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01133 2月6日 小雪 稍重 （4中京1） 第12日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816 カライカマウリオラ 牡3黒鹿56 幸 英明土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480± 01：13．0 1．8�
24 レッドアクトゥール 牡3青 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B462± 01：13．1� 5．3�
48 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 松田 大作西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 470－ 61：13．52� 52．3�
36 ジダイノチョウジ 牡3芦 56 松山 弘平岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 506± 01：13．71� 51．9�
611 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 福永 祐一河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 494－ 21：14．34 4．4�
12 シトラスダル 牝3鹿 54 吉田 豊杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 444－ 41：14．51 106．5	
612 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 456－ 81：14．6� 10．4

35 トーセンリベロ 牡3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 478－ 11：14．81� 425．3�
815 ライブインステラ 牝3青 54 池添 謙一吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 472＋ 41：14．9� 35．3
47 ク ロ ガ ネ 牡3芦 56 岩田 望来石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 478± 01：15．21� 42．0�
713 ジェノバフレイバー 牡3鹿 56 川須 栄彦尾田 信夫氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 456－ 41：15．3� 33．7�
11 ウインタースイート 牝3栗 54 荻野 琢真�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 414＋ 41：15．51 231．1�
714 コスモルージュ 牡3栗 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 462－ 81：15．6� 39．5�
59 プ ラ ウ サ ス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 474－ 81：15．81� 180．5�
510 エムアイリーズン 牝3栗 54 柴山 雄一岩崎 充利氏 青木 孝文 浦河 バンブー牧場 482＋ 61：16．11� 120．4�
23 マサハヤブッカーズ 牡3栗 56 中井 裕二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440－ 61：16．2� 60．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，247，400円 複勝： 75，028，100円 枠連： 14，459，700円
馬連： 67，639，400円 馬単： 35，442，600円 ワイド： 69，893，400円
3連複： 114，071，900円 3連単： 131，851，500円 計： 558，634，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 530円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 260円 �� 780円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 502474 的中 � 220759（1番人気）
複勝票数 計 750281 的中 � 293960（1番人気）� 97946（3番人気）� 19904（8番人気）
枠連票数 計 144597 的中 （2－8） 24325（2番人気）
馬連票数 計 676394 的中 �� 107696（2番人気）
馬単票数 計 354426 的中 �� 35128（2番人気）
ワイド票数 計 698934 的中 �� 80135（2番人気）�� 21480（7番人気）�� 7340（21番人気）
3連複票数 計1140719 的中 ��� 24968（10番人気）
3連単票数 計1318515 的中 ��� 11623（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．6―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カライカマウリオラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2021．9．11 中京5着

2019．6．1生 牡3黒鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット 5戦1勝 賞金 10，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルホリゾンテ号
（非抽選馬） 1頭 ソーメニーサンクス号

01134 2月6日 小雪 稍重 （4中京1） 第12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

812 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 510± 01：55．3 2．1�
67 ミスターホワイト 牡3芦 56 武 豊 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 502－ 61：55．4クビ 1．8�
79 ヒ ロ シ ク ン �3芦 56 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 41：56．25 22．9�
44 ミ ア ス テ ラ 牡3栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 486－ 21：57．810 9．5�
33 セイウンフィーバー 牡3芦 56 中井 裕二西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 438＋ 21：58．97 42．6	
22 セ リ ガ チ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 462－ 21：59．1� 326．3

55 シュバルツヴァイス 牡3鹿 56 吉田 豊 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：59．21 346．5�
710 メイショウボニータ 牡3鹿 56 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442＋ 42：00．05 142．1
56 ブラックサンタ 牡3栗 56 柴山 雄一 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 462± 02：01．27 67．5�
11 エ ス タ ス 牡3鹿 56 川須 栄彦�フクキタル 田中 博康 新冠 パカパカ

ファーム B490＋ 22：01．73 112．6�
68 ワンダーボルドネス 牡3栗 56 森 裕太朗山本 能行氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 474－ 42：02．65 414．5�
811 アスカセオン 牝3黒鹿54 幸 英明上野 武氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 480＋122：03．23� 63．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，530，600円 複勝： 96，199，900円 枠連： 7，626，100円
馬連： 41，735，600円 馬単： 28，056，900円 ワイド： 34，905，000円
3連複： 70，691，200円 3連単： 138，796，300円 計： 451，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（6－8） 160円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 550円 �� 470円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，420円

票 数

単勝票数 計 335306 的中 � 127582（2番人気）
複勝票数 計 961999 的中 � 93731（2番人気）� 739034（1番人気）� 20347（5番人気）
枠連票数 計 76261 的中 （6－8） 35081（1番人気）
馬連票数 計 417356 的中 �� 164109（1番人気）
馬単票数 計 280569 的中 �� 47994（2番人気）
ワイド票数 計 349050 的中 �� 93751（1番人気）�� 12459（7番人気）�� 14886（5番人気）
3連複票数 計 706912 的中 ��� 67998（2番人気）
3連単票数 計1387963 的中 ��� 41422（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．8―51．9―1：04．4―1：17．3―1：30．6―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
7，9（1，12）（2，4）（3，11）－6（5，10）－8・（7，9）（1，12）（3，4）（2，11）（6，10）－5－8

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

勝馬の
紹 介

ワンダフルトゥデイ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．12．25 阪神2着

2019．4．22生 牡3黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 3戦1勝 賞金 8，520，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時25分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックサンタ号・エスタス号・ワンダーボルドネス号・アスカセオン号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，令和4年3月6日まで平地競走に出走できない。
※セイウンフィーバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第１２日



01135 2月6日 小雪 稍重 （4中京1） 第12日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 ハッピースワニー 牝3栗 54 岩田 望来馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B428－ 41：25．3 29．0�
713 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 41：26．04 2．7�
510 ア タ カ ン テ 牝3鹿 54 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム 486－121：26．53 2．9�
35 タマモペアリング 牝3鹿 54

50 ★永島まなみタマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 450－ 81：26．6� 87．0�
59 カレンラファータ 牝3鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 422± 0 〃 ハナ 5．2�
12 エストレアブランカ 牝3鹿 54 川須 栄彦ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム B480－141：26．7� 45．7	
47 タガノシリフケ 牝3青鹿54 団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456± 01：27．55 16．9

11 デジタイゼーション 牝3黒鹿54 幸 英明岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 81：27．6� 20．4�
24 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 484－ 81：27．81� 6．6�
815 ナンヨーアイリス 牝3栗 54 柴山 雄一中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 462－ 61：28．33 171．8
612 ウ ォ ー ク ル 牝3栗 54 中井 裕二門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 416－ 41：28．51� 629．6�
48 スーサンユッセ 牝3鹿 54 小牧 太林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 468＋ 21：28．6� 151．0�
714 ドレミフォン 牝3鹿 54 吉田 豊青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B450± 01：28．81� 219．0�
23 シ ゲ ル ツ ル 牝3黒鹿54 藤井勘一郎森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 大林ファーム 476＋ 61：28．9� 590．3�
36 サリーギャップ 牝3鹿 54 国分 優作�梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 470－ 41：29．22 276．2�
816 タマモピューリティ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂タマモ� 新谷 功一 日高 スマイルファーム 430－181：29．51� 255．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，504，400円 複勝： 54，295，300円 枠連： 11，133，200円
馬連： 60，228，500円 馬単： 29，949，200円 ワイド： 57，684，900円
3連複： 95，100，600円 3連単： 117，998，800円 計： 468，894，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 360円 � 140円 � 150円 枠 連（6－7） 2，830円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 790円 �� 770円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 425044 的中 � 11701（7番人気）
複勝票数 計 542953 的中 � 26836（7番人気）� 124112（1番人気）� 108010（2番人気）
枠連票数 計 111332 的中 （6－7） 3040（10番人気）
馬連票数 計 602285 的中 �� 15405（11番人気）
馬単票数 計 299492 的中 �� 2213（31番人気）
ワイド票数 計 576849 的中 �� 15557（12番人気）�� 15958（11番人気）�� 112327（1番人気）
3連複票数 計 951006 的中 ��� 43830（4番人気）
3連単票数 計1179988 的中 ��� 3293（85番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．0―12．4―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．3―47．7―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピースワニー �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．24 新潟3着

2019．5．4生 牝3栗 母 ハッピーロングラン 母母 ハッピーラン 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時55分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモピューリティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月6日まで平地競

走に出走できない。

01136 2月6日 小雪 稍重 （4中京1） 第12日 第4競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

67 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 56 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 496＋ 41：53．4 9．4�
55 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：53．61� 4．1�
11 サンライズジャスト 牡3鹿 56 幸 英明�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 528＋ 41：54．13 2．8�
33 エ ル バ リ オ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B514± 01：54．2クビ 57．2�
44 テーオードレフォン 牡3栗 56 武 豊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm 486＋ 21：54．3� 7．9	
22 コパノニコルソン 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 518＋101：54．62 6．5

78 ヒデノレインボー 牡3鹿 56 団野 大成大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 478＋ 41：55．87 20．7�
810 アテンパーティ 牡3黒鹿56 太宰 啓介齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 438－ 41：56．01� 170．7�
811 エヴィダンシア 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 01：56．1� 5．8
66 レ タ ラ 牝3芦 54 松田 大作飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 442－ 61：57．710 71．0�
79 スマートビクター 牡3栗 56 高倉 稜大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 506－ 61：57．9� 50．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，428，600円 複勝： 57，292，400円 枠連： 7，799，500円
馬連： 61，529，000円 馬単： 26，059，900円 ワイド： 52，584，300円
3連複： 88，202，500円 3連単： 106，782，300円 計： 444，678，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 140円 � 140円 枠 連（5－6） 2，090円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 620円 �� 640円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 15，780円

票 数

単勝票数 計 444286 的中 � 37767（6番人気）
複勝票数 計 572924 的中 � 52447（6番人気）� 118558（1番人気）� 116142（2番人気）
枠連票数 計 77995 的中 （5－6） 2879（11番人気）
馬連票数 計 615290 的中 �� 24392（9番人気）
馬単票数 計 260599 的中 �� 4313（20番人気）
ワイド票数 計 525843 的中 �� 20017（8番人気）�� 19472（9番人気）�� 58689（1番人気）
3連複票数 計 882025 的中 ��� 33021（5番人気）
3連単票数 計1067823 的中 ��� 4904（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．6―50．6―1：03．2―1：15．7―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ デ ィ ロ ン �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Pivotal デビュー 2021．7．25 函館6着

2019．3．26生 牡3鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 4戦2勝 賞金 12，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時20分に変更。



01137 2月6日 曇 稍重 （4中京1） 第12日 第5競走 2，200�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
2：09．9
2：09．7

良
良

11 ダノンジャッカル 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 22：15．0 1．6�
33 ヒヅルジョウ 牝3鹿 54 国分 恭介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 478＋ 62：15．42� 13．6�
22 ジーショウグン 牡3栗 56 松山 弘平ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 62：15．61� 5．3�
44 ルールオブルーラー 牡3黒鹿56 団野 大成諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 556－ 62：15．81� 9．1�
77 メイショウホーコン 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 490－ 2 〃 アタマ 8．2�
55 メトリカルセオリー 牝3鹿 54 小崎 綾也水上 行雄氏 寺島 良 浦河 笠松牧場 476 ―2：16．75 195．6	
89 シゲルエアロギアス 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 日高 スマイルファーム 484± 0 〃 クビ 29．4

78 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444± 02：16．91� 18．0�
810 テイエムクロマル 牡3黒鹿56 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 486－ 22：17．0アタマ 265．0�
66 ハイエストコード 牡3黒鹿56 岩田 望来�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 62：19．2大差 16．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，479，300円 複勝： 47，440，600円 枠連： 6，009，500円
馬連： 39，762，500円 馬単： 23，922，700円 ワイド： 36，471，700円
3連複： 60，026，900円 3連単： 109，139，600円 計： 353，252，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連（1－3） 1，120円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 610円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 304793 的中 � 146089（1番人気）
複勝票数 計 474406 的中 � 241865（1番人気）� 27101（5番人気）� 56800（2番人気）
枠連票数 計 60095 的中 （1－3） 4143（4番人気）
馬連票数 計 397625 的中 �� 33351（4番人気）
馬単票数 計 239227 的中 �� 13809（5番人気）
ワイド票数 計 364717 的中 �� 25832（4番人気）�� 60167（1番人気）�� 12887（9番人気）
3連複票数 計 600269 的中 ��� 50176（3番人気）
3連単票数 計1091396 的中 ��� 20646（8番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．8―12．9―13．1―12．8―12．2―12．1―12．0―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―35．6―48．5―1：01．6―1：14．4―1：26．6―1：38．7―1：50．7―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3
1
3
2，3（1，10）6（4，7，8）9－5・（2，3）（10，9）1（6，8）（4，7）－5

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

勝馬の
紹 介

ダノンジャッカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2021．12．4 阪神3着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時45分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 テイエムクロマル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月6日まで平地競走に出走でき

ない。

01138 2月6日 曇 稍重 （4中京1） 第12日 第6競走 ��1，600�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
1：32．3
1：30．3

良
良

48 ゼッフィーロ 牡3鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464 ―1：36．8 3．2�
12 ヴ ァ リ ッ ド 牝3黒鹿54 団野 大成金山 政信氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 428 ―1：37．01� 23．9�
24 モズベイパーコーン 牝3青鹿54 国分 恭介 �キャピタル・システム 藤岡 健一 日高 株式会社

目黒牧場 500 ―1：37．21� 7．8�
35 ビレッジスター 牡3黒鹿56 幸 英明吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ― 〃 ハナ 28．4�
47 オーダーナチュラル 牡3黒鹿56 松田 大作 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．3クビ 22．7	
11 スワヤンブナート �3青鹿56 武 豊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 ハナ 4．5

612 スーパーチーフ 牡3鹿 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488 ―1：37．51� 6．8�
59 ミスピュアハート 牝3栗 54 松山 弘平大塚 亮一氏 大久保龍志 浦河 ディアレスト

クラブ 434 ―1：37．71� 4．6�
611 アンタゴニスタ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富塚ファーム 498 ― 〃 アタマ 46．4
510 デルマスプリガン 牡3黒鹿56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 436 ―1：37．91� 92．5�
36 テイエムヒロイン 牝3鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか グローリーファーム 414 ―1：38．21� 110．6�
815 レイワガンタン 牡3栗 56 柴山 雄一松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 470 ―1：38．83� 67．3�
714 アクアビート 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂大田 恭充氏 辻 哲英 青森 荒谷牧場 422 ―1：39．43� 101．7�
23 インアスピン 牝3栗 54 小崎 綾也�フクキタル 四位 洋文 新冠 パカパカ

ファーム 484 ―1：39．5� 29．2�
816 ダ フ ニ ス 牡3青鹿56 太宰 啓介�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 452 ―1：39．82 88．4�
713 アフターザレイン 牝3鹿 54 水口 優也成富 直行氏 大根田裕之 日高 長谷川牧場 442 ―1：40．22� 276．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，126，100円 複勝： 32，980，300円 枠連： 9，151，800円
馬連： 42，570，600円 馬単： 17，698，200円 ワイド： 34，892，900円
3連複： 61，348，500円 3連単： 65，854，500円 計： 293，622，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 490円 � 250円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 970円 �� 550円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 32，020円

票 数

単勝票数 計 291261 的中 � 70929（1番人気）
複勝票数 計 329803 的中 � 70415（1番人気）� 13826（7番人気）� 32212（5番人気）
枠連票数 計 91518 的中 （1－4） 10050（2番人気）
馬連票数 計 425706 的中 �� 10891（11番人気）
馬単票数 計 176982 的中 �� 2891（16番人気）
ワイド票数 計 348929 的中 �� 9190（10番人気）�� 17373（4番人気）�� 3574（25番人気）
3連複票数 計 613485 的中 ��� 6526（20番人気）
3連単票数 計 658545 的中 ��� 1491（91番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―11．9―12．0―12．3―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．6―37．5―49．5―1：01．8―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ゼッフィーロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2019．2．5生 牡3鹿 母 ワイルドウインド 母母 Woman Secret 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時10分に変更。
〔その他〕 ダフニス号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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） 5頭 ヴィスパメンテ号・ウォータールグラン号・エアシャロウ号・タイセイレーヴ号・ユキノプリンセス号



01139 2月6日 晴 稍重 （4中京1） 第12日 第7競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13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 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
1：54．7
1：53．7

重
不良

33 アズユーフィール 牡4黒鹿56 川田 将雅 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B506－ 22：01．6 2．1�
22 サイモンメガライズ 牡4鹿 56 池添 謙一澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 504± 02：02．24 31．0�
78 トミケンベレムド 牡4栗 56 吉田 豊蓑島 竜一氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 540＋ 22：02．3� 65．6�
79 メイショウシロガネ 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470＋ 42：02．62 16．0�
810 イシュタルゲート 牡6鹿 57 団野 大成吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：02．7アタマ 32．1�
55 シュルレアリスト 牡4鹿 56 岩田 望来	G1レーシング 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 02：03．44 3．4

66 ナムラスワガー 牡4鹿 56 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 478－ 6 〃 ハナ 6．5�
11 サ ル ー テ �7鹿 57 柴山 雄一小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 556－ 22：03．82� 307．9�
44 テーオーラファエロ 牡4芦 56 松田 大作小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B456－122：04．54 62．5
811 ヒルノエドワード 牡5黒鹿57 太宰 啓介	ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 488± 02：04．6� 7．8�
67 � クリノヴィンセント 牡5鹿 57 高倉 稜栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 486＋ 42：05．45 21．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，565，400円 複勝： 40，786，900円 枠連： 8，663，400円
馬連： 54，716，900円 馬単： 25，907，900円 ワイド： 47，636，000円
3連複： 82，520，900円 3連単： 119，687，700円 計： 414，485，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 580円 � 800円 枠 連（2－3） 3，240円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，850円 �� 11，010円

3 連 複 ��� 27，500円 3 連 単 ��� 78，590円

票 数

単勝票数 計 345654 的中 � 129885（1番人気）
複勝票数 計 407869 的中 � 129417（1番人気）� 13483（8番人気）� 9438（9番人気）
枠連票数 計 86634 的中 （2－3） 2066（11番人気）
馬連票数 計 547169 的中 �� 13623（11番人気）
馬単票数 計 259079 的中 �� 3861（16番人気）
ワイド票数 計 476360 的中 �� 10572（13番人気）�� 6658（19番人気）�� 1082（45番人気）
3連複票数 計 825209 的中 ��� 2250（60番人気）
3連単票数 計1196877 的中 ��� 1104（203番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．3―29．7―42．8―55．6―1：08．3―1：21．6―1：35．5―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．0
1
3
11－5－7－9＝3（2，6）8－（1，4）10
11，5＝9，7（3，10）（6，8）2＝1－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アズユーフィール �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．13生 牡4黒鹿 母 フィールザライト 母母 フィールザビュウ 18戦2勝 賞金 26，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時40分に変更。

01140 2月6日 晴 稍重 （4中京1） 第12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

67 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 506－ 61：54．0 24．2�
66 イツカハシャチョウ 牡4鹿 56 幸 英明 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 504＋ 4 〃 クビ 17．3�
55 プエルタデルソル 牡8栗 57 横山 典弘前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋161：54．1クビ 24．3�
78 ジ ロ ー 牡5鹿 57 松山 弘平エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 494－ 21：54．42 17．4�
11 ラズルダズル 牡5鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：54．5� 1．5	
810� キャリアリズム 牡4鹿 56 岩田 望来グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-

gree LLC 508± 0 〃 ハナ 3．0

811 ペイシャオウユー 牝4栗 54 団野 大成北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 470－ 41：54．81� 113．7�
44 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 吉田 豊奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 B518－ 21：54．9� 43．8�
79 テイエムマジック 牡4栗 56

52 ★永島まなみ竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 B510＋ 21：55．11� 19．0
33 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 498－ 2 〃 アタマ 154．4�
22 シンゼンデレヤ 牡5鹿 57 川島 信二原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 518± 01：56．59 177．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，689，800円 複勝： 127，237，200円 枠連： 10，580，300円
馬連： 55，893，200円 馬単： 37，243，400円 ワイド： 44，265，400円
3連複： 84，412，700円 3連単： 168，129，000円 計： 565，451，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 1，250円 � 820円 � 1，060円 枠 連（6－6） 11，110円

馬 連 �� 11，210円 馬 単 �� 25，090円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 2，230円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 37，020円 3 連 単 ��� 227，410円

票 数

単勝票数 計 376898 的中 � 12443（6番人気）
複勝票数 計1272372 的中 � 26510（7番人気）� 42211（3番人気）� 31711（6番人気）
枠連票数 計 105803 的中 （6－6） 738（17番人気）
馬連票数 計 558932 的中 �� 3863（21番人気）
馬単票数 計 372434 的中 �� 1113（35番人気）
ワイド票数 計 442654 的中 �� 5906（18番人気）�� 5110（21番人気）�� 4818（23番人気）
3連複票数 計 844127 的中 ��� 1710（61番人気）
3連単票数 計1681290 的中 ��� 536（310番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．8―12．0―12．4―13．4―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．9―49．7―1：01．7―1：14．1―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムマグマ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．6 小倉12着

2018．3．8生 牡4鹿 母 エーシンピュリティ 母母 パッションストーム 17戦3勝 賞金 32，710，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時05分に変更。



01141 2月6日 晴 稍重 （4中京1） 第12日 第9競走 ��
��1，400�トリトンステークス

発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

66 ビップウインク 牝5青 55 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510± 01：21．2 39．3�
55 ストーンリッジ 牡5鹿 57 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 474± 01：21．3� 9．8�
77 	 ブルースピリット 牡4鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

494＋ 8 〃 ハナ 2．7�
22 
 コスモエスパーダ 牡6青 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 500± 0 〃 ハナ 33．3�
78 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 57 池添 謙一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494± 01：21．4クビ 14．6	
33 テンハッピーローズ 牝4栗 55 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 444＋ 21：21．5� 2．6

89 マイエンフェルト 牝6鹿 55 藤井勘一郎 �シルクレーシング 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 105．1�
11 ハッシュゴーゴー 牝6鹿 55 武 豊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462＋ 61：21．6クビ 14．0�
810 ヴ ァ ト レ ニ �4鹿 57 横山 典弘野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 444－ 2 〃 クビ 5．2
44 ショウナンバニラ 牝6鹿 55 吉田 豊�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 452＋ 61：21．7� 53．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，098，900円 複勝： 61，659，100円 枠連： 11，249，600円
馬連： 89，495，000円 馬単： 40，301，800円 ワイド： 76，870，400円
3連複： 133，277，700円 3連単： 194，265，000円 計： 663，217，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，930円 複 勝 � 550円 � 250円 � 150円 枠 連（5－6） 9，730円

馬 連 �� 11，680円 馬 単 �� 30，870円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，320円 �� 530円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 113，300円

票 数

単勝票数 計 560989 的中 � 11418（8番人気）
複勝票数 計 616591 的中 � 22146（7番人気）� 59888（4番人気）� 140416（2番人気）
枠連票数 計 112496 的中 （5－6） 896（21番人気）
馬連票数 計 894950 的中 �� 5937（25番人気）
馬単票数 計 403018 的中 �� 979（58番人気）
ワイド票数 計 768704 的中 �� 7359（25番人気）�� 14661（16番人気）�� 40171（4番人気）
3連複票数 計1332777 的中 ��� 10665（31番人気）
3連単票数 計1942650 的中 ��� 1243（270番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．0―11．4―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．5―45．9―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．3
3 ・（2，8）－7（1，6，9）5（3，10）4 4 ・（2，8）－7（1，6，9）5（3，10）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップウインク �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2019．12．1 中山5着

2017．2．17生 牝5青 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 16戦4勝 賞金 65，747，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時30分に変更。

01142 2月6日 晴 稍重 （4中京1） 第12日 第10競走 ��1，900�
せ と

瀬戸ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．2．6以降4．1．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

58 ハヤブサナンデクン 牡6芦 56 武 豊武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 502± 01：58．8 2．3�
57 ペルセウスシチー 牡5黒鹿55 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B486＋ 21：58．9� 4．4�
69 ハンディーズピーク 牡4鹿 54 幸 英明前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514＋ 21：59．96 4．9�
712 ホウオウライジン 牡6栗 54 川須 栄彦小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－102：00．11� 69．7�
34 ダ ッ チ マ ン �5青鹿54 松山 弘平小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 460－ 2 〃 ハナ 13．4�
11 ヴ ィ ゴ ー レ 牡4芦 54 岩田 望来�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 62：00．84 6．7	
46 アルーフクライ �8鹿 54 団野 大成 
社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482－ 82：00．9クビ 122．8�
45 ベルジュネス �6鹿 54 池添 謙一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B466＋ 42：01．0� 20．3�
814 ワンダーエカルテ 牝6芦 53 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 516－ 22：01．32 34．7
711 メイショウヨカゼ 牡5栗 55 松田 大作松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 530± 02：01．4クビ 25．7�
610 サンレイファイト 牡6栗 53 高倉 稜永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 474＋ 42：01．71� 194．9�
33 スズカパンサー 牡5栗 54 小崎 綾也永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B474± 0 〃 クビ 62．6�
22 メイショウヨソユキ 牝6黒鹿52 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋ 22：02．12� 53．7�
813 リフトトゥヘヴン 牡8鹿 53 西村 太一丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 8 〃 クビ 333．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，972，200円 複勝： 78，983，400円 枠連： 25，289，100円
馬連： 150，171，100円 馬単： 55，031，100円 ワイド： 100，907，700円
3連複： 222，995，000円 3連単： 250，419，400円 計： 949，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（5－5） 610円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 659722 的中 � 220738（1番人気）
複勝票数 計 789834 的中 � 212251（1番人気）� 150342（2番人気）� 97369（4番人気）
枠連票数 計 252891 的中 （5－5） 31676（3番人気）
馬連票数 計1501711 的中 �� 194567（2番人気）
馬単票数 計 550311 的中 �� 43683（2番人気）
ワイド票数 計1009077 的中 �� 118557（1番人気）�� 102512（2番人気）�� 57365（4番人気）
3連複票数 計2229950 的中 ��� 210756（1番人気）
3連単票数 計2504194 的中 ��� 59679（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．2―13．6―12．9―12．0―12．2―12．6―12．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―29．8―43．4―56．3―1：08．3―1：20．5―1：33．1―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．8 阪神1着

2016．3．31生 牡6芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 14戦4勝 賞金 81，069，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ホウオウライジン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



01143 2月6日 晴 稍重 （4中京1） 第12日 第11競走 ��
��2，000�第62回き さ ら ぎ 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （NHK賞） （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

NHK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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 マテンロウレオ 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 476－ 22：00．5 4．0�
33 ダンテスヴュー 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 ハナ 4．1�
811 メイショウゲキリン 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506－ 42：00．71	 27．7�
44 アスクワイルドモア 牡3黒鹿56 武 豊廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－10 〃 クビ 12．0�
66 ストロングウィル 牡3黒鹿56 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 山際牧場 480± 02：01．23 3．4�
67 フォースクエア 牡3栗 56 池添 謙一 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．41 10．1

79 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿56 団野 大成島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－12 〃 クビ 193．5�
78 セ ル ケ ト 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478－ 62：01．5	 14．0
810 シェルビーズアイ 牡3黒鹿56 松田 大作	桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 468－ 4 〃 アタマ 31．0�
11 
 エアアネモイ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

520± 02：03．3大差 8．1�
55 ショウナンマグマ 牡3鹿 56 吉田 豊国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 508＋ 42：05．010 46．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 247，886，900円 複勝： 260，036，600円 枠連： 70，370，300円
馬連： 602，983，100円 馬単： 222，503，500円 ワイド： 423，390，400円
3連複： 996，627，900円 3連単： 1，442，931，200円 計： 4，266，729，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 460円 枠 連（2－3） 810円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，610円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 26，860円

票 数

単勝票数 計2478869 的中 � 493679（2番人気）
複勝票数 計2600366 的中 � 490069（3番人気）� 550724（1番人気）� 101426（8番人気）
枠連票数 計 703703 的中 （2－3） 66722（3番人気）
馬連票数 計6029831 的中 �� 585892（3番人気）
馬単票数 計2225035 的中 �� 106448（3番人気）
ワイド票数 計4233904 的中 �� 403937（1番人気）�� 66601（22番人気）�� 67828（20番人気）
3連複票数 計9966279 的中 ��� 109457（26番人気）
3連単票数 計14429312 的中 ��� 38933（97番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．3―12．1―11．9―12．1―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．2―48．5―1：00．6―1：12．5―1：24．6―1：36．5―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
11，8（1，6，5）10，3（2，7）4－9・（11，8）－（1，6）（3，10）－2－（4，7）9，5

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

勝馬の
紹 介

マテンロウレオ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．10．30 阪神1着

2019．4．22生 牡3黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 3戦2勝 賞金 47，399，000円
〔制裁〕 ショウナンマグマ号の騎手吉田豊は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・10番）
〔その他〕 ショウナンマグマ号は，1コーナーから2コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

01144 2月6日 曇 稍重 （4中京1） 第12日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

612 オシリスブレイン 牡5青鹿57 川田 将雅エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 498－ 21：08．9 6．1�
510 カーフライターク 牡5黒鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 33．0�
36 サトノルーチェ 牝4鹿 55 幸 英明 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426－ 21：09．0クビ 5．1�
611 メイショウドウドウ 牡7黒鹿57 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488± 0 〃 クビ 5．5�
47 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 474－ 2 〃 クビ 15．4	
816 ブロンズレッド 牡4栗 57 岩田 望来下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 522＋ 21：09．1� 17．7

23 モンファボリ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 21：09．2アタマ 2．7�
713 メイショウユリシス 牝5黒鹿55 太宰 啓介松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 486± 0 〃 クビ 93．7
815� レオパルドミノル 牡4青鹿57 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：09．3� 17．2�
11 ウ メ タ ロ ウ 牡7黒鹿57 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B504＋ 2 〃 アタマ 315．5�
24 ロングトレーン 牝4鹿 55 川須 栄彦前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：09．72� 65．3�
12 カフェアヴニール 牡4青鹿57 吉田 豊西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 474± 0 〃 ハナ 111．3�
714 マッスルマサムネ 	7鹿 57 松山 弘平塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞
湖 レイクヴィラファーム 516＋ 81：09．8� 28．9�
35 マ ヒ オ レ 牡4栗 57 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 486－ 21：10．01� 110．1�
48 イルヴェントドーロ 牝6鹿 55

51 ★古川 奈穂兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 450－ 61：10．21� 19．3�
59 ア ー ヒ ラ 牝7芦 55 柴山 雄一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454－ 61：10．41� 523．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，417，300円 複勝： 115，844，600円 枠連： 40，840，800円
馬連： 178，428，900円 馬単： 70，558，900円 ワイド： 147，009，500円
3連複： 298，919，500円 3連単： 346，163，600円 計： 1，287，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 590円 � 210円 枠 連（5－6） 4，600円

馬 連 �� 12，090円 馬 単 �� 17，270円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 720円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 19，250円 3 連 単 ��� 135，360円

票 数

単勝票数 計 894173 的中 � 116979（4番人気）
複勝票数 計1158446 的中 � 135917（4番人気）� 42248（10番人気）� 160562（3番人気）
枠連票数 計 408408 的中 （5－6） 6866（16番人気）
馬連票数 計1784289 的中 �� 11435（34番人気）
馬単票数 計 705589 的中 �� 3063（56番人気）
ワイド票数 計1470095 的中 �� 12123（32番人気）�� 55399（7番人気）�� 15082（28番人気）
3連複票数 計2989195 的中 ��� 11643（55番人気）
3連単票数 計3461636 的中 ��� 1854（381番人気）

ハロンタイム 12．5―10．2―10．9―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―22．7―33．6―45．2―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．3
3 ・（2，8）－9（13，14）1（12，15）（6，16）（3，10）（5，7）11，4 4 ・（2，8）－（13，9）14，1（12，15）（6，16）3，10（5，7）11，4

勝馬の
紹 介

オシリスブレイン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．11．3 東京2着

2017．2．21生 牡5青鹿 母 イ シ ス 母母 アラマサスナイパー 18戦3勝 賞金 52，338，000円

４レース目



（4中京1）第12日 2月6日（日曜日） 雪後曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 154頭 本 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

268，220，000円
31，130，000円
1，320，000円
34，250，000円
67，290，000円
4，422，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
761，946，900円
1，047，784，400円
223，173，300円
1，445，153，800円
612，676，100円
1，126，511，600円
2，308，195，300円
3，192，018，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，717，460，300円

総入場人員 3，240名 （有料入場人員 2，989名）



総計

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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
務員出走奨励金

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
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