
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

01121 2月5日 小雪 良 （4中京1） 第11日 第1競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

812 ビ ジ ン 牝3黒鹿54 池添 謙一菅藤 孝雄氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 458＋ 21：56．2 4．0�
67 タガノカンデラ 牝3栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 81：56．51� 34．8�
79 イエローウィン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B464＋ 41：57．13� 33．8�
710 ポルテーニャ 牝3栗 54 川田 将雅�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 0 〃 クビ 1．9�
11 ウェイバックホーム 牝3鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 436－ 41：57．2� 33．1�
56 スマートグランデ 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 484－ 4 〃 アタマ 3．5	
811 ブ リ ラ ー ノ 牝3鹿 54 柴山 雄一前田 清二氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 488± 01：58．47 239．9

68 エイシンスキャンプ 牝3鹿 54 岩田 望来�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 508± 01：58．5� 13．1�
33 サンボールダー 牝3鹿 54 荻野 琢真 �加藤ステーブル 角田 晃一 日高 株式会社

ケイズ 462＋12 〃 クビ 315．1�
55 エンジェルモモ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 406－ 81：58．81� 558．3
22 ショウナンパーシヴ 牝3芦 54 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 500－ 61：59．75 50．8�
44 タイセイナトゥーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか グランド牧場 438－ 82：00．55 251．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，922，200円 複勝： 126，701，000円 枠連： 7，704，300円
馬連： 44，078，700円 馬単： 27，014，700円 ワイド： 43，969，400円
3連複： 77，332，600円 3連単： 114，101，600円 計： 474，824，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 390円 � 1，060円 � 1，050円 枠 連（6－8） 1，690円

馬 連 �� 5，640円 馬 単 �� 9，020円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，190円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 22，960円 3 連 単 ��� 93，150円

票 数

単勝票数 計 339222 的中 � 67292（3番人気）
複勝票数 計1267010 的中 � 95046（3番人気）� 30060（6番人気）� 30278（5番人気）
枠連票数 計 77043 的中 （6－8） 3526（6番人気）
馬連票数 計 440787 的中 �� 6052（16番人気）
馬単票数 計 270147 的中 �� 2244（23番人気）
ワイド票数 計 439694 的中 �� 8579（14番人気）�� 9622（12番人気）�� 3730（24番人気）
3連複票数 計 773326 的中 ��� 2526（42番人気）
3連単票数 計1141016 的中 ��� 888（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．1―51．1―1：03．9―1：17．0―1：30．6―1：43．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビ ジ ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．10．3 中京5着

2019．4．24生 牝3黒鹿 母 ザ フ ラ ッ ツ 母母 Walker’s Gal 5戦1勝 賞金 7，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 エンジェルモモ号の騎手西谷凜は，負担重量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔3走成績による出走制限〕 エンジェルモモ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月5日まで平地競走に出走でき

ない。

01122 2月5日 曇 良 （4中京1） 第11日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 スマートラプター 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 512－ 61：25．1 3．8�
24 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 494± 01：25．31� 1．7�
59 フラップシグナス 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 81：26．47 9．1�
12 ワンダーブレット �3鹿 56 団野 大成山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 496－ 21：26．5クビ 43．0�
36 ベラジオプライド 牡3栗 56 池添 謙一林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 B452－ 41：27．13� 46．2�
35 コパノカールトン 牡3栗 56 岩田 望来小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 528－ 81：27．2� 26．7�
815 ガーディアンベル 牡3芦 56 川須 栄彦 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 田原橋本牧場 478－ 61：27．41� 60．9

816 マノンルージュ 牡3鹿 56 柴山 雄一間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：27．5� 12．6�
713 ラブベティー 牝3栗 54 菅原 明良増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 446± 01：27．6� 41．9�
611 メタルゴッド 牝3青 54

50 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 448－ 4 〃 ハナ 33．8
510 メイショウヤナガセ 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 本巣 敦 470－ 4 〃 クビ 458．4�
23 ブランコイラピド 牡3芦 56 川島 信二三宅 勝俊氏 新谷 功一 日高 天羽 禮治 476＋ 21：27．7クビ 31．5�
714 トーセンキッド 牡3青鹿56 太宰 啓介島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 61：28．02 217．9�
47 ブルーインサニティ 牡3鹿 56 田中 健石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 506－ 41：29．27 360．8�
612 ノワールランス 牡3青鹿56 藤井勘一郎星加 浩一氏 畠山 吉宏 日高 新井 弘幸 442＋ 21：30．05 369．4�
48 カルネドボヤージュ 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 81：31．38 24．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，458，000円 複勝： 78，106，300円 枠連： 10，338，400円
馬連： 56，947，800円 馬単： 27，156，700円 ワイド： 57，538，300円
3連複： 99，591，800円 3連単： 104，881，300円 計： 475，018，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 200円 枠 連（1－2） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 190円 �� 750円 �� 320円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 4，170円

票 数

単勝票数 計 404580 的中 � 84926（2番人気）
複勝票数 計 781063 的中 � 91027（2番人気）� 420629（1番人気）� 48828（4番人気）
枠連票数 計 103384 的中 （1－2） 24144（1番人気）
馬連票数 計 569478 的中 �� 129384（1番人気）
馬単票数 計 271567 的中 �� 27954（2番人気）
ワイド票数 計 575383 的中 �� 91552（1番人気）�� 16190（8番人気）�� 44498（3番人気）
3連複票数 計 995918 的中 ��� 74900（2番人気）
3連単票数 計1048813 的中 ��� 18233（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．2―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―47．0―59．6―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートラプター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．1．23 中京7着

2019．2．19生 牡3黒鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーインサニティ号・ノワールランス号・カルネドボヤージュ号は，「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。
※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 ライフゴーズオン号

第１回 中京競馬 第１１日



01123 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第3競走 ��1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

710 インディゴブラック 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 500－ 42：00．9 3．9�
33 アスクヴィヴァユー 牡3芦 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 510± 02：02．17 3．3�
711 オブジェダート 牡3栗 56 池添 謙一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 488＋ 62：03．27 12．6�
812� チャリタブルソート 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 米 Jack

Swain III 526－ 42：03．83� 4．6�
22 サザンステート 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 476＋ 42：04．54 3．5	
44 タマモエイトビート 牡3鹿 56 松田 大作タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 518－ 22：04．71� 114．7

57 コ ジ ロ ウ 牡3鹿 56 幸 英明岡 浩二氏 中尾 秀正 日高 藤本 直弘 B486－ 22：05．44 104．4�
56 グランドゴールド 牡3栗 56 国分 優作田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 446＋ 42：05．5アタマ 38．9�
45 カシノロックオン 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478± 02：05．92� 460．5
68 ノブフェーヴル 牡3鹿 56 和田 竜二前田 亘輝氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 468＋ 22：06．21� 46．6�
11 ウォータージオード 牡3鹿 56 松山 弘平山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 472± 02：06．52 26．9�
813 ヒロシゲジャック 牡3芦 56 団野 大成�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 506－ 22：06．71� 263．1�
69 ブランニューデイ 牡3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 22：07．87 71．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，516，200円 複勝： 49，055，300円 枠連： 9，353，500円
馬連： 49，125，400円 馬単： 23，251，100円 ワイド： 49，031，200円
3連複： 75，958，300円 3連単： 86，502，500円 計： 380，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 170円 � 240円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 410円 �� 710円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 12，940円

票 数

単勝票数 計 385162 的中 � 77659（3番人気）
複勝票数 計 490553 的中 � 66816（4番人気）� 80505（3番人気）� 48590（5番人気）
枠連票数 計 93535 的中 （3－7） 13359（1番人気）
馬連票数 計 491254 的中 �� 44801（4番人気）
馬単票数 計 232511 的中 �� 9994（8番人気）
ワイド票数 計 490312 的中 �� 32142（5番人気）�� 17176（9番人気）�� 18320（8番人気）
3連複票数 計 759583 的中 ��� 18508（11番人気）
3連単票数 計 865025 的中 ��� 4846（41番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．4―43．7―56．9―1：09．5―1：22．3―1：35．1―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インディゴブラック �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．10．23 東京4着

2019．4．7生 牡3鹿 母 カーニバルダクス 母母 Catigo 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノブフェーヴル号・ウォータージオード号・ヒロシゲジャック号・ブランニューデイ号は，

「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。

01124 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・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
1：47．6
1：47．6

重
重

47 アキュートガール 牝3鹿 54 団野 大成山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 456 ―1：57．0 29．4�
59 インディバローズ 牡3鹿 56 福永 祐一猪熊 広次氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 554 ―1：57．21 1．6�
34 メイクアリープ 牡3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 480 ―1：57．41� 9．5�
46 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 478 ―1：57．82� 18．1�
58 プライムチャーム 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 新ひだか 萩澤 俊雄 474 ―1：58．75 5．2�
11 ラブリアージェ 牝3栗 54 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 474 ―1：59．65 15．6	
22 エルザストラウム 牝3栗 54 秋山真一郎 
社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 450 ―2：00．87 35．1�
610 リ ク 牡3鹿 56 加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 460 ―2：01．11� 107．0�
23 ビロードシーン 牝3黒鹿54 菅原 明良ディアレストクラブ� 飯田 祐史 浦河 ディアレスト

クラブ 458 ―2：01．31� 80．4
713 ピエナカイト 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 532 ―2：01．62 72．0�
814 ハイグッドフォルテ 牝3栗 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 新ひだか へいはた牧場 428 ―2：01．91� 380．7�
712 サンライズタイタン 牡3栗 56 松山 弘平�ライフハウス 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 540 ―2：02．21� 8．9�
815 ラブリーアタランテ 牝3栗 54 城戸 義政岡田 牧雄氏 畑端 省吾 浦河 藤春 修二 446 ―2：02．3� 277．6�
611 ラップランド 牡3芦 56 岩田 望来窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 478 ―2：04．3大差 90．8�
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35 キーフィールド 牡3栗 56 藤岡 佑介北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，217，300円 複勝： 41，496，000円 枠連： 10，947，500円
馬連： 41，065，600円 馬単： 23，203，700円 ワイド： 39，760，800円
3連複： 63，614，500円 3連単： 81，214，900円 計： 341，520，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 400円 � 120円 � 210円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，800円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 43，010円

票 数

単勝票数 計 402173 的中 � 10925（7番人気）
複勝票数 計 414960 的中 � 17463（7番人気）� 140614（1番人気）� 41129（4番人気）
枠連票数 計 109475 的中 （4－5） 14415（3番人気）
馬連票数 計 410656 的中 �� 17582（6番人気）
馬単票数 計 232037 的中 �� 2568（20番人気）
ワイド票数 計 397608 的中 �� 14573（7番人気）�� 5220（21番人気）�� 29560（3番人気）
3連複票数 計 636145 的中 ��� 12373（11番人気）
3連単票数 計 812149 的中 ��� 1369（123番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―14．0―13．3―12．7―13．0―13．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．3―39．3―52．6―1：05．3―1：18．3―1：31．4―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アキュートガール �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2019．4．25生 牝3鹿 母 レジリアンス 母母 クレヴァリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 キーフィールド号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ピエナカイト号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ピエナカイト号の騎手西谷凜は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラップランド号は，「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。



01125 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

22 サブライムアンセム 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：35．9 2．3�
69 バンデルオーラ 牡3鹿 56 団野 大成 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474＋ 41：36．0クビ 5．7�
45 ハギノモーリス 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋14 （降着） 3．4�
68 アールフォルス 牝3鹿 54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 460± 01：36．32 11．2�
44 アスカノツバサ 牡3鹿 56 幸 英明豊田 智郎氏 川村 禎彦 むかわ 上水牧場 B476－121：36．4� 130．3	
57 ルージュルミナス 牝3芦 54 和田 竜二 
東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 61：36．61� 19．9�
33 エ ン ベ ル ト 牡3栗 56 川須 栄彦八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 430－ 61：36．7� 530．3�
56 スリーズロワイヤル 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 424＋ 2 〃 アタマ 101．4
812 クラップサンダー 牡3鹿 56 菅原 明良深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 450＋ 21：36．91� 46．4�
813 ドンシャーク 牡3鹿 56 坂井 瑠星山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 488＋ 4 〃 クビ 27．3�
11 エアシャロウ 牡3鹿 56 福永 祐一 
ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 506 ―1：37．64 23．1�
710 アスクチャンプガイ 牡3鹿 56 川田 将雅廣崎利洋HD
 野中 賢二 新ひだか 土田ファーム 474＋ 2 〃 アタマ 10．1�
711 シウラグランデ 牝3黒鹿54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：37．91� 703．9�
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売 得 金
単勝： 53，500，900円 複勝： 66，846，600円 枠連： 10，286，300円
馬連： 66，008，500円 馬単： 29，404，500円 ワイド： 58，538，600円
3連複： 96，591，200円 3連単： 111，728，600円 計： 492，905，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（2－6） 540円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 340円 �� 200円 �� 470円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，010円

票 数

単勝票数 計 535009 的中 � 182633（1番人気）
複勝票数 計 668466 的中 � 176548（1番人気）� 105032（3番人気）� 116636（2番人気）
枠連票数 計 102863 的中 （2－6） 14520（2番人気）
馬連票数 計 660085 的中 �� 54678（2番人気）
馬単票数 計 294045 的中 �� 14904（3番人気）
ワイド票数 計 585386 的中 �� 41673（2番人気）�� 85131（1番人気）�� 28061（5番人気）
3連複票数 計 965912 的中 ��� 87244（1番人気）
3連単票数 計1117286 的中 ��� 20196（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．0―48．3―1：00．8―1：12．9―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

サブライムアンセム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．1 新潟4着

2019．1．26生 牝3鹿 母 パストフォリア 母母 ハッピーパス 6戦1勝 賞金 12，400，000円
〔降着〕 ハギノモーリス号は，1位〔タイム1分35秒9，2位との着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「バンデルオーラ」号および「サブライムアンセム」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと
認められるため3着に降着。

〔制裁〕 サブライムアンセム号の騎手岩田望来は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
ハギノモーリス号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和4年2月19日から令和4年2月

27日まで騎乗停止。（被害馬：9番・2番）
※エアシャロウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01126 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

負担重量は，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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 � タイセイブレイズ 牡4鹿 57 岩田 望来田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 468－ 61：26．0 3．3�
36 メイショウマンサク 牝4鹿 55 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 516－ 41：26．1クビ 4．2�
47 グレアミラージュ 牡5鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 470＋ 21：26．2� 68．5�
612 ケイサンフリーゼ 牝4青 55 松山 弘平中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 490＋121：26．3� 4．1�
815 オーマイオーマイ 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 486＋ 41：26．4クビ 9．8	
816 アイヴォリーアイ 牝4芦 55 和田 竜二 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 482－ 6 〃 アタマ 45．8

611 シゲルメダリスト 牡4鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B482＋ 41：26．5� 29．4�
714 ラッキーモー 牡4鹿 57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B450＋ 4 〃 クビ 36．8
35 ワンダースティング 牡4鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 512＋ 41：26．6� 16．9�
48 スズノナデシコ 牝4鹿 55 秋山真一郎小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 506－ 61：26．91� 6．4�
510� メモリーエアシップ 牡4鹿 57 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 452－ 11：27．53� 172．5�
23 � クリノハーベスト 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 496＋ 21：27．81� 204．1�
713 ヒットガール 牝4栗 55 川須 栄彦トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 496± 01：27．9� 302．6�
24 � シンゼングレート 牡4青鹿57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 474＋ 61：28．11� 136．3�
11 � モラトリアム 牝4鹿 55 坂井 瑠星安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 418－411：29．810 37．6�
59 � ベッサラビア 	5鹿 57 団野 大成森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466－ 41：30．22� 115．1�
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売 得 金
単勝： 43，058，600円 複勝： 58，119，100円 枠連： 11，705，500円
馬連： 61，805，600円 馬単： 25，952，000円 ワイド： 67，752，900円
3連複： 102，949，700円 3連単： 100，629，600円 計： 471，973，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 840円 枠 連（1－3） 560円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，310円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 19，020円

票 数

単勝票数 計 430586 的中 � 104300（1番人気）
複勝票数 計 581191 的中 � 123886（1番人気）� 107238（2番人気）� 11759（11番人気）
枠連票数 計 117055 的中 （1－3） 16068（1番人気）
馬連票数 計 618056 的中 �� 75277（1番人気）
馬単票数 計 259520 的中 �� 16881（1番人気）
ワイド票数 計 677529 的中 �� 62888（1番人気）�� 6930（25番人気）�� 6850（27番人気）
3連複票数 計1029497 的中 ��� 12652（17番人気）
3連単票数 計1006296 的中 ��� 3834（49番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．3―13．1―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．5―59．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．5
3 ・（8，9）12（4，13）16（3，5，11）7，2－15，14，10－6＝1 4 8（4，12）（9，13，16）（3，5，11）7，2，15－14，10－6＝1

勝馬の
紹 介

�タイセイブレイズ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Oasis Dream

2018．4．2生 牡4鹿 母 ニシノヘレンド 母母 パ ラ デ ィ ナ 11戦1勝 賞金 17，085，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベッサラビア号は，「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。

※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 エクストラノート号・セイイーグル号・ゼットセントラル号



01127 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

55 ヴェルトハイム 牝4黒鹿54 岩田 望来 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 82：02．0 1．8�
811 アドマイヤベネラ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 508＋142：02．53 6．8�
66 テーオーソロス 牡4青鹿56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 472＋ 22：02．6� 7．2�
44 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 486＋ 6 〃 クビ 23．2�
79 ナムラショウグン 牡5青鹿57 川須 栄彦奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 492± 0 〃 アタマ 34．0�
810 トロワエスポワール 牡4鹿 56 川田 将雅村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 42：02．7クビ 3．3	
11 � キ ヨ ラ 牝4鹿 54 松田 大作合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 472± 02：03．02 48．4

78 � モンサンラディウス 牡4鹿 56 松山 弘平山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B520＋ 22：03．21� 35．6�
22 スズカワークシップ 牡7鹿 57

53 ★永島まなみ永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 B468－ 82：03．62� 139．7�
67 � アルジェンタータ 牝6黒鹿55 菅原 明良岡田 壮史氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 430－ 62：03．81� 88．7
33 マ ル ス 牡4青鹿56 国分 優作田頭 勇貴氏 田中 清隆 新冠 石郷岡 五月 448－ 82：04．01� 254．2�
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売 得 金
単勝： 32，352，300円 複勝： 75，494，900円 枠連： 9，832，900円
馬連： 47，468，600円 馬単： 29，113，700円 ワイド： 41，385，900円
3連複： 76，149，500円 3連単： 135，280，300円 計： 447，078，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（5－8） 180円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，400円

票 数

単勝票数 計 323523 的中 � 136797（1番人気）
複勝票数 計 754949 的中 � 493489（1番人気）� 38758（4番人気）� 52682（3番人気）
枠連票数 計 98329 的中 （5－8） 40311（1番人気）
馬連票数 計 474686 的中 �� 51873（3番人気）
馬単票数 計 291137 的中 �� 23475（4番人気）
ワイド票数 計 413859 的中 �� 42912（3番人気）�� 44951（2番人気）�� 14088（9番人気）
3連複票数 計 761495 的中 ��� 47434（4番人気）
3連単票数 計1352803 的中 ��� 28844（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―12．6―12．7―12．3―12．3―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．3―49．9―1：02．6―1：14．9―1：27．2―1：39．0―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
・（8，11）－4，10（1，5）（6，9）7，2，3
8，11（4，10）（1，5，9）（6，7）2，3

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトハイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Shirocco デビュー 2020．11．7 阪神1着

2018．1．28生 牝4黒鹿 母 ワイルドココ 母母 Wild Side 9戦2勝 賞金 28，532，000円

01128 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時55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

812 クリノナイスガイ �5栗 57 岩田 望来栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 466＋ 21：54．7 8．5�
22 � アメリカンピース 牡4芦 56 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B462± 01：54．91 5．0�
11 メイショウオキビ 牡4栗 56

53 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 498± 01：55．0� 15．5�
710 ピュアジャッジ 牡4鹿 56 川田 将雅�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 496－ 21：55．1アタマ 1．4�
33 	 マサカウマザンマイ 牡4鹿 56 柴山 雄一鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 480＋ 41：55．31
 32．8	
68 クリノヴジュアル 牡5栗 57 団野 大成栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506－ 41：55．83 197．1

67 	 クリノウマーベラス �5鹿 57 国分 優作栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 550－ 41：56．65 58．7�
56 トモジャタイクーン 牡7鹿 57 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508－121：58．09 142．6�
55 	 ユーアーマイソウル 牡5鹿 57 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 490－ 4 〃 アタマ 566．6
811 アルタグラシア 牝5鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 61：58．63� 24．2�
79 フェイマスダンディ 牡4鹿 56 菅原 明良堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 470－12 〃 クビ 17．9�
44 シンゼンミラクル �4鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル B516± 01：59．55 64．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，597，400円 複勝： 131，911，700円 枠連： 9，528，800円
馬連： 52，713，400円 馬単： 35，179，800円 ワイド： 50，340，300円
3連複： 85，400，800円 3連単： 156，063，300円 計： 560，735，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 530円 � 410円 � 880円 枠 連（2－8） 1，310円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，040円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 34，360円

票 数

単勝票数 計 395974 的中 � 36865（3番人気）
複勝票数 計1319117 的中 � 66416（3番人気）� 88845（2番人気）� 37384（5番人気）
枠連票数 計 95288 的中 （2－8） 5611（5番人気）
馬連票数 計 527134 的中 �� 21623（6番人気）
馬単票数 計 351798 的中 �� 4923（15番人気）
ワイド票数 計 503403 的中 �� 27336（5番人気）�� 11920（12番人気）�� 15481（9番人気）
3連複票数 計 854008 的中 ��� 12663（16番人気）
3連単票数 計1560633 的中 ��� 3292（91番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―12．7―12．5―12．7―12．9―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．2―49．9―1：02．4―1：15．1―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クリノナイスガイ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．9 新潟1着

2017．3．24生 �5栗 母 ピサノパスティーユ 母母 レッドタイガー 9戦2勝 賞金 17，000，000円
〔その他〕 クリノウマーベラス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノウマーベラス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月5日まで出走できない。

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 9日第 2競走）
〔その他〕　　アグラデセール号は，競走中に疾病〔右橈骨粗面剥離骨折〕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。



01129 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第9競走 ��
��2，000�

て ん り ゅ う が わ

天 竜 川 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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

55 リフレーミング 牡4黒鹿56 川田 将雅栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 466－ 22：04．2 1．7�
33 スタッドリー 牡4鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 2 〃 クビ 3．0�
22 ブレーヴユニコーン 牡6青鹿57 菅原 明良諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 534＋122：04．62 72．1�
44 イ リ マ 牝4鹿 54 松山 弘平前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 22：04．81	 7．3�
11 ウインルーア 牝4鹿 54 国分 優作�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 82：05．01
 70．5	
77 � ス ウ ェ ア ー 牡5鹿 57 団野 大成松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 534＋ 22：05．1アタマ 127．6

66 サマービート 牡5鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 8 〃 クビ 5．7�
（7頭）

売 得 金
単勝： 49，134，900円 複勝： 54，917，900円 枠連： 発売なし
馬連： 51，431，600円 馬単： 40，393，900円 ワイド： 35，930，900円
3連複： 65，344，100円 3連単： 239，125，600円 計： 536，278，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 150円 �� 710円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 491349 的中 � 226206（1番人気）
複勝票数 計 549179 的中 � 357481（1番人気）� 84104（2番人気）
馬連票数 計 514316 的中 �� 219692（1番人気）
馬単票数 計 403939 的中 �� 106862（1番人気）
ワイド票数 計 359309 的中 �� 87505（1番人気）�� 10200（8番人気）�� 10698（7番人気）
3連複票数 計 653441 的中 ��� 42895（4番人気）
3連単票数 計2391256 的中 ��� 57028（10番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―13．5―13．2―13．3―12．7―12．4―12．0―10．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．3―38．8―52．0―1：05．3―1：18．0―1：30．4―1：42．4―1：52．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8
1
3
・（1，2）（4，3）（5，7）6・（1，2）3（4，5，7）6

2
4
・（1，2）3，4（5，7）6・（1，2）（4，3）（5，7）6

勝馬の
紹 介

リフレーミング �

父 キングヘイロー �


母父 バトルプラン デビュー 2021．2．6 中京8着

2018．3．19生 牡4黒鹿 母 ヒ ー リ ン グ 母母 キャットニップ 11戦3勝 賞金 46，781，000円

01130 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・左）
牝，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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

66 アルーリングウェイ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 41：34．0 4．9�

22 マ マ コ チ ャ 牝3鹿 54 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 21：34．21	 4．5�

89 ルージュラテール 牝3栗 54 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 01：34．3
 3．0�
55 ルピナスリード 牝3黒鹿54 池添 謙一�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 450± 01：34．51	 17．2�
44 シンシアウィッシュ 牝3青鹿54 菅原 明良前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 81：34．71	 15．4	
78 � ト ル ナ ヴ ァ 牝3栗 54 川田 将雅ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛

John Grogan &
Lope de Vega
Syndicate

462－10 〃 クビ 15．2

77 ディオサデルソル 牝3黒鹿54 和田 竜二星加 浩一氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 452－101：35．02 49．3�
33 シゲルイワイザケ 牝3青鹿54 福永 祐一森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 4．4�
11 エリカフェリーチェ 牝3鹿 54 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 448－ 61：35．53 18．0
810 タナザウィング 牝3栗 54 国分 恭介田中 俊彰氏 清水 久詞 浦河 宮内牧場 452± 01：36．03 92．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 100，188，800円 複勝： 131，124，500円 枠連： 17，834，200円
馬連： 176，341，800円 馬単： 67，069，600円 ワイド： 145，577，800円
3連複： 231，955，700円 3連単： 325，331，000円 計： 1，195，423，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 160円 � 120円 枠 連（2－6） 1，410円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 370円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計1001888 的中 � 162813（4番人気）
複勝票数 計1311245 的中 � 181000（4番人気）� 182139（3番人気）� 354674（1番人気）
枠連票数 計 178342 的中 （2－6） 9756（5番人気）
馬連票数 計1763418 的中 �� 121158（4番人気）
馬単票数 計 670696 的中 �� 23238（8番人気）
ワイド票数 計1455778 的中 �� 102569（4番人気）�� 126179（2番人気）�� 120313（3番人気）
3連複票数 計2319557 的中 ��� 178579（1番人気）
3連単票数 計3253310 的中 ��� 31579（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．2―59．1―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

アルーリングウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．12．5 阪神1着

2019．2．26生 牝3黒鹿 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 3戦2勝 賞金 31，317，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ディオサデルソル号の騎手和田竜二は，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：10番）



01131 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，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55�5歳以上56�，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

47 	 スマッシングハーツ 牡6鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516± 01：59．3 4．2�

36 ニューモニュメント 牡6鹿 56 武 豊前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 498＋ 61：59．61
 8．7�
24 ア ル ド ー レ 牡7栗 57 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B504＋14 〃 アタマ 14．1�
816 ダノンハーロック 牡4白 55 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 542＋ 82：00．13 2．2�
48 マリオマッハー 牡5芦 56 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 B458－ 22：00．2
 102．4�
714 エクスパートラン 牡7青鹿56 藤懸 貴志	キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 478＋ 82：00．51� 202．6

713 メイショウワザシ 牡7栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 550± 0 〃 ハナ 38．2�
12 マテンロウスパーク 牡5黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 510＋ 6 〃 クビ 6．0�
612 メイショウエイコウ 牡8鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452± 02：00．6クビ 64．6
510 ネオブレイブ 牡6栗 56 藤岡 佑介西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 526＋ 2 〃 ハナ 31．5�
815� アンセッドヴァウ 5栗 56 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 458－102：00．7� 50．4�
23 ミヤジコクオウ 牡5青鹿57 岩田 望来曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512± 02：00．8
 27．5�
611 タイガーインディ 牡5黒鹿56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 460＋ 22：01．11
 32．7�
35 ラ ス ト マ ン 牡5栗 56 坂井 瑠星堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 478－ 62：01．3
 83．0�
59 ホウオウトゥルース 6栗 56 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 22：01．4� 34．4�
11 アイスバブル 牡7芦 59 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋142：02．46 86．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 123，767，400円 複勝： 151，567，700円 枠連： 52，297，400円
馬連： 309，490，900円 馬単： 118，687，900円 ワイド： 236，045，600円
3連複： 545，463，500円 3連単： 626，573，200円 計： 2，163，893，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 250円 � 310円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 550円 �� 790円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 19，740円

票 数

単勝票数 計1237674 的中 � 231690（2番人気）
複勝票数 計1515677 的中 � 265796（2番人気）� 149978（4番人気）� 113189（5番人気）
枠連票数 計 522974 的中 （3－4） 30437（5番人気）
馬連票数 計3094909 的中 �� 151639（6番人気）
馬単票数 計1186879 的中 �� 35954（7番人気）
ワイド票数 計2360456 的中 �� 114423（5番人気）�� 76661（8番人気）�� 43761（11番人気）
3連複票数 計5454635 的中 ��� 80055（10番人気）
3連単票数 計6265732 的中 ��� 23012（42番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―18．9―31．1―44．8―57．1―1：08．9―1：21．2―1：33．9―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	スマッシングハーツ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼネラリスト

2016．4．25生 牡6鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 18戦4勝 賞金 85，408，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 スマッシングハーツ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コマビショウ号・ベルダーイメル号
（非抽選馬） 5頭 クラヴァシュドール号・ショックアクション号・スナークライデン号・メイショウケイメイ号・ワンダープチュック号

01132 2月5日 晴 良 （4中京1） 第11日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

47 クインズレモン 牝4栗 55 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 500± 01：13．0 3．8�
816 ジューンステータス 牡6青鹿57 川須 栄彦吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B500± 01：13．1� 54．7�
12 メ ラ ナ イ ト �7青鹿57 菅原 明良�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 466－ 21：13．2クビ 9．0�
36 ルーチェデラヴィタ 牝5鹿 55

52 ▲西谷 凜安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 468＋281：13．3� 61．3�
815 グランドストローク 牡5黒鹿57 坂井 瑠星 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474＋ 6 〃 クビ 9．7	
35 カネコメアサヒ 牡6栗 57 武 豊髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B446± 0 〃 クビ 15．7

48 ハ ニ エ ル 牝6鹿 55 岩田 望来�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 61：13．4� 4．9�
23 コーリングローリー 牡5栗 57

54 ▲服部 寿希伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 458－ 41：13．5� 39．7�
714 セントクリーガー 牝5鹿 55 池添 謙一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B498－ 2 〃 クビ 81．3
510 ミッキーマインド 牡7鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：13．71 48．0�
24 スズカフェラリー 牝7鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 01：13．8クビ 23．4�
713 オ カ リ ナ 牡5栗 57 	島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 540－121：13．9� 9．0�
611 ディーズローリエ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B444－ 21：14．01 52．2�
11 エールソヴール 牝4黒鹿55 幸 英明佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 6．1�
612 カイルアコナ 牝5鹿 55 団野 大成 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450± 01：14．2� 55．5�
59 
 ジャスパーゴールド 牡4栗 57 松田 大作加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers 450＋ 21：14．41� 15．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 65，547，600円 複勝： 102，495，600円 枠連： 34，261，800円
馬連： 138，142，900円 馬単： 48，009，000円 ワイド： 117，663，900円
3連複： 231，166，500円 3連単： 222，945，600円 計： 960，232，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 1，430円 � 290円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 13，940円 馬 単 �� 20，000円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 870円 �� 9，420円

3 連 複 ��� 47，720円 3 連 単 ��� 187，940円

票 数

単勝票数 計 655476 的中 � 134969（1番人気）
複勝票数 計1024956 的中 � 165077（2番人気）� 14794（14番人気）� 93962（5番人気）
枠連票数 計 342618 的中 （4－8） 30121（2番人気）
馬連票数 計1381429 的中 �� 7677（47番人気）
馬単票数 計 480090 的中 �� 1800（71番人気）
ワイド票数 計1176639 的中 �� 5914（52番人気）�� 36777（6番人気）�� 3125（83番人気）
3連複票数 計2311665 的中 ��� 3633（159番人気）
3連単票数 計2229456 的中 ��� 860（630番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズレモン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Leroidesanimaux デビュー 2020．9．26 中京7着

2018．5．10生 牝4栗 母 カーディナルコーヴ 母母 Crystal Cove 9戦3勝 賞金 26，400，000円
※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） 3頭 コーリンバニラ号・ジョウショーモード号・ドラゴンズバック号



（4中京1）第11日 2月5日（土曜日） 雪後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

224，630，000円
5，330，000円
29，950，000円
1，150，000円
26，660，000円
66，597，000円
4，262，500円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
660，261，600円
1，067，836，600円
184，090，600円
1，094，620，800円
494，436，600円
943，535，600円
1，751，518，200円
2，304，377，500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 8，500，677，500円

総入場人員 2，121名 （有料入場人員 1，860名）
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