258，780，000円
4，000，000円
648，480，000円
40，982，000円
13，488，000円

勝馬投票券売得金
7，416，650，700円
9，760，239，800円
2，867，638，100円
13，977，338，900円
5，755，977，700円
12，744，199，800円
24，318，238，900円
29，405，324，200円
1，411，044，500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 107，656，652，600円

総入場延人員 98，467名 （有料入場延人員 94，197名）
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