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03013 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ジェイケイファイン 牡3栗 56 内田 博幸小谷野次郎氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 466－ 61：26．8 4．2�
36 トレジャートレイル 牡3青 56 吉田 豊吉田 千津氏 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 41：26．9� 89．8�
612 プリヴィエレジェ 牡3青鹿 56

54 △横山 琉人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 468± 01：27．11 14．7�
48 � ザングウィル 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 大竹 正博 愛 J. Lenihan 510＋ 2 〃 ハナ 3．2�
816 マイショウチャン 牡3鹿 56 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 B444－ 2 〃 ハナ 4．2�
815 キングダラス 牡3栗 56 坂井 瑠星 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 478＋ 21：27．2� 20．2	
510� デ イ タ ム 牡3鹿 56 M．デムーロゴドルフィン 鹿戸 雄一 仏

S.C.E.A. Team
Hogdala
France et al

500－ 21：27．41� 6．6

714 キープシャイン 牡3栗 56 武藤 雅北村 和江氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 446＋ 81：28．67 586．0�
59 リネンスピリット 牡3鹿 56 柴田 大知戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 沖田牧場 482＋ 21：28．91� 10．1�
47 セ ブ ン ハ イ 牡3鹿 56 北村 宏司前迫 義幸氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 502± 01：29．0� 255．4
713 イ チ ズ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 414－ 61：29．11 243．9�
35 アンプレッセシチー 牡3鹿 56

55 ☆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 504＋ 41：29．42 18．5�
611 ア オ イ カ ゲ 牝3青鹿 54

52 △原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 472－ 81：29．93 446．7�
23 ゴールドフォックス 牡3鹿 56

54 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 株式会社 新
冠川上牧場 446± 01：30．96 531．9�

12 パ ネ ー ス 牡3黒鹿56 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 452－ 6 （競走中止） 42．6�
（15頭）

24 コパノエルパソ 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 北洋牧場 520＋22 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，616，300円 複勝： 67，593，900円 枠連： 14，964，300円
馬連： 74，041，800円 馬単： 32，321，000円 ワイド： 72，318，400円
3連複： 118，014，400円 3連単： 121，058，700円 計： 544，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 1，260円 � 430円 枠 連（1－3） 2，350円

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 19，310円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 1，380円 �� 14，170円

3 連 複 ��� 86，180円 3 連 単 ��� 479，600円

票 数

単勝票数 差引計 446163（返還計 4230） 的中 � 83143（3番人気）
複勝票数 差引計 675939（返還計 6643） 的中 � 124096（2番人気）� 11331（10番人気）� 38050（7番人気）
枠連票数 差引計 149643（返還計 54） 的中 （1－3） 4920（7番人気）
馬連票数 差引計 740418（返還計 15959） 的中 �� 4304（33番人気）
馬単票数 差引計 323210（返還計 7217） 的中 �� 1255（53番人気）
ワイド票数 差引計 723184（返還計 21363） 的中 �� 5250（34番人気）�� 13858（19番人気）�� 1288（45番人気）
3連複票数 差引計1180144（返還計 56993） 的中 ��� 1027（105番人気）
3連単票数 差引計1210587（返還計 48934） 的中 ��� 183（584番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．3―1：01．0―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイファイン �
�
父 ファインニードル �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2022．8．28 新潟6着

2020．2．3生 牡3栗 母 アイアムエメラルド 母母 アイアムアドーター 5戦1勝 賞金 10，320，000円
〔競走除外〕 コパノエルパソ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 パネース号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドフォックス号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストリートジャガー号
（非抽選馬） 1頭 ボールドライ号

03014 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 メイテソーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 アイズスタッド株式会社 488＋ 62：15．3 4．0�

47 モーメントキャッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 496＋ 42：15．83� 2．1�
510 ビップスコーピオン 牡3鹿 56 柴田 大知鈴木 邦英氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：16．0� 7．1�
36 バンクサイド 牡3鹿 56 木幡 初也永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム B516＋ 82：16．1� 44．4�
713 ニシノファンフェア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 482± 02：16．31 4．7�
24 ウィズフィリップ 牡3黒鹿56 西村 太一山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 520＋ 2 〃 クビ 22．5	
815 セントアイヴス 牡3鹿 56 吉田 豊広尾レース� 中舘 英二 新冠 パカパカ

ファーム 498－ 22：17．04 37．2

816 シグナルファイアー 牝3芦 54 武士沢友治藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 B476－122：17．42� 328．7�
48 グレイソニック 牡3芦 56 菊沢 一樹久松 朋史氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506－ 62：17．5� 399．6�
611 バトルエンジェル 牝3鹿 54 松岡 正海安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 494－ 22：17．6� 185．9
714 ヴァークスティ 牡3鹿 56

54 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム B462＋ 82：17．7� 179．2�
612 プ ロ テ ア �3鹿 56 坂井 瑠星 �キャロットファーム 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 B478＋ 42：17．91 46．6�
59 パープルアドミラル 牡3鹿 56 横山 和生岡田 牧雄氏 堀内 岳志 新ひだか 聖心台牧場 440－14 〃 クビ 84．7�
11 ジ グ ラ ー ト 牡3芦 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B502＋ 62：19．610 37．6�
12 ビッグアメリカン 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二鈴木 康弘氏 高橋 文雅 浦河 栄進牧場 572－ 22：20．45 482．3�
23 マイネルボンバー 牡3栗 56

54 △小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 畠山牧場 458－102：21．89 121．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，710，400円 複勝： 125，914，800円 枠連： 15，156，400円
馬連： 71，747，800円 馬単： 39，188，000円 ワイド： 72，285，500円
3連複： 119，704，900円 3連単： 158，658，300円 計： 653，366，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（3－4） 290円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 510円 �� 260円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 507104 的中 � 100660（2番人気）
複勝票数 計1259148 的中 � 158505（2番人気）� 734618（1番人気）� 102447（3番人気）
枠連票数 計 151564 的中 （3－4） 40310（1番人気）
馬連票数 計 717478 的中 �� 155457（1番人気）
馬単票数 計 391880 的中 �� 35190（3番人気）
ワイド票数 計 722855 的中 �� 123366（1番人気）�� 29441（7番人気）�� 68328（3番人気）
3連複票数 計1197049 的中 ��� 102306（3番人気）
3連単票数 計1586583 的中 ��� 25554（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．9―45．0―58．1―1：11．4―1：24．8―1：38．0―1：50．2―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイテソーロ �
�
父 ミッキーロケット �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2022．11．20 東京2着

2020．4．25生 牡3黒鹿 母 フリップフロップ 母母 ケイアイメモリー 4戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 ビップスコーピオン号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

ウィズフィリップ号の騎手西村太一は，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〕 マイネルボンバー号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エクセルウェッジ号・カミノモラド号・ショウナンワタリ号

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時10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
1：33．5
1：33．3

重
良

36 ニシノパプルブリリ 牝3黒鹿54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 464＋ 21：39．4 3．0�
35 ペイシャアンジェロ 牝3黒鹿 54

52 △原 優介北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 碧雲牧場 436± 01：39．51 19．9�
59 ランスノーブル 牝3芦 54 内田 博幸佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 440－ 21：40．03 26．1�
48 ヒラリーステップ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 B460－ 21：40．1� 97．0�
713 イ ノ セ ン ス 牝3鹿 54 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 新ひだか 折手牧場 470＋ 21：40．52� 34．6	
714 レターマイハート 牝3栗 54 坂井 瑠星嶋田 賢氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 468－ 8 〃 クビ 11．5

11 キタノパッション 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 432－ 61：40．6� 303．4�
23 ファームフレッシュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：41．13 113．3�
611 ハクサンブリエ 牝3栗 54 田辺 裕信河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 462＋ 21：41．2� 7．2
816 エルダーサイン 牝3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：41．83� 2．6�
612 キーアビリティー 牝3鹿 54 宮崎 北斗北前孔一郎氏 嘉藤 貴行 新冠 中本牧場 454 ―1：41．9� 171．1�
47 オ ラ ン ジ ー 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 450－ 81：42．0� 19．9�
510 リ リ ッ ク ス 牝3青鹿54 松岡 正海吉野 英子氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 8．7�
815 レッドカメリア 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 444＋161：42．53 285．7�
24 バトルレジェンダ 牝3青 54 木幡 巧也宮川 豊美氏 牧 光二 平取 清水牧場 418＋ 61：44．8大差 85．9�
12 エイシンデネボラ 牝3黒鹿54 北村 宏司�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 526± 01：45．01� 526．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，045，200円 複勝： 61，645，700円 枠連： 15，245，300円
馬連： 78，845，100円 馬単： 35，026，900円 ワイド： 75，618，500円
3連複： 126，435，100円 3連単： 142，400，900円 計： 584，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 360円 � 490円 枠 連（3－3） 2，190円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 830円 �� 850円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 14，010円 3 連 単 ��� 65，590円

票 数

単勝票数 計 490452 的中 � 127464（2番人気）
複勝票数 計 616457 的中 � 176802（1番人気）� 35359（6番人気）� 24319（8番人気）
枠連票数 計 152453 的中 （3－3） 5386（9番人気）
馬連票数 計 788451 的中 �� 25027（9番人気）
馬単票数 計 350269 的中 �� 6405（15番人気）
ワイド票数 計 756185 的中 �� 23942（9番人気）�� 23517（10番人気）�� 3441（39番人気）
3連複票数 計1264351 的中 ��� 6767（44番人気）
3連単票数 計1424009 的中 ��� 1574（196番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．7―1：00．8―1：13．2―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノパプルブリリ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アドマイヤオーラ デビュー 2022．8．6 新潟9着

2020．1．26生 牝3黒鹿 母 ニシノクローバー 母母 シュフルール 8戦1勝 賞金 11，620，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルレジェンダ号・エイシンデネボラ号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カールポメロ号・デオヴォレンティ号・テマリ号・トロピカルライト号
（非抽選馬） 1頭 リヨン号

03016 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40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
1：33．5
1：33．3

重
良

815 グリュースゴット �5黒鹿58 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 492＋ 41：38．5 3．6�
816 コンクエスト 牡4鹿 57 菅原 明良前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508＋141：39．03 5．3�
510 ヴォルケニック 牡4栗 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 2 〃 ハナ 10．6�
611 ネオヒューズ 牡5栗 58 横山 和生西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 518－ 41：39．31� 18．9�
714 セイウンオードリー 牡5鹿 58 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 524＋101：39．51� 12．6�
35 アポロリヤム 牡4青 57

56 ☆永野 猛蔵中村 智幸氏 和田 勇介 日高 天羽 禮治 466＋ 81：39．6� 6．8�
48 グロリアスヒーロー 牡4栗 57 津村 明秀 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：39．7� 28．7

11 サイモンソーラン 牡4栗 57 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：39．91� 42．4�
23 ブラックルパン 牡4鹿 57

54 ▲西塚 洸二田畑 利彦氏 大江原 哲 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 554＋261：40．0� 202．8�
12 エコロエース 牡4芦 57

55 △原 優介原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 504－ 61：40．53 114．7
36 ノクターナリティ 牡4黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492＋10 〃 ハナ 23．3�
24 リュウノブレイク �4栗 57 丸田 恭介蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 496－ 21：40．6クビ 3．6�
59 � マスケティアーズ 牡5黒鹿 58

56 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 476± 01：40．7� 204．2�
612 クリノアンカーマン �6鹿 58 宮崎 北斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 462± 01：41．55 630．8�
713� ミヤコプレジール 牡4栗 57 M．デムーロ吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 556＋171：41．6� 56．4�
47 � アイファーヴァンズ 牡4黒鹿57 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 482＋ 41：42．77 439．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，463，500円 複勝： 68，259，100円 枠連： 18，423，400円
馬連： 91，911，300円 馬単： 35，857，800円 ワイド： 87，842，000円
3連複： 144，462，500円 3連単： 142，066，400円 計： 642，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 220円 � 370円 枠 連（8－8） 1，410円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 440円 �� 970円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 25，300円

票 数

単勝票数 計 534635 的中 � 118644（1番人気）
複勝票数 計 682591 的中 � 142919（1番人気）� 79873（4番人気）� 38330（7番人気）
枠連票数 計 184234 的中 （8－8） 10084（5番人気）
馬連票数 計 919113 的中 �� 65332（4番人気）
馬単票数 計 358578 的中 �� 10479（8番人気）
ワイド票数 計 878420 的中 �� 54192（4番人気）�� 22357（10番人気）�� 21668（11番人気）
3連複票数 計1444625 的中 ��� 22808（14番人気）
3連単票数 計1420664 的中 ��� 4071（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．1―48．9―1：01．7―1：13．9―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリュースゴット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．6．20 阪神4着

2018．3．27生 �5黒鹿 母 ラ ブ フ ー ル 母母 サブリナシューズ 16戦2勝 賞金 24，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 リュウノブレイク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ノクターナリティ号の騎手大野拓弥は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リュウノブレイク号は，令和5年1月30日から令和5年2月28日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔その他〕 リュウノブレイク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リュウノブレイク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月28日まで出走できない。



03017 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30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
1：30．5
1：30．3

良
良

36 サルヴァトーレ 牡3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 土居牧場 478＋ 41：33．6 3．4�
23 ハリケーンリッジ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 428± 01：33．81 5．9�
815 アサクサヴィーナス 牝3鹿 54 吉田 豊田原 慶子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454± 01：34．11� 3．5�
12 レッドバレンティア 牡3青鹿56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 446＋ 2 〃 ハナ 5．2�
714 ウインレイアー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 448－ 21：34．31� 43．9	
510 ジーククローネ 牡3黒鹿56 横山 武史 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．4� 12．9

24 ロ カ イ ユ 牝3鹿 54 石橋 脩水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 448± 0 〃 ハナ 59．1�
59 トーセンジニアール 牡3栗 56 M．デムーロ島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋101：34．5クビ 17．5
47 ヴァンナチュール 牡3鹿 56 津村 明秀德永 雅樹氏 林 徹 新冠 上井農場 442－181：34．6� 16．2�
816 ウィンターダフネ 牝3芦 54 横山 和生金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 21：34．7� 16．8�
48 サトノスヴニール 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 萩原 清 日高 ナカノファーム 442－ 41：35．23 93．1�
11 ダンシングハピリー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 394－ 61：35．41� 578．0�
713 クラウンサプライズ �3栗 56

55 ☆永野 猛蔵和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 486－ 61：35．51 530．8�
611 コルデアニル 牝3青鹿54 内田 博幸藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 456－ 2 〃 アタマ 378．7�
612 コ ハ ル 牝3鹿 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 平取 二風谷ファーム 418－181：35．71� 298．0�
35 ク ー ラ ン ト 牝3栗 54 田中 勝春市瀬 章氏 西田雄一郎 新ひだか 木下牧場 414－ 41：36．01� 178．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，317，400円 複勝： 91，768，000円 枠連： 18，613，300円
馬連： 90，482，100円 馬単： 36，189，000円 ワイド： 87，817，900円
3連複： 141，103，500円 3連単： 145，286，600円 計： 670，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 130円 枠 連（2－3） 1，110円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 400円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 593174 的中 � 138645（1番人気）
複勝票数 計 917680 的中 � 201770（1番人気）� 109595（4番人気）� 192001（2番人気）
枠連票数 計 186133 的中 （2－3） 12962（5番人気）
馬連票数 計 904821 的中 �� 62719（4番人気）
馬単票数 計 361890 的中 �� 11743（8番人気）
ワイド票数 計 878179 的中 �� 52703（5番人気）�� 95798（1番人気）�� 55473（4番人気）
3連複票数 計1411035 的中 ��� 99294（2番人気）
3連単票数 計1452866 的中 ��� 13426（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．0―46．9―58．7―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルヴァトーレ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2022．9．11 中山10着

2020．4．27生 牡3鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 6戦1勝 賞金 13，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ケイツークローン号・レッツプロミス号

03018 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳新馬
発走13時00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
1：44．1
1：43．8

良
良

35 ロードデルレイ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 480 ―1：48．3 4．3�
24 パールロード 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 504 ―1：49．04 2．2�
510� ガ ン ウ ル フ 牡3鹿 56 M．デムーロ前原 敏行氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm 504 ―1：49．21 4．8�
48 アサカラキング 牡3鹿 56 石川裕紀人山口 雄司氏 斎藤 誠 新冠 協和牧場 524 ―1：49．41� 8．0�
23 ウイングランブルー 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 462 ―1：49．61� 26．3�
816 クラウンロマーニャ 牡3栗 56 横山 武史�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 488 ―1：49．7� 11．3	
713 フェルミディラック 牝3鹿 54 木幡 巧也 
キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 462 ―1：50．23� 26．6�
36 サクセスベージュ �3青鹿56 北村 宏司�タカシマ 久保田貴士 新ひだか 三石川上牧場 466 ―1：50．4	 40．4�
11 エキゾチックアイズ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗村野 康司氏 戸田 博文 日高 新井 昭二 426 ―1：50．5	 147．8
12 トレジャートリップ 牝3栗 54 武士沢友治島井新一郎氏 田中 剛 新冠 佐藤牧場 408 ― 〃 アタマ 83．0�
59 トーセンアデル 牡3鹿 56

54 △横山 琉人島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 476 ―1：50．71� 168．7�

611 ア グ ル ー メ 牝3鹿 54 菊沢 一樹中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 442 ―1：51．01� 173．9�
612 ヤマニントナーダ 牝3鹿 54 柴田 善臣土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 434 ―1：51．1� 206．1�
815 カルテレヴァンテ 牝3黒鹿54 丸田 恭介大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 454 ―1：51．63 240．0�
47 サクラトップハーツ 牡3栗 56 内田 博幸�トップフェロウ奥平 雅士 浦河 栄進牧場 478 ―1：51．7� 104．9�
714 カシマテッコン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士松浦 一久氏 鈴木慎太郎 日高 日西牧場 514 ―1：52．87 358．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，376，400円 複勝： 53，749，900円 枠連： 14，122，000円
馬連： 71，071，400円 馬単： 34，728，100円 ワイド： 60，248，300円
3連複： 102，561，000円 3連単： 126，072，700円 計： 522，929，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 200円 �� 300円 �� 270円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 603764 的中 � 112264（2番人気）
複勝票数 計 537499 的中 � 107418（2番人気）� 131959（1番人気）� 90313（3番人気）
枠連票数 計 141220 的中 （2－3） 26055（1番人気）
馬連票数 計 710714 的中 �� 120374（1番人気）
馬単票数 計 347281 的中 �� 24834（3番人気）
ワイド票数 計 602483 的中 �� 87084（1番人気）�� 46760（3番人気）�� 54876（2番人気）
3連複票数 計1025610 的中 ��� 100869（1番人気）
3連単票数 計1260727 的中 ��� 25471（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．9―49．4―1：02．1―1：14．5―1：25．9―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ロードデルレイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2020．5．5生 牡3鹿 母 デルフィーノ 母母 レディアーティスト 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 クラウンロマーニャ号の騎手横山武史は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・7

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 ウィステリアリヴァ号・オウケンデューク号・ガイアメモリ号・コルテローザ号・サングラデーション号・

シャインソテツ号・ジャスミンフリッグ号・バルフォアテソーロ号・バージュアルアラブ号・フレーヴァード号・
ミスターマイセルフ号・メタルクラフト号・ルージュナディア号・レインボーティアラ号



03019 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第7競走 2，100�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
2：06．7
2：05．9

良
良

66 バックスクリーン 牡4栗 57 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 522＋182：14．5 10．1�
11 � サトノギベオン 牡4青鹿57 武 豊里見 治氏 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 532＋ 62：14．71� 2．2�
811 アーバンデザイン 牡4栗 57 坂井 瑠星 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B518－14 〃 アタマ 8．7�
67 エコロカナワン 牡5鹿 58 内田 博幸原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B506＋ 62：15．12� 41．8�
55 サトノバトラー �5鹿 58 石川裕紀人里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506－ 22：15．31� 11．0	
79 ブラックピアノ 牡4青鹿57 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 484＋182：15．4� 3．7

78 � ヴ ラ デ ィ ア 牡4青 57 横山 和生小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 480－ 4 〃 クビ 74．6�
810 サクセスミノル 牡4芦 57 横山 武史吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム B486＋102：15．5� 8．2�
22 デュアルレインボー 牡4鹿 57 北村 宏司近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 B490＋ 22：16．56 16．5
33 ネ フ ィ リ ム 牡4鹿 57 津村 明秀フィールドレーシング 和田 勇介 新ひだか 千代田牧場 B574＋282：20．9大差 198．6�
44 ランドアーティスト �6鹿 58 木幡 巧也吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム B492＋18 （競走中止） 114．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，524，000円 複勝： 68，704，500円 枠連： 17，363，100円
馬連： 86，746，100円 馬単： 43，723，000円 ワイド： 76，030，700円
3連複： 128，948，500円 3連単： 187，487，800円 計： 669，527，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 270円 � 110円 � 210円 枠 連（1－6） 1，100円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，430円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 33，830円

票 数

単勝票数 計 605240 的中 � 47665（5番人気）
複勝票数 計 687045 的中 � 45897（6番人気）� 249852（1番人気）� 63431（3番人気）
枠連票数 計 173631 的中 （1－6） 12212（5番人気）
馬連票数 計 867461 的中 �� 48647（6番人気）
馬単票数 計 437230 的中 �� 9396（14番人気）
ワイド票数 計 760307 的中 �� 31468（8番人気）�� 12712（21番人気）�� 45865（4番人気）
3連複票数 計1289485 的中 ��� 25145（15番人気）
3連単票数 計1874878 的中 ��� 4017（124番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―13．3―13．5―12．5―12．6―13．0―13．0―12．7―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．5―31．8―45．3―57．8―1：10．4―1：23．4―1：36．4―1：49．1―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バックスクリーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Encosta De Lago デビュー 2021．10．16 東京7着

2019．1．24生 牡4栗 母 ミ ス ラ ゴ 母母 Athyka 11戦2勝 賞金 19，100，000円
〔競走中止〕 ランドアーティスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネフィリム号は，「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。
〔鼻出血による出走制限〕 ランドアーティスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月28日まで出走できない。

03020 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 フォーヴィスム 牡5栗 58 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 540＋101：24．7 2．5�
48 ロ ー ヴ ェ ロ 牡4鹿 57 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 502＋ 2 〃 クビ 4．7�
59 バルミュゼット 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 522＋ 81：25．01� 3．4�
47 ロゼキルシュ 牝6栗 56 田辺 裕信�トップフェロウ伊坂 重信 新ひだか 千代田牧場 494＋ 41：25．21� 68．1�
24 � サトノムスタング 牡5黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket
Farm LLC 480＋ 6 〃 ハナ 167．6	

35 フィールザワールド 牡5鹿 58 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 488＋ 41：25．41 72．4

815 インヴァリアンス 牡5栗 58 坂井 瑠星�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 490＋ 8 〃 クビ 8．3�
816 マイナーズライト �5鹿 58

56 △原 優介吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B470＋121：25．71	 133．0�
713 リュクスウォリアー 牡6鹿 58 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B508－ 61：25．8� 102．0
23 バ ク シ ン 牡5鹿 58

56 △横山 琉人林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：25．9	 22．1�
714 アラカザーム 牝5栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 460＋ 41：26．11
 74．4�
12 � リュウグウハヤブサ 牡6鹿 58 津村 明秀深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B514＋221：26．2クビ 96．4�
36 ケイアイメープル 牡6鹿 58 M．デムーロ �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 B494＋161：26．52 24．6�
510� ア ス カ ロ ン 牡5鹿 58 横山 和生小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 500＋ 6 〃 クビ 174．9�
11 � ピンクダイヤ 牡4芦 57 菅原 明良木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 486＋ 41：26．71
 123．2�
611 リンクスルーファス 牝4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 518＋141：27．23 14．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，359，300円 複勝： 91，156，900円 枠連： 22，510，000円
馬連： 119，937，200円 馬単： 48，562，900円 ワイド： 109，343，900円
3連複： 203，352，600円 3連単： 228，212，200円 計： 892，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 410円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 693593 的中 � 214018（1番人気）
複勝票数 計 911569 的中 � 224147（1番人気）� 123110（3番人気）� 191013（2番人気）
枠連票数 計 225100 的中 （4－6） 28006（2番人気）
馬連票数 計1199372 的中 �� 100268（2番人気）
馬単票数 計 485629 的中 �� 23995（3番人気）
ワイド票数 計1093439 的中 �� 59228（5番人気）�� 191855（1番人気）�� 71893（2番人気）
3連複票数 計2033526 的中 ��� 201560（1番人気）
3連単票数 計2282122 的中 ��� 46199（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーヴィスム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Officer デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．3．23生 牡5栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 10戦3勝 賞金 38，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03021 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （芝・左）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

44 ベラジオオペラ 牡3鹿 56 横山 武史林田 祥来氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 504－ 21：48．0 2．9�
55 トラマンダーレ 牡3鹿 56 菅原 明良 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：48．21� 5．9�
77 ジェイパームス 牡3黒鹿56 川田 将雅エムズレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 3．2�
33 フ ェ イ ト 牡3鹿 56 坂井 瑠星藤田 晋氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 7．5�
88 ニシノプロポーズ 牡3鹿 56 三浦 皇成西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 492＋ 6 〃 ハナ 37．7�
22 シャンドゥレール 牡3鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ	 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 81：48．3� 5．0

11 フェアエールング 牝3芦 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 436＋101：48．72 77．1�
66 マ イ レ ー ヌ 牝3青鹿54 武 豊小関 昭次氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 492－ 21：48．8� 14．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 97，334，900円 複勝： 78，172，900円 枠連： 発売なし
馬連： 113，155，700円 馬単： 52，820，800円 ワイド： 77，329，100円
3連複： 133，122，700円 3連単： 270，258，500円 計： 822，194，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 360円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 973349 的中 � 264208（1番人気）
複勝票数 計 781729 的中 � 189502（1番人気）� 104707（4番人気）� 178706（2番人気）
馬連票数 計1131557 的中 �� 96068（4番人気）
馬単票数 計 528208 的中 �� 25951（5番人気）
ワイド票数 計 773291 的中 �� 58220（4番人気）�� 109919（1番人気）�� 49313（6番人気）
3連複票数 計1331227 的中 ��� 114690（2番人気）
3連単票数 計2702585 的中 ��� 45883（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―35．9―48．4―1：01．3―1：14．0―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ベラジオオペラ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．11．20 阪神1着

2020．4．7生 牡3鹿 母 エアルーティーン 母母 エアマグダラ 2戦2勝 賞金 17，903，000円
※出走取消馬 ドゥレッツァ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

03022 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

44 レッドモンレーヴ 牡4鹿 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：33．6 2．0�
11 ル ー カ ス �8鹿 58 三浦 皇成 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 514＋ 61：33．81	 67．2�
22 アオイシンゴ �9芦 58 横山 武史新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502＋ 61：33．9クビ 32．9�
67 アヴェラーレ 牝5鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 クビ 3．3�
68 ソウルトレイン 牡6芦 58 大野 拓弥安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 492－ 41：34．0
 17．1	
710 パーソナルハイ 牝4鹿 55 吉田 豊�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 474＋ 41：34．1アタマ 14．0

33 ベ ジ ャ ー ル 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 566＋ 4 〃 クビ 12．1�
55 ダンテスヴュー 牡4鹿 57 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－101：34．31� 5．7�
56 � リーガルバトル 牡6黒鹿58 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 530＋ 81：34．4クビ 171．8
79 オーバーディリバー �7黒鹿58 横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 486＋ 21：34．61	 76．3�
812 トーセンヴァンノ 牡4黒鹿57 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 492－ 41：34．81� 208．4�
811 ス ト ラ イ プ 牝5黒鹿56 菅原 明良佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 518＋121：36．39 102．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 85，197，400円 複勝： 168，348，400円 枠連： 25，003，000円
馬連： 159，790，200円 馬単： 78，104，600円 ワイド： 110，188，300円
3連複： 226，308，800円 3連単： 392，446，300円 計： 1，245，387，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 920円 � 390円 枠 連（1－4） 4，370円

馬 連 �� 4，780円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 730円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 57，540円

票 数

単勝票数 計 851974 的中 � 334689（1番人気）
複勝票数 計1683484 的中 � 1023181（1番人気）� 18602（9番人気）� 49367（7番人気）
枠連票数 計 250030 的中 （1－4） 4426（10番人気）
馬連票数 計1597902 的中 �� 25862（12番人気）
馬単票数 計 781046 的中 �� 11581（17番人気）
ワイド票数 計1101883 的中 �� 16839（16番人気）�� 40910（8番人気）�� 4506（33番人気）
3連複票数 計2263088 的中 ��� 11022（34番人気）
3連単票数 計3924463 的中 ��� 4944（145番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．2―12．0―11．1―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．1―1：11．2―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．5
3 5，8，2，4，7（1，6）（3，10）（9，11）12 4 5，8，2，4（1，6，7）（3，10）（9，12，11）

勝馬の
紹 介

レッドモンレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．5 中京2着

2019．2．17生 牡4鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 7戦4勝 賞金 56，970，000円

２レース目



03023 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�第37回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．1．29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，R4．1．28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）

地方競馬全国協会理事長賞（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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713� レモンポップ 牡5栗 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 522＋ 41：22．5 1．6�

36 ギルデッドミラー 牝6鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：22．6	 5．1�
714 バトルクライ 牡4栗 56 川田 将雅 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 496± 01：22．7
 12．8�

510 タガノビューティー 牡6鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B518－ 21：22．8クビ 23．4�

815� エアアルマス 牡8鹿 57 横山 武史 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B494＋ 21：23．43	 87．3	
816 ケンシンコウ 牡6鹿 57 田辺 裕信天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 21：23．5クビ 86．7

59 ベルダーイメル 牡6鹿 57 柴田 善臣ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 460－121：23．71� 190．8�
612 デンコウリジエール 牡6鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 484± 01：23．81 166．7�
611� ジャスパープリンス 牡8鹿 57 田中 勝春加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

498＋ 81：23．9	 347．5
47 レ デ ィ バ グ 牝5青鹿55 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 454－ 4 〃 クビ 191．3�
35 アドマイヤルプス �6栗 57 内田 博幸近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 552＋ 61：24．1
 62．2�
23 ホウオウアマゾン 牡5栗 57 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 クビ 32．5�
24 セ キ フ ウ 牡4栗 56 M．デムーロ中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 B482－ 21：24．84 27．2�
48 テイエムサウスダン 牡6鹿 57 C．ルメール 竹園 正繼氏 蛯名 正義 新ひだか グランド牧場 550－ 61：24．9クビ 7．9�
12 ヘ リ オ ス �7黒鹿57 武 豊黒川 暁子氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 B466＋ 31：25．0	 14．7�
11 � オーロラテソーロ 牡6栗 57 原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 502＋ 11：25．1	 109．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 415，065，700円 複勝： 559，378，600円 枠連： 157，181，500円 馬連： 877，176，300円 馬単： 405，509，600円
ワイド： 764，809，200円 3連複： 1，817，728，600円 3連単： 2，682，910，700円 5重勝： 729，269，800円 計： 8，409，030，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（3－7） 350円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，610円

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

キャリーオーバー なし����� 29，690円

票 数

単勝票数 計4150657 的中 � 2019479（1番人気）
複勝票数 計5593786 的中 � 2645035（1番人気）� 729844（2番人気）� 386232（4番人気）
枠連票数 計1571815 的中 （3－7） 340038（1番人気）
馬連票数 計8771763 的中 �� 1701443（1番人気）
馬単票数 計4055096 的中 �� 563518（1番人気）
ワイド票数 計7648092 的中 �� 1136405（1番人気）�� 541209（3番人気）�� 226755（8番人気）
3連複票数 計18177286 的中 ���1265645（2番人気）
3連単票数 計26829107 的中 ��� 744843（2番人気）
5重勝票数 計7292698 的中 ����� 17191

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．6―46．6―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．9
3 ・（1，2）15，8，13（9，11）3，14（4，6，10）（7，5，12）－16 4 ・（1，2）（8，15）（13，11）（3，9）14，10（4，6）（7，5，12）－16

勝馬の
紹 介

�レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡5栗 母 Unreachable 母母 Harpia 10戦7勝 賞金 165，036，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレモンポップ号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

03024 1月29日 晴 良 （5東京1） 第2日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2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 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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 サウンドウォリアー 牡5鹿 58 戸崎 圭太増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 498＋ 22：01．0 5．0�
810 マイネルクリソーラ 牡4栗 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 4 〃 ハナ 2．9�
67 ボーンディスウェイ 牡4黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 494± 02：01．42� 3．0�
78 ミ ズ リ ー ナ 牝6鹿 56 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 82：01．5	 139．7�
79 キ ャ ル レ イ 牡4黒鹿57 横山 武史里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484± 02：01．81� 7．2	
55 セラフィナイト 牡5鹿 58 坂井 瑠星 
シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B458＋ 42：01．9� 5．8�
811 ポッドヴァイン 牡4鹿 57 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416－ 4 〃 クビ 33．9�
11 ナックイルシーブ 牡5芦 58 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B530－ 62：02．32� 93．5
66 タケルジャック 牡5青鹿 58

56 △山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 484＋14 〃 アタマ 130．0�
22 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 532－ 42：02．4	 99．8�
33 エクセレントラン 
6鹿 58

55 ▲西塚 洸二田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 484＋ 22：02．93 137．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 148，895，300円 複勝： 119，222，400円 枠連： 34，339，000円
馬連： 242，668，700円 馬単： 116，250，400円 ワイド： 185，705，900円
3連複： 348，667，500円 3連単： 667，588，000円 計： 1，863，337，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 240円 �� 280円 �� 180円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計1488953 的中 � 234530（3番人気）
複勝票数 計1192224 的中 � 176865（3番人気）� 301457（1番人気）� 275820（2番人気）
枠連票数 計 343390 的中 （4－8） 34894（3番人気）
馬連票数 計2426687 的中 �� 245657（2番人気）
馬単票数 計1162504 的中 �� 52201（7番人気）
ワイド票数 計1857059 的中 �� 183770（2番人気）�� 152651（5番人気）�� 299219（1番人気）
3連複票数 計3486675 的中 ��� 414745（2番人気）
3連単票数 計6675880 的中 ��� 104481（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．3―36．2―49．0―1：02．0―1：14．9―1：27．4―1：38．6―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドウォリアー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．6．14 阪神8着

2018．2．26生 牡5鹿 母 クインリーグレイス 母母 クイーンモード 15戦3勝 賞金 43，987，000円
〔制裁〕 ポッドヴァイン号の騎手横山和生は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※エクセレントラン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（5東京1）第2日 1月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

259，060，000円
5，620，000円
34，080，000円
1，470，000円
33，170，000円
77，735，000円
4，919，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
1，193，905，800円
1，553，915，100円
352，921，300円
2，077，573，700円
958，282，100円
1，779，537，700円
3，610，410，100円
5，264，447，100円
729，269，800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 17，520，262，700円

総入場人員 24，032名 （有料入場人員 23，454名）
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