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03001 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 メイデンタワー 牝3栗 54 横山 武史 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 444－ 41：26．1 1．6�
510 レ デ ィ ア ス 牝3栗 54 津村 明秀中山 栄一氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 424－ 41：26．84 6．0�
59 アンジュール 牝3鹿 54 嶋田 純次伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 418± 01：27．12 92．7�
815 マテリアルガール 牝3栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 西田雄一郎 浦河 �川 啓一 490＋141：27．3� 13．6�
23 オールマキシマム 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 450＋ 21：27．93� 5．8	
48 スピリチュアル 牝3鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 444－ 61：28．0� 25．7

611 マ ラ マ プ ア 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：28．11 15．2�
24 フジジュンフェイス 牝3鹿 54 杉原 誠人 STレーシング 伊藤 大士 新冠 高瀬牧場 442－ 41：28．52� 108．1�
47 テイエムガーネット 牝3栗 54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 対馬 正 468＋ 41：28．6� 22．6
36 カノンチャン 牝3栗 54

52 △横山 琉人�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 446－ 41：29．02� 134．4�
612 クレッシェンド 牝3青鹿 54

52 △原 優介下河邉 博氏 小手川 準 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 444－ 81：29．85 44．1�

35 ラ テ ラ リ ス 牝3栗 54 菅原 明良石井 輝昭氏 高橋 裕 日高 豊洋牧場 448－101：29．9� 180．3�
816 マ キ バ シ ラ 牝3青鹿54 大野 拓弥植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 446－ 21：30．11� 38．5�
713 マルティネーテ 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 474＋161：30．31 229．1�
12 スウィフトアロー 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二青芝商事� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480± 01：31．25 175．1�
11 ニューカラー 牝3栗 54 丸田 恭介グリーンスウォード嘉藤 貴行 新ひだか 沖田 哲夫 418 ―1：31．62� 300．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，371，200円 複勝： 90，752，500円 枠連： 14，634，500円
馬連： 65，178，700円 馬単： 33，625，800円 ワイド： 75，325，500円
3連複： 118，656，100円 3連単： 134，495，300円 計： 580，039，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 890円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，820円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 18，190円

票 数

単勝票数 計 473712 的中 � 225889（1番人気）
複勝票数 計 907525 的中 � 446617（1番人気）� 98115（3番人気）� 11504（10番人気）
枠連票数 計 146345 的中 （5－7） 26205（2番人気）
馬連票数 計 651787 的中 �� 96482（2番人気）
馬単票数 計 336258 的中 �� 35452（2番人気）
ワイド票数 計 753255 的中 �� 85814（2番人気）�� 9655（19番人気）�� 4168（35番人気）
3連複票数 計1186561 的中 ��� 11880（25番人気）
3連単票数 計1344953 的中 ��� 5359（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．0―48．8―1：01．1―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．3
3 14（11，15）9，10（5，12）7（4，16）（3，6，13）（8，1）－2 4 ・（14，11）（9，15）10（5，7，12）（4，16）3，13（6，8）－（2，1）

勝馬の
紹 介

メイデンタワー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2022．9．25 中山2着

2020．4．13生 牝3栗 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 3戦1勝 賞金 10，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルティネーテ号・スウィフトアロー号・ニューカラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和5年2月28日まで平地競走に出走できない。

03002 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳新馬
発走10時35分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ハッピーロンドン 牡3栗 56 菊沢 一樹窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 470 ―1：27．6 2．6�
816 リバートゥルー 牝3芦 54 吉田 豊佐々木幸弘氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：27．7� 20．8�
11 ト ゥ ピ 牝3黒鹿54 杉原 誠人ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 日進牧場 480 ―1：28．44 32．5�
59 オーラビルス 牡3鹿 56 浜中 俊髙橋 徳昭氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 518 ―1：29．03� 7．4�

（オーラゼロ）

36 チークルージュ 牝3青鹿54 C．ルメール 中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 434 ―1：29．1� 5．0�
815 スマイルスライヴ 牡3栗 56 津村 明秀松野 真一氏 松山 将樹 新ひだか 野坂牧場 468 ―1：29．73� 42．6	
24 ホウオウアリシア 牝3栗 54 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 446 ― 〃 クビ 5．1

612 ヒロノサクセス 牡3黒鹿56 嶋田 純次石川 博氏 大和田 成 新ひだか 有限会社石川牧場 416 ―1：30．23 125．0�
23 グランドジャヌー 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 468 ―1：30．41� 140．9�
611 トップビート 牡3栗 56

54 △山田 敬士紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 450 ―1：30．61� 135．9
510 ノ ア ロ ー ズ 牝3栗 54

52 △原 優介佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 446 ―1：30．7� 24．7�
48 ジュレップスター 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 422 ―1：31．65 13．1�
47 フェスティヴビップ 牡3鹿 56 菅原 明良臼井義太郎氏 清水 英克 平取 二風谷ファーム 506 ―1：32．02� 39．4�
35 ミルクブッシュ 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 472 ―1：32．31� 100．2�
12 アキノカトレア 牝3鹿 54 武士沢友治穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 446 ―1：32．51 78．0�
714 タイガーシュガー 牡3黒鹿56 田中 勝春吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 558 ―1：32．82 18．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，178，900円 複勝： 45，727，500円 枠連： 11，696，100円
馬連： 50，000，200円 馬単： 22，844，300円 ワイド： 48，662，500円
3連複： 72，648，600円 3連単： 71，983，000円 計： 360，741，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 460円 � 640円 枠 連（7－8） 1，370円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，790円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 22，550円 3 連 単 ��� 85，690円

票 数

単勝票数 計 371789 的中 � 111963（1番人気）
複勝票数 計 457275 的中 � 125818（1番人気）� 20408（8番人気）� 14136（9番人気）
枠連票数 計 116961 的中 （7－8） 6592（6番人気）
馬連票数 計 500002 的中 �� 19943（5番人気）
馬単票数 計 228443 的中 �� 5468（11番人気）
ワイド票数 計 486625 的中 �� 16287（8番人気）�� 6944（20番人気）�� 2069（52番人気）
3連複票数 計 726486 的中 ��� 2416（64番人気）
3連単票数 計 719830 的中 ��� 609（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．8―50．2―1：03．0―1：15．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F37．4
3 ・（1，2）（4，3）（13，10，6）12，16－（15，8）＝（7，11，14）5－9 4 ・（1，2）3（4，13，6）（12，10）（15，16）－8，14（7，11）9－5

勝馬の
紹 介

ハッピーロンドン �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2020．2．16生 牡3栗 母 ハッピーベリンダ 母母 エイシンベリンダ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイガーシュガー号は，「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19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）19頭 アジアノカイゾク号・ウィルフォルティス号・エリカボニータ号・キイチゴ号・キーハニー号・グランレイハート号・

ジェムステート号・ジュンシリアス号・セイウンリフレ号・テイエムスバル号・デルマヨビモドシ号・
トウキチロウ号・ニシノニューリーフ号・ピエフォール号・ヒダカエクスプレス号・ミエノリュウセイ号・
ムーランブルー号・メイレベッカ号・リンクスソレイユ号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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
1：33．5
1：33．3

重
良

59 ロ ミ オ ボ ス 牡3栗 56 C．ルメール 加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466＋ 41：39．5 2．3�
714 ラッキーコイン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 478－ 21：39．81� 6．0�
47 ヒルズカーン 牡3黒鹿56 吉田 豊湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 B474－ 61：39．9� 29．5�
36 ゴ ン ド ワ ナ 牡3青鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 486－ 4 〃 クビ 21．5�
510 シャーンゴッセ 牡3黒鹿56 武 豊 �インゼルレーシング 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 494－ 21：40．32� 3．3�
35 セイルアウェイ 牡3鹿 56 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 434± 01：40．61� 307．1	
815 キタノクーヴェル 牡3黒鹿56 菅原 明良北所 直人氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 424－ 41：40．81� 292．4

713 カゼノハクシュウ 牡3芦 56

54 △横山 琉人深井 孟氏 上原 博之 日高 U・M・A 460＋ 81：41．01� 57．2�
48 セイウンデイスター 牡3鹿 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 前田ファーム 462＋ 41：41．31� 189．9�
816 エイチエヌバンピー 牡3鹿 56

54 △原 優介鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 446－ 21：41．5� 29．2
12 ペガーズブリエ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 500＋ 21：41．71 89．9�
612 ライルアケカイ 牡3鹿 56 江田 照男土井久美子氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 454＋ 41：41．8� 260．9�
11 フジマサメジャー 牡3栗 56 木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 488± 01：42．11� 19．6�
23 サブライムチューン 牡3鹿 56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 41：42．31� 8．7�
24 ミヤビラピート 牡3鹿 56 丸田 恭介村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 530－ 41：43．57 501．1�
611 ヴィナクローナ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B460－ 8 〃 クビ 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，992，100円 複勝： 57，167，800円 枠連： 14，388，600円
馬連： 69，139，300円 馬単： 30，812，400円 ワイド： 68，002，700円
3連複： 106，982，400円 3連単： 115，176，300円 計： 512，661，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 440円 枠 連（5－7） 400円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 740円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 11，550円

票 数

単勝票数 計 509921 的中 � 176561（1番人気）
複勝票数 計 571678 的中 � 185633（1番人気）� 77306（3番人気）� 20856（9番人気）
枠連票数 計 143886 的中 （5－7） 27566（1番人気）
馬連票数 計 691393 的中 �� 91242（2番人気）
馬単票数 計 308124 的中 �� 22098（3番人気）
ワイド票数 計 680027 的中 �� 66638（2番人気）�� 22291（6番人気）�� 13179（14番人気）
3連複票数 計1069824 的中 ��� 23103（9番人気）
3連単票数 計1151763 的中 ��� 7225（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．9―48．2―1：00．9―1：13．3―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．6
3 10（11，6）2，13（1，9）3（7，12）（4，15）（8，14）－5＝16 4 10（2，11，6）13（1，9）7－（15，12）（4，3）14，5，8－16

勝馬の
紹 介

ロ ミ オ ボ ス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2022．10．10 東京2着

2020．4．26生 牡3栗 母 ジュリエットベール 母母 マリアロワイヤル 3戦1勝 賞金 9，600，000円
〔制裁〕 エイチエヌバンピー号の騎手原優介は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 ハクシンジャベリン号
（非抽選馬） 1頭 スターサファイア号

03004 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走11時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

811 ラフエイジアン 牡3鹿 56 田辺 裕信尾﨑 恒男氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 21：38．1 3．4�
79 ジ ャ ス リ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太越村 洋子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 532＋ 81：38．63 4．0�
55 フ リ ッ パ ー 牡3鹿 56 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 500＋ 21：38．7� 8．1�
44 � パライバトルマリン 牝3鹿 54 横山 武史吉田 和美氏 林 徹 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

518＋20 〃 クビ 3．4�
812 ナチュラルハイ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 村上 欽哉 472＋ 21：38．91 143．4�
68 オメガタキシード 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446± 01：39．0� 6．5�
56 グランヒマラヤ 牡3鹿 56 石川裕紀人飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 506－ 21：39．53 36．2	
22 ジ ャ ク ソ ン 牡3鹿 56 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 494＋ 21：39．82 153．0

33 クリニクラウン 牝3栗 54

52 △原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 4 〃 アタマ 117．0�
11 ツインクルトーズ 牝3栗 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 522＋261：40．33 18．8�
67 トニトゥルス 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 478－ 41：41．47 66．2�
710 タルマエロマエ 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 81：41．93 43．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 57，768，500円 複勝： 77，062，800円 枠連： 10，712，300円
馬連： 76，139，800円 馬単： 33，080，600円 ワイド： 70，461，900円
3連複： 119，407，500円 3連単： 142，147，100円 計： 586，780，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 270円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 577685 的中 � 134739（2番人気）
複勝票数 計 770628 的中 � 164403（1番人気）� 163602（2番人気）� 96887（5番人気）
枠連票数 計 107123 的中 （7－8） 13981（1番人気）
馬連票数 計 761398 的中 �� 85674（2番人気）
馬単票数 計 330806 的中 �� 18941（3番人気）
ワイド票数 計 704619 的中 �� 72341（1番人気）�� 42814（6番人気）�� 40253（7番人気）
3連複票数 計1194075 的中 ��� 58007（5番人気）
3連単票数 計1421471 的中 ��� 15292（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．1―35．2―47．5―59．9―1：12．1―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフエイジアン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 Medicean デビュー 2022．9．17 中山2着

2020．4．6生 牡3鹿 母 ア ラ ピ ン タ 母母 Altruiste 4戦2勝 賞金 17，900，000円

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 6日第 2競走）
〔その他〕　　エスシールージュ号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕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。



03005 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・左）

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
1：44．1
1：43．8

良
良

611 アスコルティアーモ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：46．1 1．6�
23 クインズカムイ 牝3鹿 54 浜中 俊 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 476－ 61：46．63 36．6�
47 オーヴァルブルーム 牝3黒鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430－ 41：46．7� 10．2�
24 コントラポスト 牡3青鹿56 田辺 裕信ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458－ 21：46．8クビ 4．8�
48 ダ ッ ト 牝3黒鹿 54

52 △原 優介鈴木 康弘氏 小手川 準 日高 奥山牧場 432± 01：47．12 35．8	
713 ハイファイヴ 牡3鹿 56 菅原 明良吉田 安惠氏 堀内 岳志 安平 追分ファーム 506＋ 41：47．2� 54．6

816 ステラデルシエロ 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476－ 41：47．41� 21．1�
612 ラスブリサス 牡3栗 56 戸崎 圭太多田 賢司氏 中川 公成 浦河 林 孝輝 520＋ 21：47．5クビ 13．8�
35 フジリョウエイ 牡3鹿 56 菊沢 一樹荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 480－ 41：47．71� 72．3
36 ウイニングライブ 牡3鹿 56 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 新ひだか グランド牧場 446＋12 〃 ハナ 278．8�
714 リュクススティール 牡3鹿 56 横山 和生田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 498－ 21：47．91� 12．5�
12 ブルーハートリリー 牝3青鹿54 武 豊吉田 千津氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 454－ 41：48．0� 24．7�
815 マスターパペット �3芦 56 武藤 雅千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 414＋ 41：48．53 246．0�
59 フェスティヴチャン 牝3黒鹿54 柴田 善臣臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 466± 01：48．81� 426．5�
11 ト ッ プ ガ ン 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 440＋101：48．9� 276．8�
510 ロジプロパー 牡3栗 56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 静内フジカワ牧場 522＋ 4 （競走中止） 261．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，281，300円 複勝： 139，091，400円 枠連： 15，003，900円
馬連： 74，924，500円 馬単： 39，846，000円 ワイド： 82，363，500円
3連複： 115，102，200円 3連単： 154，849，900円 計： 683，462，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 500円 � 190円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 910円 �� 340円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 22，130円

票 数

単勝票数 計 622813 的中 � 300609（1番人気）
複勝票数 計1390914 的中 � 852723（1番人気）� 26320（9番人気）� 97098（3番人気）
枠連票数 計 150039 的中 （2－6） 31940（1番人気）
馬連票数 計 749245 的中 �� 20160（8番人気）
馬単票数 計 398460 的中 �� 8399（11番人気）
ワイド票数 計 823635 的中 �� 22269（8番人気）�� 70612（2番人気）�� 6204（29番人気）
3連複票数 計1151022 的中 ��� 14665（18番人気）
3連単票数 計1548499 的中 ��� 5072（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．5―47．6―59．7―1：11．7―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

アスコルティアーモ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．8．27 新潟3着

2020．3．9生 牝3鹿 母 アスコルティ 母母 リ ッ ス ン 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 コントラポスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ロジプロパー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ショウナンアビアス号・ニシノレヴナント号

03006 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

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
1：30．5
1：30．3

良
良

24 ラ ン プ シ ー 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462 ―1：36．6 15．8�
35 テ ン ペ ス ト 牝3黒鹿54 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 アタマ 1．6�
611 ムンドエルモソ 牝3鹿 54 三浦 皇成山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 422 ―1：36．81 5．6�
713 キタノブライド 牝3栗 54 木幡 初也北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 412 ― 〃 クビ 10．2�
714 ニシノリーデル 牝3黒鹿54 木幡 巧也西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 佐藤 鉄也 414 ―1：37．01� 58．0�
48 ビーチポジティヴ 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 新冠 武田 修一 456 ―1：37．31� 25．2	
510 サ ヴ ァ リ ア 牝3栗 54 津村 明秀 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 7．4

36 バレーオブファイア 牡3鹿 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 斉藤 政志 462 ―1：37．4� 122．0�
815 モンセラット 牝3栃栗 54

53 ☆永野 猛蔵大野 富生氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 472 ―1：37．61� 80．9�
59 ヒーユリユー 牡3鹿 56 勝浦 正樹永見 貴昭氏 田村 康仁 浦河 栄進牧場 460 ―1：37．71 130．7
23 スキップアビート 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 374 ―1：37．91� 177．0�
612 インセプション 牡3黒鹿56 菊沢 一樹辻 助氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 476 ―1：38．01 33．3�
11 クリノキスミント 牝3黒鹿54 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 422 ―1：38．1� 246．1�
816 ニシノメサイア 牝3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 佐藤 鉄也 456 ― 〃 アタマ 92．3�
47 タニセンレラ 牝3鹿 54 武士沢友治染谷 幸雄氏 鈴木慎太郎 浦河 杵臼牧場 450 ― 〃 ハナ 201．7�
12 ス ッ ピ ン 牝3黒鹿54 内田 博幸福島 徳佑氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 470 ― 〃 ハナ 27．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，269，200円 複勝： 75，928，000円 枠連： 13，742，800円
馬連： 62，488，500円 馬単： 37，131，600円 ワイド： 57，780，900円
3連複： 89，384，300円 3連単： 127，951，200円 計： 520，676，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 260円 � 110円 � 160円 枠 連（2－3） 1，020円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，060円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 17，350円

票 数

単勝票数 計 562692 的中 � 28340（5番人気）
複勝票数 計 759280 的中 � 34662（5番人気）� 409034（1番人気）� 75948（2番人気）
枠連票数 計 137428 的中 （2－3） 10412（4番人気）
馬連票数 計 624885 的中 �� 43880（4番人気）
馬単票数 計 371316 的中 �� 7123（12番人気）
ワイド票数 計 577809 的中 �� 35695（3番人気）�� 12054（12番人気）�� 70228（1番人気）
3連複票数 計 893843 的中 ��� 36463（3番人気）
3連単票数 計1279512 的中 ��� 5345（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．3―49．8―1：02．4―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン プ シ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kendargent 初出走

2020．2．8生 牡3黒鹿 母 ノッテビアンカ 母母 Biancarosa 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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アニトラ号・イレンカ号・ウインラピーヌ号・エムティレグルス号・クインズトリスター号・ココナッツブラウン号・

ゴールドノヴァ号・スウィートガール号・デフィレデモード号・トーセンジェミニ号・ピコデモンターニャ号・
マコトヴェリーキー号・マノレア号・メルシーステップ号・レイズオブスター号



03007 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ゲンパチプライド 牡4黒鹿57 戸崎 圭太平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 上村 清志 496± 01：25．7 2．6�
510� レイデルマール �5栗 58

56 △横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 相沢 郁 新冠 高瀬牧場 502＋201：26．01� 22．7�

713 クロースコンバット 牡4鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 ハナ 4．5�
815 フミバレンタイン 牝4青鹿 55

52 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：26．1クビ 36．0�
11 アーレンダール 牝4栗 55 横山 武史 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 5．0	
35 ム ー ヴ 牡4鹿 57 石川裕紀人前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 472＋ 21：26．42 7．9

24 � キャプテンローレル 牡4栗 57 三浦 皇成 �ローレルレーシング 田村 康仁 新冠 アラキフアーム 474－ 21：26．61	 14．6�
612 ニシノコニャック 牡4栗 57 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 464＋12 〃 ハナ 51．8�
611 ケイツーマルカ 牝5鹿 56 菅原 明良楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 518＋181：26．7
 36．2
36 � レッドレジェーラ �5黒鹿58 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B486＋121：26．8
 153．0�
714 フォーチュネイト �6鹿 58

56 △山田 敬士小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B444＋ 2 〃 ハナ 105．7�
47 リゼレインボー 牡4栗 57 石橋 脩飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 484－ 21：27．43
 75．5�
23 �� デュアルキャリアー 牡7鹿 58 武 豊ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt B554＋ 21：27．93 10．2�
48 マ ロ リ ン 牝7鹿 56 菊沢 一樹吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム B498＋ 81：28．21� 351．7�
59 マリノプリエール 牝4鹿 55

54 ☆永野 猛蔵�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 466＋10 〃 ハナ 169．9�
12 � クリノハニー 牝4栗 55 木幡 巧也栗本 博晴氏 的場 均 日高 宝寄山 拓樹 452＋201：29．58 495．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，583，100円 複勝： 72，807，600円 枠連： 17，784，400円
馬連： 87，277，600円 馬単： 33，812，200円 ワイド： 86，107，000円
3連複： 141，705，900円 3連単： 138，897，200円 計： 638，975，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 370円 � 180円 枠 連（5－8） 2，330円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 810円 �� 310円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 20，480円

票 数

単勝票数 計 605831 的中 � 184789（1番人気）
複勝票数 計 728076 的中 � 202501（1番人気）� 35475（7番人気）� 98146（2番人気）
枠連票数 計 177844 的中 （5－8） 5896（12番人気）
馬連票数 計 872776 的中 �� 25672（10番人気）
馬単票数 計 338122 的中 �� 6384（15番人気）
ワイド票数 計 861070 的中 �� 26076（9番人気）�� 81025（1番人気）�� 13420（17番人気）
3連複票数 計1417059 的中 ��� 25087（13番人気）
3連単票数 計1388972 的中 ��� 4915（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―48．0―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 3，4（10，15）（1，12）（5，16）（2，9）（13，14）（8，6）11－7 4 ・（3，4，10，15）－1（12，16）5（13，14）2（8，6，9）－11－7

勝馬の
紹 介

ゲンパチプライド �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2021．10．3 中山4着

2019．2．27生 牡4黒鹿 母 クラッシーシャーロット 母母 Classy Mirage 15戦2勝 賞金 27，370，000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。
（非抽選馬） 1頭 ニシノリース号

03008 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

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
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ホウオウバリスタ 牡4黒鹿57 C．ルメール 小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 B526＋ 62：11．2 6．7�
612 キングサーガ �6黒鹿58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B486＋102：11．73� 2．6�
12 � ジャスパーグレイト 牡4芦 57 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 476± 02：11．91	 4．0�
510 ヒミノフラッシュ 牡5黒鹿58 菅原 明良佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 558＋ 22：12．21
 10．3�
611 ウォーロード 牡5黒鹿58 田辺 裕信プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 486＋ 22：13．15 21．2�
713 パワーブローキング 牡4鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 22：13．2� 14．5	
47 アイスシェルフ 牡6黒鹿58 内田 博幸吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 544＋ 42：13．3アタマ 122．3

36 クールファイブ 牡5鹿 58 浜中 俊大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：13．51	 46．3�
48 シンヨモギネス 牡5鹿 58 横山 武史岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488＋ 82：13．82 8．3�
59 カ ラ ン セ 牝4鹿 55 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋142：14．12 87．8
714 ショウサンキズナ 牡4鹿 57 三浦 皇成鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 518－ 42：14．52� 16．8�
815 リ ヴ ェ ッ ト 牡5鹿 58 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486± 02：14．82 129．4�
23  ブーケドフルール 牝5青鹿 56

53 ▲西塚 洸二村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 428＋ 62：15．0
 390．8�
816 ルーパステソーロ 牡5芦 58 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 548± 02：15．1� 30．9�
35 エターナルボンド �6黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B518－ 62：15．84 162．8�
24  プ ロ ー ス 牡7栗 58 菊沢 一樹髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B506－162：16．75 532．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，210，500円 複勝： 76，863，100円 枠連： 23，496，100円
馬連： 104，109，100円 馬単： 40，184，000円 ワイド： 99，151，300円
3連複： 162，866，700円 3連単： 163，900，000円 計： 731，780，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 120円 � 150円 枠 連（1－6） 360円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 360円 �� 560円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，870円

票 数

単勝票数 計 612105 的中 � 72458（3番人気）
複勝票数 計 768631 的中 � 91070（3番人気）� 212548（1番人気）� 127026（2番人気）
枠連票数 計 234961 的中 （1－6） 50329（1番人気）
馬連票数 計1041091 的中 �� 92912（2番人気）
馬単票数 計 401840 的中 �� 14785（6番人気）
ワイド票数 計 991513 的中 �� 69601（3番人気）�� 40837（6番人気）�� 102590（1番人気）
3連複票数 計1628667 的中 ��� 80728（1番人気）
3連単票数 計1639000 的中 ��� 13396（17番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．0―12．0―13．0―13．2―12．9―12．8―12．1―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―30．6―42．6―55．6―1：08．8―1：21．7―1：34．5―1：46．6―1：58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウバリスタ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2022．1．8 中山5着

2019．4．25生 牡4黒鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 8戦3勝 賞金 28，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインチェレステ号・エクセレントラン号・コバルトブルー号・サバンナモンキー号・ブリッツェンシチー号・

フリーフロー号



03009 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第9競走 ��1，600�
はくれい

白嶺ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，R4．1．29以降R5．1．22まで1回以上出走馬；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

23 コンシリエーレ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 562± 01：36．8 1．5�
59 ド ン カ ポ ノ 牡5鹿 55 内田 博幸山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 532－ 61：37．22� 138．3�
610 ジョディーズマロン 牡5栗 55 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 468± 01：37．3� 23．3�
713 ケイアイロベージ �5芦 56 浜中 俊 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B492－ 41：37．4クビ 9．8�
46 ペイシャクェーサー 牝5鹿 52 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 476－ 2 〃 クビ 199．9�
47 ラズルダズル 牡6鹿 56 三浦 皇成 	サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B466－ 61：37．61 25．0

814 ダ ッ チ マ ン �6青鹿55 永野 猛蔵小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466± 01：37．81� 97．0�
815 グランツアーテム 牡5鹿 55 宮崎 北斗ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中川 公成 様似 髙村 伸一 512＋12 〃 アタマ 12．8�
22 ライラボンド 牡4黒鹿55 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 518＋ 21：38．11� 31．1
712 カシノブレンド �7芦 55 北村 宏司柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 470－ 21：38．2クビ 145．1�
611 クリーンスレイト 牡5栗 57 横山 武史ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 41：38．3� 4．9�
11 エターナリー 牡6栗 55 武藤 雅吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 474＋141：39．36 41．8�
35 ヤ マ メ 牝6黒鹿51 小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 472＋ 21：39．72� 111．4�
34 トーセンアラン 牡5鹿 55 菅原 明良島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 544± 01：39．8クビ 40．1�
58 モズピンポン 牡6栗 54 横山 和生 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 528＋101：40．01 105．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，463，200円 複勝： 221，981，600円 枠連： 25，051，000円
馬連： 115，869，000円 馬単： 60，324，500円 ワイド： 108，838，400円
3連複： 191，398，200円 3連単： 286，019，300円 計： 1，077，945，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 890円 � 350円 枠 連（2－5） 3，050円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 620円 �� 12，030円

3 連 複 ��� 20，990円 3 連 単 ��� 72，700円

票 数

単勝票数 計 684632 的中 � 359162（1番人気）
複勝票数 計2219816 的中 � 1544845（1番人気）� 19609（10番人気）� 57436（5番人気）
枠連票数 計 250510 的中 （2－5） 6360（10番人気）
馬連票数 計1158690 的中 �� 13687（16番人気）
馬単票数 計 603245 的中 �� 5852（20番人気）
ワイド票数 計1088384 的中 �� 13376（17番人気）�� 48756（5番人気）�� 2212（57番人気）
3連複票数 計1913982 的中 ��� 6838（54番人気）
3連単票数 計2860193 的中 ��� 2852（176番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―12．3―12．4―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．2―47．5―59．9―1：12．1―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンシリエーレ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Spanish Steps デビュー 2021．8．22 新潟1着

2019．4．7生 牡4鹿 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 4戦4勝 賞金 57，585，000円
［他本会外：2戦0勝］

03010 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス（Ｌ）

発走15時10分 （芝・左）
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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

66 	 ヤ ク シ マ 牡3芦 56 C．ルメールゴドルフィン 寺島 良 英 Whitsbury
Manor Stud 498－ 81：21．1 4．0�

77 サトノヴィレ 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 21：21．2
 14．9�
78 	 フロムダスク 牡3黒鹿56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Spring-

house Farm 492－ 81：21．52 3．5�
22 ロードディフィート 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 藤本ファーム 438＋101：21．6
 13．4�
89 スムースベルベット 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B490＋ 41：21．81� 34．9	
11 ニシノピウモッソ 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 西田雄一郎 新冠 中山 高鹿康 464＋ 21：21．9クビ 4．3

44 レイフォール 牡3青鹿56 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 464－ 4 〃 クビ 128．4�
33 クールムーア 牡3鹿 56 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466± 01：22．0クビ 29．3�
55 ブルーイングリーン 牝3青鹿54 山田 敬士上村 洋司氏 小手川 準 新冠 大狩部牧場 466± 01：22．42� 100．8
810 ブーケファロス 牡3鹿 56 菅原 明良矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 444± 01：22．93� 3．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 79，386，300円 複勝： 79，062，800円 枠連： 17，949，600円
馬連： 131，005，800円 馬単： 54，719，700円 ワイド： 109，932，500円
3連複： 190，566，300円 3連単： 273，089，900円 計： 935，712，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 320円 � 170円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 800円 �� 340円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 22，420円

票 数

単勝票数 計 793863 的中 � 156102（3番人気）
複勝票数 計 790628 的中 � 155524（2番人気）� 49549（6番人気）� 130243（4番人気）
枠連票数 計 179496 的中 （6－7） 19215（4番人気）
馬連票数 計1310058 的中 �� 39498（9番人気）
馬単票数 計 547197 的中 �� 9204（18番人気）
ワイド票数 計1099325 的中 �� 35943（10番人気）�� 95925（2番人気）�� 25974（14番人気）
3連複票数 計1905663 的中 ��� 42061（13番人気）
3連単票数 計2730899 的中 ��� 8830（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．3―58．6―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．8
3 8（6，9）－7，4，3（1，5）10－2 4 8（6，9）7（4，3）（1，5）（2，10）

勝馬の
紹 介

	ヤ ク シ マ �
�
父 Havana Grey �

�
母父 Compton Place デビュー 2022．7．23 小倉1着

2020．2．11生 牡3芦 母 Satsuma 母母 Jodrell Bank 6戦2勝 賞金 39，447，000円

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　エルフォルク号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕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。



03011 1月28日 晴 良 （5東京1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳56�5歳以上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，�：4歳56�5歳以上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 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 サ リ エ ラ 牝4鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：58．5 1．8�
11 ド ー ブ ネ 牡4青 56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 478－ 21：58．71	 3．8�
22 ヤマニンサルバム 牡4黒鹿56 浜中 俊土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 494－ 6 〃 アタマ 6．5�
44 カレンルシェルブル 牡5鹿 57 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 ハナ 8．8�
78 サトノエルドール 牡7鹿 58 菅原 明良里見 治氏 国枝 栄 安平 追分ファーム B480＋101：58．91 86．9�
33 トゥーフェイス 牡5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 506＋101：59．22 9．3	
810 スーパーフェザー 
8鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482－ 41：59．3クビ 289．9

55 ザイツィンガー 牡7芦 57 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 422－101：59．72� 214．5�
89 ヒルノダカール 牡7青鹿57 北村 宏司�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B516－ 8 〃 ハナ 72．5
66 サトノフラッグ 牡6鹿 60 田辺 裕信里見 治氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋16 （競走中止） 33．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 202，842，100円 複勝： 184，945，900円 枠連： 41，252，000円
馬連： 313，692，800円 馬単： 157，736，100円 ワイド： 222，727，600円
3連複： 453，687，300円 3連単： 925，011，400円 計： 2，501，895，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－7） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 320円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計2028421 的中 � 893979（1番人気）
複勝票数 計1849459 的中 � 719955（1番人気）� 299301（2番人気）� 228149（3番人気）
枠連票数 計 412520 的中 （1－7） 77871（1番人気）
馬連票数 計3136928 的中 �� 621252（1番人気）
馬単票数 計1577361 的中 �� 195056（1番人気）
ワイド票数 計2227276 的中 �� 358833（1番人気）�� 245802（2番人気）�� 152012（5番人気）
3連複票数 計4536873 的中 ��� 543658（1番人気）
3連単票数 計9250114 的中 ��� 360802（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．4―11．8―12．4―12．6―12．0―11．2―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．7―47．5―59．9―1：12．5―1：24．5―1：35．7―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

サ リ エ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas デビュー 2021．11．28 東京1着

2019．1．28生 牝4鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 4戦3勝 賞金 64，194，000円
〔競走中止〕 サトノフラッグ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ヒルノダカール号の騎手北村宏司は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

03012 1月28日 曇 良 （5東京1） 第1日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・左）

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
1：44．1
1：43．8

良
良

45 マイネルニコラス 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 41：48．3 8．1�

57 ダイバリオン 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．41 2．8�
68 ナンヨーアゼリア 牝4青鹿55 戸崎 圭太中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 426－ 41：48．61� 7．1�
69 ヴィブラツィオーネ 牡4鹿 57 M．デムーロ加藤 裕司氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 478＋ 61：48．7クビ 32．5�
812 ローブエリタージュ 牝4青鹿55 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 404＋ 21：49．02 19．1	
11 エクスインパクト �5鹿 58 津村 明秀 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：49．1	 18．3

44 タミオスター 牡4青鹿57 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 浦河 鎌田 正嗣 488＋ 4 〃 クビ 7．0�
813 ダンディジャック 牡4黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 504－ 21：49．31 34．5�
711 テラフォーミング 牡4鹿 57

55 △横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 484± 01：49．51� 26．4
710 マ リ ネ ロ 牝4芦 55 横山 武史 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 2 〃 クビ 3．6�
33 
 シュガービート 牡4黒鹿57 菊沢 一樹酒井 孝敏氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 91：49．71� 280．4�
56 テイエムオードリー 牝4青鹿55 大野 拓弥竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 472＋ 61：50．23 134．4�
22 セイウンゴールド 牡5青鹿 58

57 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 496－ 81：50．3	 138．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 111，267，200円 複勝： 123，416，500円 枠連： 35，226，700円
馬連： 188，667，000円 馬単： 77，041，900円 ワイド： 168，966，900円
3連複： 298，844，100円 3連単： 380，585，700円 計： 1，384，016，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 140円 � 190円 枠 連（4－5） 630円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 320円 �� 770円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 13，750円

票 数

単勝票数 計1112672 的中 � 109273（5番人気）
複勝票数 計1234165 的中 � 142197（4番人気）� 288419（1番人気）� 146498（3番人気）
枠連票数 計 352267 的中 （4－5） 42778（2番人気）
馬連票数 計1886670 的中 �� 177745（2番人気）
馬単票数 計 770419 的中 �� 22861（8番人気）
ワイド票数 計1689669 的中 �� 143954（2番人気）�� 51553（8番人気）�� 111232（3番人気）
3連複票数 計2988441 的中 ��� 122571（3番人気）
3連単票数 計3805857 的中 ��� 20063（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．0―48．9―1：01．7―1：14．3―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

マイネルニコラス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．1．9 中山1着

2019．3．13生 牡4栗 母 フライングメリッサ 母母 ウイングオブラック 7戦2勝 賞金 17，000，000円



（5東京1）第1日 1月28日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

248，200，000円
5，570，000円
37，440，000円
1，080，000円
31，740，000円
79，980，000円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
895，613，600円
1，244，807，500円
240，938，000円
1，338，492，300円
621，159，100円
1，198，320，700円
2，061，249，600円
2，914，106，300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 10，514，687，100円

総入場人員 16，395名 （有料入場人員 15，919名）
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