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01109 1月30日 晴 良 （4中京1） 第10日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

牝；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

612 サエールフェイス 牝3芦 54 酒井 学 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 462± 01：13．6 25．6�
816 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± 01：13．81 3．3�
815 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋ 2 〃 ハナ 7．9�
12 コパノフランシス 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 浦河 中島牧場 476－ 81：14．65 14．3�
35 テンメジャーガール 牝3栗 54 幸 英明天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 4 〃 アタマ 6．0�
36 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 450± 01：14．81� 2．5�
47 ア ク ア ヒ ナ 牝3黒鹿54 和田 竜二フィールドレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 490－ 8 〃 アタマ 13．6	
510 ソーメニーサンクス 牝3鹿 54 長岡 禎仁
ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 438＋ 61：14．9� 143．8�
48 リンクスアイ 牝3栗 54 川須 栄彦目谷 一幸氏 土田 稔 日高 山田 政宏 462－ 41：15．22 25．8�
24 ローザロード 牝3鹿 54 松田 大作ディアレストクラブ 加用 正 日高 シンボリ牧場 428－ 21：15．51� 98．6�
11 サンオークレア 牝3鹿 54 水口 優也 加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 452－ 81：15．92� 600．5�
59 エムズブランコ 牝3栗 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 470－ 61：16．11 335．4�
611 ヴェルデヴェント 牝3芦 54 柴山 雄一井手 慶祐氏 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 438－ 81：16．31� 362．7�
23 リューイーソー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ
ヤナガワ牧場 杉山 佳明 日高 ヤナガワ牧場 442－ 41：16．83 141．0�
713 ワイズダムアスク 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 370－ 4 〃 ハナ 232．1�
714 ヴェスパーローズ 牝3黒鹿54 的場 勇人八嶋 長久氏 的場 均 新冠 シンカンファーム 424－141：17．75 647．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，829，000円 複勝： 46，962，700円 枠連： 14，706，300円
馬連： 54，707，000円 馬単： 26，229，700円 ワイド： 52，998，200円
3連複： 95，846，400円 3連単： 107，971，000円 計： 431，250，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 490円 � 140円 � 230円 枠 連（6－8） 2，350円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，740円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 46，100円

票 数

単勝票数 計 318290 的中 � 9934（7番人気）
複勝票数 計 469627 的中 � 18465（7番人気）� 111771（2番人気）� 49333（4番人気）
枠連票数 計 147063 的中 （6－8） 4838（8番人気）
馬連票数 計 547070 的中 �� 14282（12番人気）
馬単票数 計 262297 的中 �� 2270（29番人気）
ワイド票数 計 529982 的中 �� 16199（10番人気）�� 7242（18番人気）�� 38052（2番人気）
3連複票数 計 958464 的中 ��� 15229（14番人気）
3連単票数 計1079710 的中 ��� 1698（138番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．8―12．4―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．5―47．9―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サエールフェイス �
�
父 ザファクター �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．8．21 小倉11着

2019．3．10生 牝3芦 母 サ ラ フ ァ ン 母母 ティリオブストラッフォード 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェスパーローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 エムズブランコ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年3月30日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エムアイリーズン号

01110 1月30日 晴 良 （4中京1） 第10日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時30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

810 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 426± 01：55．8 1．6�
33 エミサソウツバサ 牡3鹿 56 荻野 極亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 506－ 41：56．01� 12．0�
22 パトリオットラン 牡3鹿 56 松山 弘平岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 514－101：56．21� 17．3�
79 バンクロール 牡3鹿 56 田中 健�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 456－ 41：56．3� 38．6�
66 アグネスリュウ 牡3栗 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 520＋ 21：57．04 3．8�
67 サンライズロナウド 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心	ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458± 01：57．42 45．7

44 シゲルデビル 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448± 01：58．14 134．7�
78 リュウノイチモンジ 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム 472－ 81：58．42 220．2�
811 ジャスティンパワー 牡3鹿 56 田辺 裕信三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 21：58．5� 8．0
55 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56 酒井 学畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 482－ 41：59．45 24．9�
11 サンナムジャ 牡3鹿 56 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 500－ 42：04．8大差 344．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，062，700円 複勝： 131，077，100円 枠連： 9，722，600円
馬連： 48，624，400円 馬単： 31，996，500円 ワイド： 49，200，800円
3連複： 88，092，300円 3連単： 137，668，500円 計： 533，444，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 260円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 390円 �� 580円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 370627 的中 � 184450（1番人気）
複勝票数 計1310771 的中 � 1002691（1番人気）� 42403（4番人気）� 32853（5番人気）
枠連票数 計 97226 的中 （3－8） 12125（3番人気）
馬連票数 計 486244 的中 �� 42557（3番人気）
馬単票数 計 319965 的中 �� 18935（4番人気）
ワイド票数 計 492008 的中 �� 35246（3番人気）�� 22056（6番人気）�� 5098（19番人気）
3連複票数 計 880923 的中 ��� 13214（15番人気）
3連単票数 計1376685 的中 ��� 9224（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．8―50．6―1：03．3―1：16．5―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ル バ ー ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2021．9．26 中京8着

2019．3．2生 牡3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンナムジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月30日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 サンナムジャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年3月30日まで平地競走に出走できな

い。

第１回 中京競馬 第１０日



01111 1月30日 晴 良 （4中京1） 第10日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 � ウ ラ ヤ 牡3栗 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 484－ 21：25．7 5．4�
23 オンザダブル 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 508－121：26．12� 2．7�
12 コスモパサージュ 牡3青鹿56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 宮 徹 安平 ノーザンファーム 506－ 21：26．73� 57．5�
59 リッキーヤスオカ 牡3栗 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 516＋121：26．91� 25．3�
11 ビーストアタック 牝3鹿 54 団野 大成 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B458－ 2 〃 クビ 2．3	
47 ゲオルギウス 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 	川フアーム 472＋ 41：27．75 21．6

48 リ ー ス タ ル 牝3鹿 54 幸 英明中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：28．01� 68．6�
510 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 466± 01：28．21� 27．7�
713 リ ョ ウ フ ウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 510± 01：28．3� 54．5
612 ヴィニュロン 牡3栗 56 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 464－ 41：28．62 650．3�
36 ブルーインサニティ 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 510＋ 31：28．7� 145．7�
816 レ ヴ ォ ル ト 牡3黒鹿56 松田 大作�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 B490＋ 21：29．12� 13．5�
714 エ ン ベ ル ト 牡3栗 56 的場 勇人八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 436± 0 〃 アタマ 232．7�
35 トップランナー 牡3栗 56 小崎 綾也田畑 富子氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 470－ 41：29．73� 561．8�
611 マサルイチバンボシ 牡3栗 56 富田 暁山藤賢� 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：30．44 74．7�
815 ハッピーノリクン 牡3栗 56 酒井 学足立 範子氏 鈴木 伸尋 新ひだか タイヘイ牧場 B434－101：31．14 194．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，654，400円 複勝： 55，988，100円 枠連： 14，933，300円
馬連： 62，613，600円 馬単： 28，682，200円 ワイド： 64，506，200円
3連複： 112，637，400円 3連単： 121，932，500円 計： 514，947，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 200円 � 140円 � 640円 枠 連（2－2） 810円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，350円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 27，870円

票 数

単勝票数 計 536544 的中 � 79310（3番人気）
複勝票数 計 559881 的中 � 71466（3番人気）� 143074（1番人気）� 15648（8番人気）
枠連票数 計 149333 的中 （2－2） 14256（2番人気）
馬連票数 計 626136 的中 �� 63937（2番人気）
馬単票数 計 286822 的中 �� 12890（5番人気）
ワイド票数 計 645062 的中 �� 44391（2番人気）�� 6628（24番人気）�� 10828（15番人気）
3連複票数 計1126374 的中 ��� 12239（20番人気）
3連単票数 計1219325 的中 ��� 3171（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―47．0―59．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウ ラ ヤ �
�
父 New Approach �

�
母父 Pyro デビュー 2021．7．24 新潟7着

2019．3．22生 牡3栗 母 Wadi 母母 Fragrant Oasis 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ゲオルギウス号の騎手古川奈穂は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサルイチバンボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平

地競走に出走できない。
ハッピーノリクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月30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。
（非当選馬） 1頭 ムッシュージョイ号
（非抽選馬） 2頭 プリンアラモード号・マイネルホリゾンテ号

01112 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第4競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走11時30分 （ダート・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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

67 フ ル ム 牡3黒鹿56 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 480± 01：12．5 3．1�
56 ナインティゴット 牡3鹿 56 松山 弘平後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 496＋ 6 〃 クビ 2．0�
33 ナックドロップス 牝3鹿 54 丸田 恭介小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 458－ 81：13．56 40．4�
11 カネトシブルーム 牡3芦 56 富田 暁兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 506＋ 2 〃 アタマ 8．7�
22 ミルトクリーガー 牡3黒鹿56 和田 竜二永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 466－ 21：13．6� 22．4�
79 ダイチラファール 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 434＋ 21：14．02 28．1	
811� アマクミナイデヨ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心若林 武雄氏 今津 博之 日高 若林 順一 446－ 7 〃 クビ 112．2

（愛知）

710 スマートプレジール 牝3鹿 54 団野 大成大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 472－ 8 〃 ハナ 30．0�
812 アーリーレッグ 牡3鹿 56 田辺 裕信岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468＋ 21：14．31� 52．7�
55 グッドグロウス 牡3鹿 56 幸 英明宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 468＋ 81：14．5� 12．1
44 ビーアイオラクル 牡3鹿 56 池添 謙一礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 480－ 21：14．92	 19．6�
68 テイエムランウェイ 牡3栗 56 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 486＋ 21：15．53	 25．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，725，700円 複勝： 59，395，900円 枠連： 10，775，900円
馬連： 67，656，400円 馬単： 29，939，500円 ワイド： 68，170，900円
3連複： 111，006，700円 3連単： 128，623，400円 計： 527，294，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 560円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，130円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，330円

票 数

単勝票数 計 517257 的中 � 129644（2番人気）
複勝票数 計 593959 的中 � 146921（2番人気）� 161847（1番人気）� 14991（10番人気）
枠連票数 計 107759 的中 （5－6） 31717（1番人気）
馬連票数 計 676564 的中 �� 166671（1番人気）
馬単票数 計 299395 的中 �� 30173（2番人気）
ワイド票数 計 681709 的中 �� 136484（1番人気）�� 12699（17番人気）�� 13128（14番人気）
3連複票数 計1110067 的中 ��� 33902（7番人気）
3連単票数 計1286234 的中 ��� 9994（22番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．3―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ル ム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2021．6．27 東京3着

2019．4．17生 牡3黒鹿 母 サンタテレサ 母母 ア ビ ラ 7戦2勝 賞金 22，000，000円



01113 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・左）

牝；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
1：32．3
1：30．3

良
良

22 アンジェリーナ 牝3栗 54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 420－ 41：34．7 3．7�
56 コスタボニータ 牝3芦 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 454± 01：35．33� 2．4�
69 マヒナライズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 416－101：35．51� 4．3�
710 ニホンピロポート 牝3鹿 54 田中 健小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 436－ 81：35．81� 37．1�
11 トウシンハナ 牝3栗 54 池添 謙一�サトー 村山 明 新ひだか 服部 牧場 428－ 21：36．01� 273．6�
711 ホートンプレインズ 牝3栗 54 松山 弘平 	キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 422－ 8 〃 クビ 6．1

68 ベルシャンテ 牝3鹿 54 幸 英明 	キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：36．21� 15．7�
33 ヴァルサーガ 牝3栗 54 酒井 学杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 396－ 2 〃 クビ 77．3�
45 ブルーグラス 牝3栗 54 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 81：36．3クビ 26．1
44 ユ イ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 444＋ 21：36．93� 74．8�
812 プラウドリネージュ 牝3鹿 54 富田 暁フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 430－ 81：37．01 69．5�
57 メイショウオリジン 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 470－ 41：37．95 502．4�
813 セイウンナナセマル 牝3黒鹿54 小崎 綾也西山 茂行氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 438－ 21：38．11 326．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，625，500円 複勝： 59，067，300円 枠連： 9，537，500円
馬連： 65，553，600円 馬単： 30，154，300円 ワイド： 60，315，800円
3連複： 97，720，800円 3連単： 121，673，100円 計： 495，647，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 516255 的中 � 108781（2番人気）
複勝票数 計 590673 的中 � 111280（2番人気）� 161016（1番人気）� 97210（3番人気）
枠連票数 計 95375 的中 （2－5） 13433（2番人気）
馬連票数 計 655536 的中 �� 93632（1番人気）
馬単票数 計 301543 的中 �� 18946（5番人気）
ワイド票数 計 603158 的中 �� 75377（1番人気）�� 50217（3番人気）�� 65866（2番人気）
3連複票数 計 977208 的中 ��� 119428（1番人気）
3連単票数 計1216731 的中 ��� 22559（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．5―59．5―1：11．4―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

アンジェリーナ �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．7．10 函館3着

2019．3．9生 牝3栗 母 チ ラ リ 母母 ミラクルワウ 7戦1勝 賞金 12，620，000円

01114 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走12時50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

48 ブラックブロッサム 牡3青 56 松山 弘平 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526 ―2：01．8 2．3�

47 ダノンソフィア 牝3鹿 54 団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498 ―2：01．91 3．1�
611 ファインバーグ 牡3青鹿56 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 日高 白井牧場 512 ―2：02．11� 15．3�
817 フォールロワ 牡3栗 56 田辺 裕信フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 464 ―2：02．2クビ 52．5�
816 レディーシス 牝3鹿 54 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 410 ―2：02．3� 304．0	

35 ララアンセストラル 牡3栗 56 和田 竜二フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 468 ―2：02．62 38．3

（法942）

714 セットリスト 牝3黒鹿 54
50 ★古川 奈穂 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476 ―2：03．13 26．9�

713 マテンロウルーチェ 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 540 ― 〃 ハナ 12．9�
24 アスクビギンアゲン 牡3鹿 56 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 534 ―2：03．2� 33．4
12 ホーリーウェル 牝3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 398 ―2：03．41 67．9�
818 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 454 ―2：03．72 141．3�
510 タッケンアイ 牡3芦 56 荻野 極竹田 寿氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 536 ―2：03．91� 5．9�
612 テイエムライコオ 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 478 ―2：04．21� 74．4�
11 ス モ ア 牡3鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482 ―2：04．62� 32．3�
36 ジュンコメタ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心河合 純二氏 森 秀行 安平 追分ファーム 494 ―2：05．02� 229．0�
23 メイショウカミヨシ 牝3黒鹿54 富田 暁松本 好雄氏 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 436 ―2：05．85 109．9�
715 ベルジェンヌ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ福盛 訓之氏 高橋 康之 日高 モリナガファーム 494 ―2：05．9クビ 274．2�
59 テイエムヒットマン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 512 ―2：06．32� 311．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 56，051，500円 複勝： 52，174，700円 枠連： 17，367，900円
馬連： 62，120，300円 馬単： 27，998，000円 ワイド： 58，934，500円
3連複： 95，140，800円 3連単： 102，280，900円 計： 472，068，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 240円 枠 連（4－4） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 690円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 560515 的中 � 187097（1番人気）
複勝票数 計 521747 的中 � 142207（1番人気）� 97009（2番人気）� 39143（5番人気）
枠連票数 計 173679 的中 （4－4） 30200（1番人気）
馬連票数 計 621203 的中 �� 116724（1番人気）
馬単票数 計 279980 的中 �� 28715（1番人気）
ワイド票数 計 589345 的中 �� 79621（1番人気）�� 19633（7番人気）�� 20707（6番人気）
3連複票数 計 951408 的中 ��� 44487（3番人気）
3連単票数 計1022809 的中 ��� 14686（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．8―12．6―12．4―12．1―12．1―12．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．0―49．6―1：02．0―1：14．1―1：26．2―1：38．3―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3

2，4（5，8）（7，11）－16（13，14）（17，18）－6，12（3，15）（1，9）10
2（4，8）5（7，11）16，13（17，14，18）－6，15，10－（12，3，9）－1

2
4

2，4（5，8）（7，11）－16－（13，14）－17，18－6（12，15）3（1，9，10）・（2，4）（5，8）（7，11）（13，16）（17，14，18）＝（15，6）－10，12（3，9）1
勝馬の
紹 介

ブラックブロッサム �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Orpen 初出走

2019．5．12生 牡3青 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 セットリスト号の騎手古川奈穂は，1コーナーで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・18番）

ファインバーグ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・4
番）

※ファインバーグ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01115 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

66 ファーストソリスト 牝4黒鹿54 団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 474＋ 21：56．0 6．0�
55 ワイドアウェイク 牝4栗 54 幸 英明 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496＋ 61：56．32 32．7�
89 ウォーターアンク 牝4栗 54 松山 弘平山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486＋ 41：56．61� 2．3�
88 ラヴベローナ 牝7鹿 55 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B498＋ 21：56．92 24．0�
11 � ウインホノカ 牝6鹿 55

52 ▲西谷 凜山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 420－ 41：57．0クビ 33．1�
77 サウザンドスマイル 牝5鹿 55

54 ☆亀田 温心�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋ 41：57．1� 16．6	

44 ドリームアゲイン 牝4鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460± 01：57．31� 2．3


33 チャーチャンテン 牝4黒鹿 54
50 ★古川 奈穂田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 404－ 41：57．83 168．2�

22 アーニングフェイム 牝5黒鹿 55
51 ★永島まなみ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 464－ 61：58．43� 18．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，921，500円 複勝： 31，517，400円 枠連： 6，465，400円
馬連： 48，773，200円 馬単： 28，244，200円 ワイド： 39，579，200円
3連複： 75，402，200円 3連単： 134，213，800円 計： 403，116，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 380円 � 130円 枠 連（5－6） 6，080円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 230円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 33，860円

票 数

単勝票数 計 389215 的中 � 51182（3番人気）
複勝票数 計 315174 的中 � 43600（3番人気）� 14835（7番人気）� 88181（2番人気）
枠連票数 計 64654 的中 （5－6） 823（14番人気）
馬連票数 計 487732 的中 �� 7041（16番人気）
馬単票数 計 282442 的中 �� 1639（31番人気）
ワイド票数 計 395792 的中 �� 8808（15番人気）�� 52406（2番人気）�� 11850（9番人気）
3連複票数 計 754022 的中 ��� 19970（11番人気）
3連単票数 計1342138 的中 ��� 2873（97番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―13．6―12．8―12．6―12．6―12．8―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．7―39．3―52．1―1：04．7―1：17．3―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファーストソリスト 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．7．11 阪神8着

2018．3．30生 牝4黒鹿 母 ヴ ァ ゼ ム 母母 ニ キ ー ヤ 12戦2勝 賞金 17，460，000円

01116 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時50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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 � ヴァンヤール 牡4栗 56 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 522＋ 21：54．3 4．3�

67 タイキフォース 牡4栗 56 松山 弘平�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 482＋ 21：54．4� 1．8�

78 ロ ス コ フ 牡4鹿 56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 498＋ 4 〃 クビ 6．0�
33 ステイブルアスク 牝4栗 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 424± 0 〃 クビ 8．6�
11 テイエムマグマ 牡4鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 512＋ 81：54．82� 15．1	
810 ヒッチコック 牡6芦 57

54 ▲服部 寿希薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 506－ 81：55．33 175．8


79 グレースルビー 牝5鹿 55
54 ☆亀田 温心本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 466± 01：55．4クビ 107．8�

22 ラブスピール 牝5鹿 55 和田 竜二増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 458± 01：55．61� 113．2�
55 トップザビル 牝4栗 54 柴山 雄一吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 438± 01：55．81� 25．0
811 リトルクレバー 牡5鹿 57 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 466＋ 61：55．9� 16．3�
66 スラッシュメタル 	7鹿 57 加藤 祥太吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B460＋121：56．53� 162．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，136，900円 複勝： 92，927，100円 枠連： 9，816，000円
馬連： 71，158，000円 馬単： 41，180，800円 ワイド： 65，454，900円
3連複： 110，510，800円 3連単： 193，638，000円 計： 633，822，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 450円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 210円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 491369 的中 � 90873（2番人気）
複勝票数 計 929271 的中 � 96701（2番人気）� 508183（1番人気）� 90644（3番人気）
枠連票数 計 98160 的中 （4－6） 16900（2番人気）
馬連票数 計 711580 的中 �� 134538（1番人気）
馬単票数 計 411808 的中 �� 27533（4番人気）
ワイド票数 計 654549 的中 �� 93724（1番人気）�� 29525（8番人気）�� 85772（2番人気）
3連複票数 計1105108 的中 ��� 109094（2番人気）
3連単票数 計1936380 的中 ��� 30123（11番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―13．9―13．0―12．7―12．5―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―39．1―52．1―1：04．8―1：17．3―1：29．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
1，8，7（4，10）（2，9，11）－3（5，6）
1，8，7（2，4，11）（10，6）（9，3）－5

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

勝馬の
紹 介

�ヴァンヤール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．3．26生 牡4栗 母 ブライトエルフ 母母 スウィートエルフ 8戦2勝 賞金 26，820，000円
初出走 JRA



01117 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第9競走 ��
��1，600�

か り や

刈 谷 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，2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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

78 フラーズダルム 牝4鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 492＋101：34．5 3．2�
55 メモリーエフェクト 牡4鹿 56 富田 暁�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470± 01：34．6クビ 2．5�
22 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿56 藤岡 佑介平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 504＋101：34．71 13．3�
810 シューラヴァラ 牡4黒鹿56 酒井 学高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 454＋ 21：34．8� 43．3�
44 オーマイダーリン 牝5鹿 55 和田 竜二廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 482＋101：34．9� 3．7�
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 B500－ 21：35．0クビ 18．3	
77 ラキャラントシス 牝5栗 55 田辺 裕信�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 480± 0 〃 アタマ 34．3

89 ダンツイノーバ 牝5栗 55 団野 大成山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 460± 0 〃 ハナ 25．5�
33 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 幸 英明小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490± 0 〃 アタマ 19．9�
66 トロイメント 牝6青 55 小崎 綾也�G1レーシング 四位 洋文 安平 追分ファーム 462＋ 61：35．74 73．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，975，700円 複勝： 45，349，100円 枠連： 13，612，600円
馬連： 92，466，600円 馬単： 42，485，400円 ワイド： 71，198，800円
3連複： 140，516，000円 3連単： 216，647，500円 計： 671，251，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 130円 � 220円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 200円 �� 680円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 489757 的中 � 120225（2番人気）
複勝票数 計 453491 的中 � 103826（2番人気）� 106355（1番人気）� 37162（4番人気）
枠連票数 計 136126 的中 （5－7） 26471（1番人気）
馬連票数 計 924666 的中 �� 174893（1番人気）
馬単票数 計 424854 的中 �� 37732（2番人気）
ワイド票数 計 711988 的中 �� 109774（1番人気）�� 23080（6番人気）�� 32955（4番人気）
3連複票数 計1405160 的中 ��� 70204（2番人気）
3連単票数 計2166475 的中 ��� 28392（9番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―11．9―11．6―11．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―47．7―59．3―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

フラーズダルム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．14 阪神1着

2018．3．1生 牝4鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 11戦3勝 賞金 50，114，000円
〔制裁〕 メモリーエフェクト号の騎手富田暁は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）

01118 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第10競走 ��
��2，200�

み の

美濃ステークス
発走15時00分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 488＋ 62：14．6 12．1�
67 ニホンピロタイズ 牡4青鹿56 酒井 学小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 500± 0 〃 アタマ 7．2�
11 カレンルシェルブル 牡4鹿 56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 1．9�
66 ホウオウエクレール 牡5鹿 57 和田 竜二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 502－ 22：14．7� 17．2�
78 セファーラジエル 牡4鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 522－122：14．91	 6．3	
811 プリュムドール 牝4栗 54 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 62：15．21
 4．5

44 ゼ ー ゲ ン 牡7青鹿57 藤岡 佑介�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 22：15．3
 50．1�
810 ジョウショームード 牡6黒鹿57 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448± 02：15．41 332．7�
33 ワールドスケール 牡5鹿 57 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 476＋ 22：15．5クビ 69．1
22 フォイヤーヴェルク �9青鹿57 富田 暁 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B460＋14 〃 ハナ 108．2�
79 サトノグロワール 牡7黒鹿57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520± 02：15．71	 41．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 72，126，000円 複勝： 94，734，400円 枠連： 17，884，000円
馬連： 121，366，100円 馬単： 63，298，800円 ワイド： 91，197，700円
3連複： 181，251，200円 3連単： 314，446，900円 計： 956，305，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 180円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 2，230円

馬 連 �� 3，970円 馬 単 �� 9，660円

ワ イ ド �� 790円 �� 350円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 25，340円

票 数

単勝票数 計 721260 的中 � 47679（5番人気）
複勝票数 計 947344 的中 � 91819（5番人気）� 95330（4番人気）� 387891（1番人気）
枠連票数 計 178840 的中 （5－6） 6194（8番人気）
馬連票数 計1213661 的中 �� 23636（15番人気）
馬単票数 計 632988 的中 �� 4910（27番人気）
ワイド票数 計 911977 的中 �� 26378（10番人気）�� 67666（4番人気）�� 83879（3番人気）
3連複票数 計1812512 的中 ��� 76349（6番人気）
3連単票数 計3144469 的中 ��� 8996（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―25．3―37．4―50．6―1：03．6―1：16．0―1：28．3―1：40．3―1：51．8―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ト リ ッ ク �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．10．7 京都2着

2016．4．8生 牡6鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 28戦4勝 賞金 95，347，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カレンルシェルブル号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7

番）
※フォイヤーヴェルク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



01119 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第11競走 ��
��1，200�第27回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，3．1．30以降4．1．23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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

23 メイケイエール 牝4鹿 55 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：08．1 4．0�
816 シャインガーネット 牝5栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480± 01：08．21 11．5�
510 ナランフレグ 牡6栗 56 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 494＋121：08．3クビ 7．0�
36 ホープフルサイン 牡6黒鹿54 太宰 啓介 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B506＋ 2 〃 クビ 104．7�
35 タイセイアベニール 牡7鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B508＋ 81：08．4� 21．3�
713 エ ー ポ ス 牝5栗 55 亀田 温心 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 466－ 4 〃 クビ 7．9

59 カ レ ン モ エ 牝6芦 55 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478＋ 81：08．5クビ 3．7�
24 ルッジェーロ �7黒鹿55 団野 大成村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B520－ 21：08．6� 33．7�
715 ビ ア ン フ ェ �5鹿 57．5 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 562－ 21：08．7	 10．4
12 マイスタイル 牡8鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B474＋ 4 〃 ハナ 38．2�
11 レッドアンシェル 牡8青鹿57．5 和田 竜二 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B476＋ 4 〃 ハナ 63．6�
611 レインボーフラッグ 牡9鹿 53 藤井勘一郎 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 470＋ 21：08．91
 113．2�
817� ジャンダルム 牡7黒鹿57．5 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B514＋ 81：09．11
 8．9�
48 ミッキーワイルド 牡7鹿 56 柴山 雄一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 510－ 61：09．2	 155．3�
818 サヴォワールエメ 牝6栗 53 酒井 学平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 466± 01：09．41
 67．9�
612 レ ジ ェ ー ロ 牝5黒鹿54 小崎 綾也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 420－ 61：09．72 192．9�
714 マイネルアルケミー 牡6栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 476－ 81：10．12� 310．7�
47 ショウナンバビアナ 牝6青鹿51 川島 信二国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 B474－ 21：10．31
 131．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 262，522，100円 複勝： 305，293，800円 枠連： 143，653，300円
馬連： 762，198，900円 馬単： 258，877，600円 ワイド： 564，637，600円
3連複： 1，569，660，000円 3連単： 1，750，892，600円 計： 5，617，735，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 310円 � 240円 枠 連（2－8） 1，270円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 970円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 43，080円

票 数

単勝票数 計2625221 的中 � 523375（2番人気）
複勝票数 計3052938 的中 � 407607（2番人気）� 235404（6番人気）� 328560（3番人気）
枠連票数 計1436533 的中 （2－8） 86986（7番人気）
馬連票数 計7621989 的中 �� 140840（18番人気）
馬単票数 計2588776 的中 �� 32398（25番人気）
ワイド票数 計5646376 的中 �� 91641（22番人気）�� 151206（10番人気）�� 145412（11番人気）
3連複票数 計15696600 的中 ��� 142144（27番人気）
3連単票数 計17508926 的中 ��� 29462（137番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．9―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．6―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 15（17，18）3，9，12（2，16）（1，13，7，14）（5，6）－（4，8，10）11 4 15，17（3，18）9，2（16，12）（1，14）（13，7）5，6（4，10）（11，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイエール �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 小倉1着

2018．2．23生 牝4鹿 母 シロインジャー 母母 ユ キ チ ャ ン 9戦5勝 賞金 176，282，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ザイツィンガー号・サンノゼテソーロ号
（非抽選馬） 2頭 ショックアクション号・リンゴアメ号

01120 1月30日 曇 良 （4中京1） 第10日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

714� レオパルドミノル 牡4青鹿56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：12．6 7．8�
611� レベルタウン 牡4栗 56

55 ☆亀田 温心ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 522－ 81：12．91� 4．5�

815� ララシャンドン 牡4黒鹿56 和田 竜二フジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 500－ 2 〃 ハナ 4．6�

（法942）

510 キクノロージズ 牝7芦 55 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 488－ 81：13．0クビ 6．4�
612 ル ー ア ン 牝6芦 55 団野 大成下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 502＋ 21：13．1	 30．6�
24 � ライズンシャイン 牝4栗 54 柴山 雄一	下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B478± 01：13．2� 238．8

23 ウ ー ゴ 牡5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B504＋ 6 〃 クビ 14．1�
47 ウルトラソニック 牡4鹿 56 森 裕太朗中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 478± 01：13．3クビ 34．6�
11 アイスリアン 牝4黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 470± 0 〃 ハナ 4．8
12 レッドフランカー 牡4黒鹿56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋20 〃 クビ 10．8�
59 サウンドウイッシュ 牡4黒鹿56 酒井 学増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 496＋ 81：13．4	 15．9�
713 メイショウデージー 牝4鹿 54 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 512＋ 61：13．5クビ 211．9�
816 トレジャーシップ 牡5鹿 57 松田 大作山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 81：13．71 102．1�
36 � ア ク イ ー ル 牝4栗 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 472－ 21：14．01� 126．3�

48 �� アイファーリンクス 牝4栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 
島 一歩 米 David G.
Campbell 472－111：14．21	 132．5�

35 � ゲッレールト 牝4鹿 54 幸 英明 �スリーエイチレーシング 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 472－ 31：14．52 97．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 92，784，100円 複勝： 118，877，300円 枠連： 38，538，400円
馬連： 186，257，100円 馬単： 66，088，500円 ワイド： 162，389，600円
3連複： 311，576，900円 3連単： 342，431，300円 計： 1，318，943，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 200円 � 180円 枠 連（6－7） 1，970円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 700円 �� 710円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 21，670円

票 数

単勝票数 計 927841 的中 � 94557（5番人気）
複勝票数 計1188773 的中 � 128494（5番人気）� 155935（4番人気）� 184189（1番人気）
枠連票数 計 385384 的中 （6－7） 15091（9番人気）
馬連票数 計1862571 的中 �� 74594（7番人気）
馬単票数 計 660885 的中 �� 12588（14番人気）
ワイド票数 計1623896 的中 �� 58600（6番人気）�� 57828（7番人気）�� 78644（3番人気）
3連複票数 計3115769 的中 ��� 74571（5番人気）
3連単票数 計3424313 的中 ��� 11453（43番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．3―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レオパルドミノル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．3．13生 牡4青鹿 母 サトノラミア 母母 ホームスイートホーム 6戦1勝 賞金 11，470，000円
地方デビュー 2021．6．9 門別

※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 アスカロン号

４レース目



（4中京1）第10日 1月30日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

256，750，000円
8，210，000円
28，090，000円
1，560，000円
33，320，000円
70，458，000円
4，733，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
846，415，100円
1，093，364，900円
307，013，200円
1，643，495，200円
675，175，500円
1，348，584，200円
2，989，361，500円
3，672，419，500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
計 12，575，829，100円

総入場人員 3，559名 （有料入場人員 3，245名）
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