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01001 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第1競走 1，800�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

814 ロードジャスティス 牡3栗 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B468＋ 81：54．8 4．5�
11 サ ド ル 牡3栗 56 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484± 01：55．86 16．0�
22 エメヴィベール 牡3芦 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 566＋ 21：56．65 13．5�
45 メイショウカゲカツ 牡3芦 56 和田 竜二松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 508＋ 21：56．91� 1．7�
33 ウォータージオード 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 476－ 21：57．11� 47．7�
58 マーゴットワーズ 牡3青 56 川須 栄彦前田 良平氏 小林 真也 浦河 高昭牧場 460＋ 21：57．2� 16．5	
712 ヒルノロワール 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 498＋ 21：57．3クビ 9．2

69 ス タ ロ ー ン 牡3鹿 56 武 豊大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－121：57．72� 11．3�
57 サ ル セ ル 牝3栗 54 中井 裕二中村 祐子氏 茶木 太樹 浦河 田中スタッド 470－ 21：57．8クビ 349．0�
610 フォワデジー 牡3栗 56 松若 風馬野嶋 祥二氏 高柳 大輔 新ひだか 田上 徹 478＋ 8 〃 クビ 247．5
34 キタサンガイセン 牡3黒鹿56 岩田 望来�大野商事 清水 久詞 日高 広中 稔 502＋ 41：58．01� 70．8�
46 メイショウテオス 牡3栗 56 田中 健松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 本巣 敦 444－ 41：58．21� 162．0�
813 メイショウカジヤ �3鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：58．73 105．6�
711 ゴッドレイジング 牝3鹿 54 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか 水上 習孝 480± 02：00．08 310．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，125，100円 複勝： 114，104，100円 枠連： 11，622，800円
馬連： 62，152，000円 馬単： 35，938，500円 ワイド： 59，961，200円
3連複： 97，417，900円 3連単： 147，328，400円 計： 565，650，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 320円 � 1，160円 � 690円 枠 連（1－8） 5，650円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 700円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 18，380円 3 連 単 ��� 83，250円

票 数

単勝票数 計 371251 的中 � 64627（2番人気）
複勝票数 計1141041 的中 � 104675（2番人気）� 23872（7番人気）� 42130（4番人気）
枠連票数 計 116228 的中 （1－8） 1592（15番人気）
馬連票数 計 621520 的中 �� 10912（13番人気）
馬単票数 計 359385 的中 �� 3247（22番人気）
ワイド票数 計 599612 的中 �� 11553（13番人気）�� 22982（7番人気）�� 6116（24番人気）
3連複票数 計 974179 的中 ��� 3973（43番人気）
3連単票数 計1473284 的中 ��� 1283（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．2―51．7―1：04．7―1：17．6―1：30．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ロードジャスティス �
�
父 Fort Larned �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2021．7．24 函館9着

2019．4．30生 牡3栗 母 フラーティングアウェイ 母母 Sherriff’s Deputy 4戦1勝 賞金 8，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドレイジング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5日まで平地競走

に出走できない。

01002 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第2競走 ��1，200�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

58 テーオーステルス 牡3鹿 56 幸 英明小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 538＋ 81：13．3 4．7�
59 デルマシルフ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458± 01：13．93� 7．7�
23 ドクターマンボウ 牡3栗 56 西村 淳也谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458＋ 61：14．54 17．1�
46 グッドウッドガイ 牡3栗 56 松山 弘平栗原 正章氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 520－ 61：15．13� 14．9�
814 ナムラフランク 牡3青鹿56 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 474＋ 2 〃 ハナ 1．6�
22 クリノミニスター 牡3鹿 56 城戸 義政栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 472－ 4 〃 クビ 41．3�
35 カフジペンタゴン 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：15．2クビ 17．1	
611 ハイアキュレイト 牡3栗 56 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 41：15．51� 90．6�
11 スナークユウマ 牡3栗 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 498＋ 21：15．71� 175．5�
34 クラッシュタイム 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁大田 恭充氏 新谷 功一 新冠 中山 高鹿康 B478－ 21：15．91� 31．9
610 ゼ フ ィ ア ス 牝3鹿 54 秋山真一郎�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 404－ 61：16．11� 205．6�
712	 フ ィ ト ッ ク 牡3栗 56

53 ▲角田 大和ゴドルフィン 藤岡 健一 愛 M.S.& C.S.
Griffiths 452－ 61：16．31 287．6�

47 エイシンスケールズ 牝3鹿 54 松若 風馬
栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 460＋ 61：16．4� 360．7�
815 リュカイオス 牡3栗 56 和田 翼篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河 桑田フアーム 452＋ 41：16．82� 313．2�
713	 ホウショウルイーズ 牝3栗 54 富田 暁芳賀美知子氏 河内 洋 仏 Mr Patrick

Chedeville 496－ 21：17．43� 44．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 38，370，800円 複勝： 69，169，100円 枠連： 17，734，600円
馬連： 59，141，000円 馬単： 31，370，900円 ワイド： 60，280，100円
3連複： 92，187，200円 3連単： 121，600，700円 計： 489，854，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 230円 � 390円 枠 連（5－5） 1，730円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 430円 �� 900円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 19，080円

票 数

単勝票数 計 383708 的中 � 64922（2番人気）
複勝票数 計 691691 的中 � 94521（2番人気）� 80198（3番人気）� 40947（4番人気）
枠連票数 計 177346 的中 （5－5） 7904（6番人気）
馬連票数 計 591410 的中 �� 30777（6番人気）
馬単票数 計 313709 的中 �� 8773（8番人気）
ワイド票数 計 602801 的中 �� 38107（3番人気）�� 16426（9番人気）�� 19767（8番人気）
3連複票数 計 921872 的中 ��� 14994（17番人気）
3連単票数 計1216007 的中 ��� 4619（53番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．6―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．2―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（3，8）14，9，1，11（5，15）（4，7）12（2，13）（6，10） 4 ・（3，8）（9，14）－1，11，5（7，15）（4，12）2（13，6）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーステルス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．18 阪神3着

2019．2．10生 牡3鹿 母 エーシンエムディー 母母 エイシンルーデンス 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ホウショウルイーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 デルマシルフ号の騎手西谷凜は，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：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ホウショウルイーズ号は，令和4年1月6日から令和4年1月26日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウショウルイーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月5日まで平地

競走に出走できない。

第１回 中京競馬 第１日



01003 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

46 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 482＋ 82：02．1 3．2�
34 ヒラボクロマネ 牡3鹿 56 岩田 康誠�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 498＋ 22：02．31� 8．8�
11 フクノラヴァル 牡3黒鹿56 中井 裕二福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B482－ 22：03．04 4．3�
711 チアフルモーション 牝3鹿 54 C．デムーロ �G1レーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 442－ 62：03．74 4．4�

（仏）

33 ロイエンタール 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 500＋ 22：04．01� 23．9�
69 ソルトグリーン 牡3鹿 56 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B500－ 62：04．1� 45．6	
813 イチゴヒトフリ 牡3鹿 56 横山 典弘古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 田渕牧場 536－ 62：04．52� 4．9

712 アークデトリオンフ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 498± 02：04．71� 83．5�
45 アスタートリゴン 牡3鹿 56 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482－ 62：05．65 47．5�
610 カシノロックオン 牡3黒鹿56 森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478± 02：06．24 485．2
22 ランドフェニックス 牡3鹿 56 田中 健木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 464± 02：06．94 415．9�
58 ビッグファクター �3芦 56 加藤 祥太吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B512－242：07．32� 147．9�
814 メイショウヒメサマ 牝3鹿 54 吉田 隼人松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 高昭牧場 484－ 22：10．7大差 21．5�
57 エ レ ダ ー ル 牡3黒鹿56 松山 弘平 �グリーンファーム杉山 晴紀 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 22：14．5大差 61．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，368，200円 複勝： 60，223，600円 枠連： 13，441，600円
馬連： 68，823，700円 馬単： 29，046，700円 ワイド： 66，459，400円
3連複： 104，016，800円 3連単： 108，300，300円 計： 497，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連（3－4） 1，070円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 360円 �� 280円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 473682 的中 � 117422（1番人気）
複勝票数 計 602236 的中 � 124166（1番人気）� 77105（4番人気）� 118215（2番人気）
枠連票数 計 134416 的中 （3－4） 9688（7番人気）
馬連票数 計 688237 的中 �� 41381（7番人気）
馬単票数 計 290467 的中 �� 12884（3番人気）
ワイド票数 計 664594 的中 �� 45848（4番人気）�� 61829（1番人気）�� 55317（2番人気）
3連複票数 計1040168 的中 ��� 75154（1番人気）
3連単票数 計1083003 的中 ��� 16547（2番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．6―13．6―13．2―12．9―13．1―13．1―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．1―43．7―56．9―1：09．8―1：22．9―1：36．0―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウユズルハ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．9．18 中京10着

2019．5．6生 牡3鹿 母 メイショウコブシ 母母 ステイトリースター 3戦1勝 賞金 5，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒメサマ号・エレダール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

5日まで平地競走に出走できない。
ビッグファクター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月5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。

01004 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第4競走 1，800�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56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 トレデマンド 牝4鹿 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 61：53．6 1．4�
（仏）

44 ダンツトレノ 牡4青鹿 56
55 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 486± 01：54．13 7．2�

11 ラ ル フ 牡4栗 56 西村 淳也�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 512＋48 〃 クビ 15．0�
33 クリノクラール 牡4鹿 56 富田 暁栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 494＋ 21：54．31� 7．9�
66 リアルシング 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 548＋ 41：54．5� 8．5	

55 サイモンメガライズ 牡4鹿 56 �島 克駿澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 506＋141：54．6� 11．9

77 グリュースゴット 牡4黒鹿 56

53 ▲松本 大輝小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 484－ 81：55．13 69．6�
88 � テーオールノワール �4黒鹿56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B496－101：57．0大差 59．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，169，000円 複勝： 129，094，700円 枠連： 発売なし
馬連： 46，817，200円 馬単： 37，296，500円 ワイド： 47，549，500円
3連複： 70，324，100円 3連単： 182，001，500円 計： 550，252，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 200円 �� 410円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 計 371690 的中 � 204441（1番人気）
複勝票数 計1290947 的中 � 1009034（1番人気）� 61833（2番人気）� 46742（5番人気）
馬連票数 計 468172 的中 �� 97526（1番人気）
馬単票数 計 372965 的中 �� 60675（1番人気）
ワイド票数 計 475495 的中 �� 73237（1番人気）�� 27884（6番人気）�� 14844（9番人気）
3連複票数 計 703241 的中 ��� 37948（4番人気）
3連単票数 計1820015 的中 ��� 39209（8番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―13．6―12．5―12．2―12．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．6―51．1―1：03．3―1：15．9―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3
・（4，2）8（1，3，7）6，5・（5，2，8）（1，4，3）（6，7）

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

勝馬の
紹 介

トレデマンド 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Tiz Wonderful デビュー 2020．8．1 新潟5着

2018．1．24生 牝4鹿 母 コンドコマンド 母母 Yearly Report 10戦2勝 賞金 21，110，000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。



01005 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第5競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

712 チュウワダンス 牝3鹿 54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458 ―2：03．2 2．7�
58 スーサンアッシャー 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 456 ― 〃 � 8．0�
22 ベアーザベル 牝3鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 438 ―2：03．3クビ 6．1�

（仏）

33 クワイエットホーク 牡3青鹿56 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 534 ―2：03．61� 3．6�

813 ブロンドケリー 牡3栗 56 松山 弘平水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 464 ―2：04．02� 18．7	
69 ヴァンダンジュ 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ―2：04．11 33．4

34 エンチャント 牝3黒鹿54 藤岡 康太中村 祐子氏 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム B416 ― 〃 クビ 73．1�
57 インブレッドセンス 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―2：04．2� 8．1�
11 クランシリーニー 牝3鹿 54 幸 英明大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 492 ―2：04．51� 59．7
46 タートザッヘ 牝3鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―2：04．82 130．1�
814 ホシハタノキセキ 牡3芦 56 坂井 瑠星北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 436 ― 〃 アタマ 52．9�
711 カレンアップラウゾ 牡3黒鹿56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488 ―2：05．33 30．7�
45 コスモポールスター 牝3青鹿 54

51 ▲角田 大和 �ビッグレッドファーム 長谷川浩大 新冠 竹中牧場 452 ―2：06．25 152．8�
610 サンティエレーヌ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 496 ―2：06．51� 37．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，838，900円 複勝： 53，189，900円 枠連： 15，803，700円
馬連： 62，312，100円 馬単： 27，250，500円 ワイド： 55，312，800円
3連複： 89，850，100円 3連単： 98，949，500円 計： 446，507，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 170円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 500円 �� 380円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 438389 的中 � 126578（1番人気）
複勝票数 計 531899 的中 � 120173（1番人気）� 58843（4番人気）� 74504（3番人気）
枠連票数 計 158037 的中 （5－7） 20070（2番人気）
馬連票数 計 623121 的中 �� 37944（5番人気）
馬単票数 計 272505 的中 �� 10441（5番人気）
ワイド票数 計 553128 的中 �� 28474（5番人気）�� 39829（2番人気）�� 17415（9番人気）
3連複票数 計 898501 的中 ��� 30214（4番人気）
3連単票数 計 989495 的中 ��� 7448（19番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―12．6―12．9―12．6―12．6―12．9―12．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．0―36．6―49．5―1：02．1―1：14．7―1：27．6―1：40．1―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．6
1
3
・（6，8，13）－1（3，9，12）4，14，2（7，11）－5，10・（6，13）（8，12）（1，3，9）（4，14）2（7，11）－（5，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チュウワダンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alamosa 初出走

2019．3．7生 牝3鹿 母 キ ラ モ サ 母母 Freyja 1戦1勝 賞金 6，000，000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。

01006 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走13時00分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 グランディア 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476± 02：00．1 1．8�
55 マテンロウスカイ 牡3栗 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 8 〃 アタマ 5．0�
78 ボルドグフーシュ 牡3栗 56 松田 大作 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋ 22：00．2� 19．3�
77 コナブラック 牡3黒鹿56 C．デムーロ �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：01．47 8．7�

（仏）

810 ダークエクリプス 牡3青鹿56 吉田 隼人矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 480＋ 22：01．72 7．5�
89 アランヴェリテ 牡3芦 56

54 △小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 42：02．33� 28．9	

11 テーオーソラネル 牡3黒鹿56 酒井 学小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B498＋ 2 〃 クビ 28．4

33 タガノエスコート 牡3鹿 56 武 豊八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 82：02．51� 28．1�
44 デ リ カ テ ス 牡3鹿 56 坂井 瑠星宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 456－ 42：06．7大差 62．0�
66 フェーングロッテン 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 42：06．91 11．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，456，900円 複勝： 87，364，600円 枠連： 9，543，400円
馬連： 71，424，600円 馬単： 38，758，500円 ワイド： 73，044，000円
3連複： 107，660，500円 3連単： 173，781，200円 計： 623，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 300円 枠 連（2－5） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 220円 �� 590円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 614569 的中 � 266062（1番人気）
複勝票数 計 873646 的中 � 413072（1番人気）� 116641（2番人気）� 36569（6番人気）
枠連票数 計 95434 的中 （2－5） 19138（1番人気）
馬連票数 計 714246 的中 �� 137360（1番人気）
馬単票数 計 387585 的中 �� 47719（1番人気）
ワイド票数 計 730440 的中 �� 103512（1番人気）�� 29197（7番人気）�� 15962（14番人気）
3連複票数 計1076605 的中 ��� 37617（7番人気）
3連単票数 計1737812 的中 ��� 19089（13番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―11．5―11．4―12．0―12．7―12．8―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．7―47．2―58．6―1：10．6―1：23．3―1：36．1―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランディア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．7．11 小倉2着

2019．3．13生 牡3鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 4戦2勝 賞金 17，919，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デリカテス号・フェーングロッテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

5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。



01007 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第7競走 ��1，900�4歳以上2勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

711 クリノドラゴン 牡4栗 56 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 478－ 22：00．7 3．1�
813 アジャストザルート 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 500－ 42：01．02 9．0�
46 � ルーチェット 牝4鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 458－ 22：01．1� 7．7�
45 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 56 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 488＋ 42：01．3� 14．7�
33 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 C．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 518＋ 6 〃 クビ 4．0	

（仏）

22 イ グ ナ ー ツ 牡6鹿 57
56 ☆泉谷 楓真前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 42：01．4クビ 51．6

69 ダッシュダクラウン 	4青鹿56 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B454－ 2 〃 ハナ 5．6�
610 ランドジュピター 牡8鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 474＋ 22：02．03� 303．4�
11 スワーヴシールズ 	5鹿 57 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム B502＋ 4 〃 アタマ 16．4
712 フ ラ ル 牝6鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 0 〃 クビ 29．0�
57 クリノキングボス 牡5栗 57

55 △小沢 大仁栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B484± 02：02．63� 186．2�
34 ユ ウ ゲ ン 牡5鹿 57 
島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 508＋ 62：02．81� 33．3�
814 ドルチェリア 	9鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 534＋ 22：02．9� 93．5�
58 プランドラー 牡6鹿 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 22：06．4大差 26．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，079，300円 複勝： 73，179，100円 枠連： 13，081，100円
馬連： 80，308，600円 馬単： 30，919，300円 ワイド： 76，295，500円
3連複： 125，343，600円 3連単： 130，309，800円 計： 573，516，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 260円 � 230円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 510円 �� 650円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 18，020円

票 数

単勝票数 計 440793 的中 � 111407（1番人気）
複勝票数 計 731791 的中 � 165265（1番人気）� 61590（5番人気）� 76196（4番人気）
枠連票数 計 130811 的中 （7－8） 8604（5番人気）
馬連票数 計 803086 的中 �� 46402（4番人気）
馬単票数 計 309193 的中 �� 11437（4番人気）
ワイド票数 計 762955 的中 �� 39905（4番人気）�� 30280（8番人気）�� 15221（16番人気）
3連複票数 計1253436 的中 ��� 21230（13番人気）
3連単票数 計1303098 的中 ��� 5242（42番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―12．3―13．8―12．7―12．0―12．5―12．9―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―19．0―31．3―45．1―57．8―1：09．8―1：22．3―1：35．2―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノドラゴン �
�
父 アスカクリチャン �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．10．25 京都16着

2018．5．7生 牡4栗 母 クリノクレオパトラ 母母 シャトルライン 19戦3勝 賞金 43，878，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プランドラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月5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。

01008 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （芝・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

66 ディヴィーナ 牝4鹿 54 C．デムーロ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：35．3 3．4�
（仏）

33 ジャスティンカフェ 牡4鹿 56 川田 将雅三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488＋ 21：35．61� 1．3�
810 テーオーアマゾン 牡6青鹿 57

55 △小沢 大仁小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490＋101：35．92 77．6�
78 セ ン ト ウ ル 牡6黒鹿57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 490＋101：36．1	 14．0�
55 シューラヴァラ 牡4黒鹿56 
島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 ハナ 67．3�
77 メイショウカミシマ 牡8黒鹿 57

54 ▲松本 大輝松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 472＋ 41：36．2� 170．4�
22 ジャミールフエルテ �6鹿 57 岩田 望来吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：36．31 57．1	
11 ブレイニーラン 牡7鹿 57 松山 弘平 
シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 490± 01：36．51 35．5�
89 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿54 松若 風馬大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 27．4�
44 ラインオブダンス 牝5黒鹿55 坂井 瑠星G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：36．81� 135．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，186，500円 複勝： 152，785，500円 枠連： 9，750，700円
馬連： 56，275，100円 馬単： 44，393，400円 ワイド： 46，666，300円
3連複： 93，710，900円 3連単： 256，370，900円 計： 704，139，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 100円 � 430円 枠 連（3－6） 150円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 120円 �� 1，200円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 9，220円

票 数

単勝票数 計 441865 的中 � 102882（2番人気）
複勝票数 計1527855 的中 � 132648（2番人気）� 1225930（1番人気）� 11698（7番人気）
枠連票数 計 97507 的中 （3－6） 47840（1番人気）
馬連票数 計 562751 的中 �� 292746（1番人気）
馬単票数 計 443934 的中 �� 70348（2番人気）
ワイド票数 計 466663 的中 �� 153251（1番人気）�� 6743（15番人気）�� 11483（10番人気）
3連複票数 計 937109 的中 ��� 29153（7番人気）
3連単票数 計2563709 的中 ��� 20148（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．3―12．3―12．1―10．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．7―49．0―1：01．3―1：13．4―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ディヴィーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．5．22 中京1着

2018．2．24生 牝4鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 6戦3勝 賞金 31，892，000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。



01009 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第9競走 ��
��1，400�

かどまつ

門松ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 ボンディマンシュ �6黒鹿57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：24．0 4．0�
23 ヴァルキュリア 牝5鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－ 41：24．21	 3．8�

（仏）

35 ブ ッ チ ー ニ 牝6白 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438＋10 〃 クビ 9．0�

816 オーマイガイ 牡9栗 57 亀田 温心廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 484＋121：24．51
 13．3�
11 ボイラーハウス 牡4鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 502＋ 6 〃 クビ 4．4	
713 メイショウハナモリ 牡6黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B520＋ 61：24．6クビ 18．2

12 ホッコーアカツキ 牡5鹿 57 国分 優作北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 510－ 81：24．7� 45．9�
36 シェパードボーイ 牡6黒鹿57 岩田 望来吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 ハナ 36．0�
510 タガノプレトリア 牡7鹿 57 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋121：24．8� 144．6
24 ダノングリスター �6鹿 57 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B500＋ 8 〃 クビ 33．8�
47 ランドボルケーノ 牡4黒鹿56 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 484＋101：25．33 19．0�
48 スペースクラフト �6芦 57 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋ 81：25．4クビ 24．3�
714 ディモールト 牡5黒鹿57 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B500＋ 21：25．61� 40．2�
612 ソーラーフレア 牡7鹿 57 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 41：26．34 33．9�
815 エイシンハルニレ 牡5鹿 57 川又 賢治吉田 勝利氏 天間 昭一 浦河 栄進牧場 468＋ 81：27．78 432．5�
611 シホノレジーナ 牝5栗 55 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム B520＋221：28．23 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，938，100円 複勝： 87，625，500円 枠連： 22，464，600円
馬連： 127，827，700円 馬単： 45，583，300円 ワイド： 108，586，300円
3連複： 212，834，200円 3連単： 223，147，500円 計： 883，007，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 380円 �� 680円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 549381 的中 � 109168（2番人気）
複勝票数 計 876255 的中 � 165440（2番人気）� 173520（1番人気）� 83784（4番人気）
枠連票数 計 224646 的中 （2－5） 20907（1番人気）
馬連票数 計1278277 的中 �� 129118（1番人気）
馬単票数 計 455833 的中 �� 21891（2番人気）
ワイド票数 計1085863 的中 �� 77131（1番人気）�� 39039（5番人気）�� 54788（4番人気）
3連複票数 計2128342 的中 ��� 76680（2番人気）
3連単票数 計2231475 的中 ��� 18096（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．8―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．1―45．9―58．5―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 13，16－11，4，14（5，12）9（2，7）1－10，15，6（8，3） 4 13，16－4，11，14（5，12）9，7（2，1）－（10，6）3，8，15

勝馬の
紹 介

ボンディマンシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．1 阪神2着

2016．3．23生 �6黒鹿 母 ビアンカシェボン 母母 ミルズウィスパー 11戦4勝 賞金 61，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シホノレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月5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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルタイタン号
（非抽選馬） 9頭 オルクリスト号・クリノサンレオ号・コラルノクターン号・ダイシンイナリ号・ニシノホライゾン号・

ニホンピロランド号・メイショウマサヒメ号・メイショウラビエ号・ラヴォアドゥース号
※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。

01010 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第10競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3．1．5以降3．12．28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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
3：03．9
3：01．0

良
良

69 マカオンドール 牡4芦 52 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492± 03：04．3 2．1�
710 レクセランス 牡5鹿 54 C．デムーロ �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋16 〃 アタマ 5．8�

（仏）

812 シルヴァーソニック 牡6芦 55 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 03：04．51� 5．2�
45 マンオブスピリット �5鹿 54 武 豊ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492± 03：04．6	 28．2�
68 ディアマンミノル 牡5栗 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 474＋ 83：04．7クビ 8．5�
57 シ ロ ニ イ 牡8白 53 幸 英明金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B506± 0 〃 アタマ 44．8

711 カウディーリョ 牡6黒鹿56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 14．2�
33 ゴールドギア 牡7黒鹿55 岩田 望来有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B490＋ 83：04．91� 70．1�
56 タイセイモナーク 牡6鹿 53 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502＋ 63：05．0
 16．2
11 ドンアルゴス 牡7黒鹿53 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534± 03：06．17 67．9�
22 ニホンピロスクーロ �5青鹿52 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496± 03：06．63 20．3�
44 メイショウエイコウ 牡8鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454＋ 23：06．7クビ 71．0�
813 リ ー ヴ ル 牡6栗 51 酒井 学	G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 63：06．8
 46．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 82，612，800円 複勝： 104，491，700円 枠連： 28，339，700円
馬連： 175，084，700円 馬単： 65，491，400円 ワイド： 142，307，100円
3連複： 294，038，100円 3連単： 344，094，700円 計： 1，236，460，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 420円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 826128 的中 � 308268（1番人気）
複勝票数 計1044917 的中 � 299804（1番人気）� 126980（3番人気）� 182917（2番人気）
枠連票数 計 283397 的中 （6－7） 51650（1番人気）
馬連票数 計1750847 的中 �� 145645（3番人気）
馬単票数 計 654914 的中 �� 37021（2番人気）
ワイド票数 計1423071 的中 �� 96187（2番人気）�� 153407（1番人気）�� 63477（5番人気）
3連複票数 計2940381 的中 ��� 188167（1番人気）
3連単票数 計3440947 的中 ��� 70209（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．6―12．0―12．2―12．9―13．1―13．6―12．8―12．2―11．5―11．7―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．5―36．1―48．1―1：00．3―1：13．2―1：26．3―1：39．9―1：52．7―2：04．9―2：16．4―2：28．1

2，600� 2，800�
―2：39．9―2：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．9―3F36．2
1
�
13－7（2，11）（6，8，12）（5，10）（9，3）4＝1・（13，7）2－11，6（8，12）（5，10）（9，3）－1，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンドール �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Darshaan デビュー 2020．6．21 阪神4着

2018．3．18生 牡4芦 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 15戦4勝 賞金 102，262，000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。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第60回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3．1．5以降3．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

47 ザ ダ ル 牡6栗 57．5 松山 弘平 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 21：32．9 13．9�
611 ダイワキャグニー �8黒鹿57．5 幸 英明大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B500＋ 81：33．01 26．4�
510 カイザーミノル 牡6鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B466± 0 〃 アタマ 6．3�
24 ダイアトニック 牡7鹿 57．5 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 480＋ 8 〃 アタマ 27．2�
59 クリノプレミアム 牝5栗 52 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 480－ 21：33．21� 65．1�
612 エアロロノア 牡5鹿 56 岩田 望来 	ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 506± 01：33．3	 3．5

713 ヴェロックス 牡6鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス	 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494＋101：33．4クビ 26．1�
815 ステルヴィオ 牡7鹿 58 和田 竜二 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 ハナ 18．8�
12 バスラットレオン 牡4鹿 55 坂井 瑠星広尾レース	 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 492＋ 8 〃 クビ 9．9
36 シ ュ リ 牡6黒鹿57 武 豊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 01：33．61� 7．8�
48 ルークズネスト 牡4鹿 55 泉谷 楓真窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 516＋ 2 〃 ハナ 7．0�
11 ヴィジュネル 牡4青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 81：33．7	 14．8�
714 トーラスジェミニ 牡6鹿 57．5 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478＋ 61：34．01	 49．8�
23 サトノフェイバー 牡7黒鹿57 古川 吉洋 	サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B522＋121：34．31
 104．4�
816 メイケイダイハード 牡7鹿 55 酒井 学名古屋競馬	 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 550＋ 81：34．4クビ 93．7�
35 ディアンドル 牝6黒鹿55 C．デムーロ �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B506＋ 21：34．61	 12．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 257，575，500円 複勝： 335，451，800円 枠連： 182，029，300円 馬連： 882，181，300円 馬単： 270，639，500円
ワイド： 770，266，200円 3連複： 1，801，579，900円 3連単： 1，927，415，900円 5重勝： 614，650，800円 計： 7，041，790，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 420円 � 620円 � 240円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 14，680円 馬 単 �� 24，540円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 1，650円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 25，310円 3 連 単 ��� 194，320円

5 重 勝
対象競走：中京9R／中山10R／中京10R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 1，929，390円

票 数

単勝票数 計2575755 的中 � 147781（7番人気）
複勝票数 計3354518 的中 � 199323（8番人気）� 127533（11番人気）� 416156（2番人気）
枠連票数 計1820293 的中 （4－6） 169335（1番人気）
馬連票数 計8821813 的中 �� 46567（50番人気）
馬単票数 計2706395 的中 �� 8271（88番人気）
ワイド票数 計7702662 的中 �� 51665（49番人気）�� 128429（17番人気）�� 106808（23番人気）
3連複票数 計18015799 的中 ��� 53381（92番人気）
3連単票数 計19274159 的中 ��� 7191（670番人気）
5重勝票数 計6146508 的中 ����� 223

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．0―11．7―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―34．1―46．1―57．8―1：09．3―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2019．1．12 中山1着

2016．2．12生 牡6栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 13戦6勝 賞金 169，964，000円
〔制裁〕 ルークズネスト号の騎手泉谷楓真は，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：16番）

ヴェロックス号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 エントシャイデン号・グランデマーレ号・サトノダムゼル号・ショックアクション号・ダディーズビビッド号・

トライン号・ハッピーアワー号・フォルコメン号・フランツ号・リレーションシップ号
※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。

01012 1月5日 晴 良 （4中京1） 第1日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713 トーセンアラン 牡4鹿 56 松山 弘平島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532－ 61：23．8 15．3�
815� レモンポップ 牡4栗 56 C．デムーロゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait 512－ 21：24．01 1．6�
（仏）

36 ルチェカリーナ 牝4栗 54 吉田 隼人加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 480＋ 21：24．74 10．7�
48 イ バ ル 牡5青鹿57 川田 将雅ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 522－ 21：24．91� 4．6�
11 メイショウオーギシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 496± 01：25．0クビ 23．4�
612 サイヤダンサー 牡5鹿 57 岩田 康誠西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 468± 01：25．1� 201．1	
611 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 54 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516＋12 〃 アタマ 10．7

714 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 478－ 41：25．2クビ 263．0�
47 	 リュウグウハヤブサ 牡5鹿 57 西村 淳也深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞
湖 レイクヴィラファーム B500＋ 5 〃 アタマ 129．3�
23 レディオマジック 牡5黒鹿 57

55 △小沢 大仁 Him Rock Racing
ホールディングス 佐々木晶三 日高 タバタファーム 484± 01：25．4� 135．6�

510 シャイニーズラン 牡5鹿 57 �島 克駿田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 468＋ 8 〃 クビ 475．0�
12 ゲンパチマイティー 牡5鹿 57 高倉 稜平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B530＋ 4 〃 アタマ 63．3�
35 アオイカツマ 牡4鹿 56 坂井 瑠星新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 480± 01：25．6� 11．7�
24 ヴェッツラー 牡5栗 57

54 ▲西谷 凜永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 448＋ 6 〃 ハナ 465．5�
816 ティートラップ 牡5鹿 57 秋山真一郎深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 460± 01：25．81� 62．3�
59 ビートマジック 6黒鹿57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 小林 真也 新ひだか 大典牧場 476－ 21：26．01� 133．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 124，879，900円 複勝： 207，100，500円 枠連： 45，864，300円
馬連： 217，211，200円 馬単： 111，338，200円 ワイド： 205，489，400円
3連複： 349，340，400円 3連単： 561，398，900円 計： 1，822，622，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 300円 � 110円 � 200円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，370円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 26，590円

票 数

単勝票数 計1248799 的中 � 64918（6番人気）
複勝票数 計2071005 的中 � 86029（6番人気）� 1116396（1番人気）� 153149（3番人気）
枠連票数 計 458643 的中 （7－8） 31262（5番人気）
馬連票数 計2172112 的中 �� 132451（5番人気）
馬単票数 計1113382 的中 �� 20486（11番人気）
ワイド票数 計2054894 的中 �� 92050（6番人気）�� 34964（16番人気）�� 166992（2番人気）
3連複票数 計3493404 的中 ��� 96025（8番人気）
3連単票数 計5613989 的中 ��� 15307（73番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．6―12．1―12．6―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．5―46．6―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンアラン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．4生 牡4鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 13戦3勝 賞金 32，180，000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 ヴァクストゥーム号・ゼンノジャスタ号
※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。

５レース目



（4中京1）第1日 1月5日（水曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

295，790，000円
8，210，000円
32，500，000円
1，760，000円
38，230，000円
70，312，000円
4，672，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
873，601，000円
1，473，780，100円
369，675，800円
1，909，559，200円
768，026，700円
1，712，217，800円
3，438，303，700円
4，274，699，300円
614，650，800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 15，434，514，400円

総入場人員 3，618名 （有料入場人員 3，304名）
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