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01013 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10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

59 レ タ ラ 牝3芦 54 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：55．4 2．2�
48 クレスコジョケツ 牝3鹿 54 富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 470－ 61：55．5� 45．8�
35 デ ィ ス コ 牝3鹿 54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 482－ 61：55．71� 3．5�
510 クリノフラッグ 牝3鹿 54 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 460± 01：56．34 137．3�
47 ミギーフェイス 牝3鹿 54 松山 弘平 STレーシング 新谷 功一 新冠 パカパカ

ファーム 500＋ 4 〃 ハナ 7．2�
612 テーオーティラミス 牝3鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 472＋ 21：56．51 89．2	
714 ノーブルブロンド 牝3栗 54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 むかわ 市川牧場 472＋ 61：56．7� 14．8

36 オースピシャス 牝3鹿 54 小崎 綾也 �京都ホースレーシング 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 454＋ 81：57．23 117．5�
816 オフショアガール 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 432－ 21：57．41� 396．1
611 ツカサトレイン 牝3青鹿54 川須 栄彦小泉 禎剛氏 松下 武士 浦河 カケハムポニークラブ 468－ 41：57．71� 441．0�
713 タガノテフテフ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 430＋ 2 〃 クビ 26．1�

12 カホウハネテマテ 牝3芦 54
53 ☆泉谷 楓真 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 468－ 61：58．55 158．9�

815 ヒロシゲパール 牝3鹿 54 国分 優作�ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 476± 01：58．71 4．9�
23 ミラクルギフト 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 410－ 22：00．410 213．7�
24 ノーブルヴァレー 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 浦河 高村牧場 470－ 22：00．82 152．9�
11 エ ト ー ソ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 428＋ 22：00．9クビ 81．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，710，200円 複勝： 68，374，800円 枠連： 13，870，700円
馬連： 75，035，700円 馬単： 35，796，600円 ワイド： 73，029，700円
3連複： 118，836，400円 3連単： 131，472，500円 計： 561，126，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 450円 � 130円 枠 連（4－5） 660円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 860円 �� 190円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 14，240円

票 数

単勝票数 計 447102 的中 � 156166（1番人気）
複勝票数 計 683748 的中 � 232888（1番人気）� 20808（7番人気）� 137391（2番人気）
枠連票数 計 138707 的中 （4－5） 16122（3番人気）
馬連票数 計 750357 的中 �� 17459（9番人気）
馬単票数 計 357966 的中 �� 6096（14番人気）
ワイド票数 計 730297 的中 �� 18664（10番人気）�� 130398（1番人気）�� 13293（12番人気）
3連複票数 計1188364 的中 ��� 40583（6番人気）
3連単票数 計1314725 的中 ��� 6690（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―49．4―1：02．1―1：15．3―1：28．6―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．1
1
3
9，7（5，8）14（3，15）16（10，13）6，2，12－4，11－1
9（7，8）5，14（10，15）13，16，12－6－（3，2）11＝1＝4

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

勝馬の
紹 介

レ タ ラ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．26 阪神12着

2019．4．1生 牝3芦 母 サトノニーケ 母母 フェミニンガール 5戦1勝 賞金 9，270，000円
〔制裁〕 クレスコジョケツ号の調教師木原一良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルヴァレー号・エトーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8日ま

で平地競走に出走できない。

01014 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第2競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 オラヴェリタス 牡3黒鹿 56
53 ▲角田 大和杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B494＋ 21：26．7 6．3�

815 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 468＋ 41：27．01� 145．6�

713 ヒノデテイオー 牡3栗 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 440－ 61：27．32 4．5�
814 オーガスタスカイ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：27．61� 8．7�

（仏）

712 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＋ 61：27．7クビ 67．3�
23 パーティーベル 牡3鹿 56 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 460＋121：27．91� 3．4�
46 シンゼンコイチャン 牝3鹿 54 横山 典弘原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋ 21：28．11	 55．5	
610 エイシンスポッター 牡3栗 56 浜中 俊平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 486－ 41：28．2� 24．1

22 エイシンデュエラー 牡3鹿 56 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 ハナ 18．0�
58 ベストフィーチャー 牝3鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 21：28．3� 45．9
611 ク ー 牝3鹿 54 菱田 裕二鈴木 正浩氏 青木 孝文 浦河 中島牧場 452－ 61：28．61� 378．4�
47 テイエムケントオー 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 452＋ 81：29．55 11．1�
34 メイショウウインダ 
3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 502－101：29．71	 245．7�
59 ジョーヌヴェール 牝3鹿 54 富田 暁川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 444－ 41：30．65 34．0�
35 モ ズ ル ル 牝3黒鹿54 団野 大成 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 日の出牧場 496＋ 21：30．81� 5．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，371，600円 複勝： 75，995，300円 枠連： 12，665，500円
馬連： 78，585，300円 馬単： 32，359，100円 ワイド： 78，107，300円
3連複： 120，470，800円 3連単： 121，022，800円 計： 571，577，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 1，700円 � 200円 枠 連（1－8） 3，030円

馬 連 �� 40，900円 馬 単 �� 62，540円

ワ イ ド �� 7，290円 �� 490円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 39，590円 3 連 単 ��� 260，360円

票 数

単勝票数 計 523716 的中 � 66127（4番人気）
複勝票数 計 759953 的中 � 104907（3番人気）� 8814（13番人気）� 110355（2番人気）
枠連票数 計 126655 的中 （1－8） 3237（15番人気）
馬連票数 計 785853 的中 �� 1489（60番人気）
馬単票数 計 323591 的中 �� 388（110番人気）
ワイド票数 計 781073 的中 �� 2613（51番人気）�� 45658（4番人気）�� 2617（50番人気）
3連複票数 計1204708 的中 ��� 2282（98番人気）
3連単票数 計1210228 的中 ��� 337（601番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―34．8―47．1―1：00．2―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オラヴェリタス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．7．31 新潟14着

2019．5．24生 牡3黒鹿 母 ア リ デ ッ ド 母母 スワンプリンセス 6戦1勝 賞金 8，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズルル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8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。

第１回 中京競馬 第２日



01015 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第3競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

711 スマートビクター 牡3栗 56 坂井 瑠星大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 512－ 81：54．9 45．3�
57 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－ 2 〃 クビ 13．2�
813 ヴォルゴグラード 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 496－ 41：55．32� 8．0�
33 ナリタグローリアス 牡3栗 56 松山 弘平�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 502＋ 21：55．4� 3．6�
45 プラチナドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B462＋ 61：55．61 6．3	
610 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 510－ 41：56．13 76．0

11 エアフォースワン 牡3鹿 56 国分 恭介藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 456－ 41：56．41� 14．3�
58 テイエムシルバー 牡3芦 56 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 482± 01：56．82� 181．9�
46 メイショウヒシャ 牡3鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 532＋ 21：56．9� 36．4
69 テーオークレール 牡3鹿 56 川田 将雅小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 476－ 21：57．0クビ 2．7�
34 クラシックステップ 牡3鹿 56 C．デムーロ �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：57．1� 9．5�

（仏）

22 アダマスミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 492－ 81：57．95 86．7�
814 メイショウトリデ 牡3黒鹿 56

54 △小沢 大仁松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－ 61：58．85 384．5�
712 リヤンフォルス 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 中神牧場 494－ 82：00．510 361．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，048，900円 複勝： 78，149，800円 枠連： 13，470，900円
馬連： 74，067，300円 馬単： 33，712，700円 ワイド： 80，242，800円
3連複： 117，268，100円 3連単： 125，881，900円 計： 573，842，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，530円 複 勝 � 960円 � 460円 � 290円 枠 連（5－7） 14，930円

馬 連 �� 29，220円 馬 単 �� 66，530円

ワ イ ド �� 8，290円 �� 3，260円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 94，570円 3 連 単 ��� 573，980円

票 数

単勝票数 計 510489 的中 � 9007（9番人気）
複勝票数 計 781498 的中 � 19168（9番人気）� 43687（7番人気）� 80621（4番人気）
枠連票数 計 134709 的中 （5－7） 699（26番人気）
馬連票数 計 740673 的中 �� 1964（43番人気）
馬単票数 計 337127 的中 �� 380（99番人気）
ワイド票数 計 802428 的中 �� 2471（43番人気）�� 6364（30番人気）�� 7797（23番人気）
3連複票数 計1172681 的中 ��� 930（131番人気）
3連単票数 計1258819 的中 ��� 159（770番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．5―50．3―1：02．8―1：16．0―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
11（6，13）（8，10，14）（3，5，9）（2，4）12－7－1
11，13（6，14）（3，8，10，9）（2，5，4）7（12，1）

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

勝馬の
紹 介

スマートビクター �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ヴァーミリアン デビュー 2021．12．19 阪神6着

2019．4．18生 牡3栗 母 スマートノエル 母母 スマートパルス 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ジルバーン号の騎手横山典弘は，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：9番・8番）
〔その他〕 リヤンフォルス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。

01016 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時40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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

814 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 504 ―1：13．4 6．0�
46 � マスキエッタ 牝3鹿 54 岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

464 ―1：13．61� 2．7�
35 ジーアネモネ 牝3黒鹿 54

51 ▲松本 大輝�ジーホース 松下 武士 新冠 アサヒ牧場 464 ―1：14．77 89．9�
22 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 ―1：14．8クビ 6．0�
23 ルクスマイティー 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ルクス 石橋 守 新ひだか 静内山田牧場 434 ―1：15．12 20．1�
47 グ ア ナ バ ラ 牝3鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 新谷 功一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ― 〃 ハナ 6．1	
610 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 468 ―1：15．2� 17．5

611 キクノヴェール 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 440 ― 〃 ハナ 148．7�
58 セイキングダム 牡3黒鹿56 幸 英明金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 472 ―1：15．3クビ 7．8�
713 キュールエフウジン 牡3黒鹿56 団野 大成岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 486 ―1：15．51� 53．4
712 カワキタオルゴ 牝3鹿 54 川須 栄彦川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 506 ―1：15．6クビ 14．7�
11 ナムライザナミ 牝3芦 54 川島 信二奈村 睦弘氏 新谷 功一 新ひだか 八田ファーム 404 ―1：15．81� 71．1�
34 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 476 ―1：16．65 232．4�
815 ア シ ュ ラ ン 牡3芦 56 加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 464 ―1：17．13 47．8�
59 ワンスマイル 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁康本 利幸氏 石橋 守 新ひだか 橋本牧場 448 ―1：19．2大差 43．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 44，603，600円 複勝： 57，129，500円 枠連： 16，827，900円
馬連： 60，384，200円 馬単： 27，158，400円 ワイド： 59，042，000円
3連複： 88，319，400円 3連単： 90，070，900円 計： 443，535，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 140円 � 1，470円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 470円 �� 9，400円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 30，720円 3 連 単 ��� 150，460円

票 数

単勝票数 計 446036 的中 � 58585（3番人気）
複勝票数 計 571295 的中 � 64665（4番人気）� 142057（1番人気）� 6835（13番人気）
枠連票数 計 168279 的中 （4－8） 18904（3番人気）
馬連票数 計 603842 的中 �� 45102（3番人気）
馬単票数 計 271584 的中 �� 9207（6番人気）
ワイド票数 計 590420 的中 �� 36094（2番人気）�� 1523（67番人気）�� 2986（44番人気）
3連複票数 計 883194 的中 ��� 2156（87番人気）
3連単票数 計 900709 的中 ��� 434（416番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．9―48．7―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシブルーム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．5．23生 牡3芦 母 ア サ ケ ゴ マ 母母 ソーラーヴィジョン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 セイキングダム号の騎手幸英明は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8日まで平地競走に

出走できない。



01017 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第5競走 2，200�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

48 アーティット 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 482＋ 42：13．8 1．5�

24 プレミアスコア 牝3栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472－ 62：13．9� 38．8�
23 ホウオウフウジン 牡3芦 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 クビ 17．8�
36 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 岩田 康誠泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 488－ 62：14．0アタマ 153．0�
815 ジ ェ ン ヌ 牝3鹿 54 古川 吉洋エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 424± 02：14．42� 126．1	
59 ハイコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 クビ 35．2

35 ヴァーグエスタード 牡3栗 56 和田 竜二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 462－ 82：14．5アタマ 139．2�
11 キングロコマイカイ 牡3黒鹿56 富田 暁大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B484－ 2 〃 クビ 14．7�
47 ブラックシールド 牡3鹿 56 C．デムーロ 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 5．8

（仏）

510 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 �島 克駿松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 446± 0 〃 アタマ 15．5�
817 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 中井 裕二 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 426＋ 42：14．6� 53．8�
612 ワ イ ズ マ ン 牡3黒鹿56 藤岡 康太山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 466＋ 22：15．02� 19．4�
713 カバロプレト 牡3青鹿56 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 坂口 智康 新ひだか チャンピオンズファーム 426－ 22：15．1� 332．3�
816 キューバンピート 牡3栗 56 藤井勘一郎橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 B486＋ 82：16．58 125．2�
611 イスラグランデ 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－102：18．210 14．6�
714 モズジャストミート 牡3黒鹿56 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 浦河 恵比寿牧場 512＋ 22：21．5大差 417．7�

（16頭）
12 シ ュ テ ィ ル 牡3鹿 56 菱田 裕二林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 462－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 61，563，400円 複勝： 218，428，300円 枠連： 21，506，100円
馬連： 74，222，800円 馬単： 44，074，000円 ワイド： 86，921，700円
3連複： 113，256，000円 3連単： 151，625，500円 計： 771，597，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 450円 � 320円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 880円 �� 520円 �� 4，550円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 24，370円

票 数

単勝票数 差引計 615634（返還計 12156） 的中 � 327269（1番人気）
複勝票数 差引計2184283（返還計 25774） 的中 � 1570356（1番人気）� 36946（8番人気）� 57173（7番人気）
枠連票数 差引計 215061（返還計 663） 的中 （2－4） 22980（4番人気）
馬連票数 差引計 742228（返還計 64484） 的中 �� 26404（8番人気）
馬単票数 差引計 440740（返還計 31739） 的中 �� 12523（9番人気）
ワイド票数 差引計 869217（返還計 79560） 的中 �� 25463（8番人気）�� 45550（6番人気）�� 4578（41番人気）
3連複票数 差引計1132560（返還計197554） 的中 ��� 11240（26番人気）
3連単票数 差引計1516255（返還計242467） 的中 ��� 4509（80番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―12．7―12．5―12．5―12．7―12．6―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．3―34．4―47．1―59．6―1：12．1―1：24．8―1：37．4―1：49．7―2：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3
3（8，11）1（4，9，14）5（10，7）（6，16）（13，12）17，15
3，8（1，11）（4，9，14，17）5（10，7）（6，12，16）13，15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーティット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2021．11．13 阪神3着

2019．4．19生 牡3鹿 母 アブソリュートレディ 母母 Lil’s Jessy 3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走除外〕 シュティル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズジャストミート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8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。

01018 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時00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

713 ショショローザ 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．1 5．0�
816 マヒナライズ 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 426 ―1：37．2� 2．1�

（仏）

47 バーニングヒート 牝3黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436 ―1：37．62� 4．7�

35 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 444 ―1：37．7� 17．7�
12 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 横山 武史犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 500 ―1：38．12� 7．7	
24 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 坂井 瑠星宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510 ―1：38．31� 22．1

611 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 508 ―1：38．4クビ 107．7�
714 エイシングラス 牡3鹿 56 西村 淳也�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 多田 善弘 490 ― 〃 クビ 48．1�
36 トウシンハナ 牝3栗 54 �島 克駿�サトー 村山 明 新ひだか 服部 牧場 430 ―1：38．5クビ 327．0
59 ビュークレスト 牝3黒鹿 54

53 ☆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 464 ―1：38．61 74．0�
23 メイショウミザオ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 454 ―1：39．02� 85．0�
11 ケ イ カ 牝3鹿 54 吉田 隼人桂土地� 庄野 靖志 新ひだか 山際セントラルスタッド 434 ―1：39．1� 115．1�
48 ボードメンバー 牡3鹿 56 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 日高 浜本牧場 500 ―1：39．52� 77．0�
510 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 池添 謙一宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 454 ―1：39．6クビ 42．2�
612 シエルエトワール 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 394 ―1：40．02� 118．2�
815 サウンドステラ 牝3青鹿54 松山 弘平増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 406 ― （競走中止） 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，683，400円 複勝： 64，616，400円 枠連： 18，372，100円
馬連： 70，064，200円 馬単： 32，956，600円 ワイド： 68，000，000円
3連複： 98，145，700円 3連単： 112，210，400円 計： 522，048，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 250円 �� 400円 �� 250円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 576834 的中 � 92122（3番人気）
複勝票数 計 646164 的中 � 100860（3番人気）� 175265（1番人気）� 105043（2番人気）
枠連票数 計 183721 的中 （7－8） 38026（1番人気）
馬連票数 計 700642 的中 �� 109721（1番人気）
馬単票数 計 329566 的中 �� 19671（3番人気）
ワイド票数 計 680000 的中 �� 72428（2番人気）�� 39119（4番人気）�� 72465（1番人気）
3連複票数 計 981457 的中 ��� 84183（1番人気）
3連単票数 計1122104 的中 ��� 19321（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．9―49．7―1：02．7―1：15．0―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ショショローザ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Acatenango 初出走

2019．2．27生 牝3鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 サウンドステラ号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 サトノリーベ号・サンライズルーチェ号・スマートグランデ号・タマモペアリング号・ナパージュケイク号・

バンデルオーラ号・メモリーレゾン号・ララヴォルシエル号
※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。



01019 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13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

34 デ シ エ ル ト 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ラ・メール 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506± 01：52．9 3．9�
814� ジ ュ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 米 Breffni Farm 468－ 61：53．11 1．7�
45 フ ル オ ー ル 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 448＋ 21：53．2� 26．3�
57 � フィフティシェビー 牡3鹿 56 柴山 雄一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B488－ 21：53．41� 25．2�
11 エ ナ ハ ツ ホ 牝3栗 54 富田 暁宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 438－ 8 〃 ハナ 151．4�
33 ビヨンドザファザー 牡3鹿 56 藤岡 康太 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 B508＋ 21：53．92� 126．7	
712 ドンフランキー 牡3栗 56 C．デムーロ 早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 580± 0 〃 クビ 9．6


（仏）

711 ヒロノシュン �3芦 56 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 502－ 41：54．22 58．5�
69 フォーチュンテラー 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 21：54．41	 5．5�
46 フロンタルジェダイ 牡3栗 56 斎藤 新髙橋 正雄氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 512－ 41：54．61 115．8
813 エ ル バ リ オ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B514± 01：54．7� 154．3�
610 コンスタンティン 牝3鹿 54 松田 大作椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 464＋ 41：55．23 198．3�
58 アンノウンウォリア 牡3黒鹿56 団野 大成�田 昌久氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 468－121：56．05 134．6�
22 オ ス テ リ ア 牡3栗 56 坂井 瑠星 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 510－ 81：56．21� 101．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 111，225，800円 複勝： 142，289，600円 枠連： 20，153，000円
馬連： 115，493，600円 馬単： 64，236，800円 ワイド： 108，649，500円
3連複： 180，708，200円 3連単： 270，004，000円 計： 1，012，760，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 250円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，090円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計1112258 的中 � 226326（2番人気）
複勝票数 計1422896 的中 � 215527（2番人気）� 682526（1番人気）� 67769（5番人気）
枠連票数 計 201530 的中 （3－8） 48758（1番人気）
馬連票数 計1154936 的中 �� 276969（1番人気）
馬単票数 計 642368 的中 �� 62025（3番人気）
ワイド票数 計1086495 的中 �� 188835（1番人気）�� 21280（12番人気）�� 41488（7番人気）
3連複票数 計1807082 的中 ��� 45678（7番人気）
3連単票数 計2700040 的中 ��� 18470（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．7―12．9―12．6―13．0―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．7―48．4―1：01．3―1：13．9―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3
・（2，4）－（9，13）（11，12）（1，8，14）－3，10－5－6，7・（2，4）－（9，11，13，14）（1，12，3）8－10，7－5－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ シ エ ル ト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．19 阪神1着

2019．1．17生 牡3黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 2戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 エナハツホ号の騎手富田暁は，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50，000円。（被害馬：13番）
※フルオール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

01020 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00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

35 � メリディアン 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 438－ 21：54．8 15．2�
59 リアンクール 牝4鹿 54 C．デムーロ 村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 41：54．9� 1．4�

（仏）

611 クリノニキータ 牝5鹿 55
52 ▲角田 大和栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 484＋ 7 〃 クビ 107．9�

815 プルモナリア 牝4栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 466＋ 41：55．1� 14．7�
23 ズ ー ル ー 牝5鹿 55 松田 大作椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 41：55．2� 55．1�
58 ラヴベローナ 牝7鹿 55 松山 弘平菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 21：55．3� 54．0	
712 ベゼドランジュ 牝4栗 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 518＋ 4 〃 ハナ 10．4

11 チュウワエンジェル 牝4鹿 54 吉田 隼人中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 53．5�
713 ブラインドデート 牝5黒鹿55 団野 大成窪田 康志氏 斉藤 崇史 新冠 大栄牧場 474± 01：55．72� 34．3�
22 ラグラスドシエル 牝4黒鹿 54

52 △小沢 大仁 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 454＋ 4 〃 クビ 12．1

34 ウインヴァカンス 牝4栗 54 小崎 綾也�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B450± 0 〃 ハナ 42．9�
46 アイリスクォーツ 牝4栗 54 西村 淳也 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B500＋ 21：56．33� 113．9�
610 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 2 〃 クビ 16．9�
47 マ ヤ ロ ー ザ 牝4栗 54

53 ☆泉谷 楓真�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 444＋ 21：56．5� 18．4�
814 シ ベ ー ル 牝5鹿 55 岩田 望来 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：57．67 71．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，204，700円 複勝： 150，230，800円 枠連： 15，512，400円
馬連： 75，102，000円 馬単： 48，089，300円 ワイド： 82，951，800円
3連複： 125，844，300円 3連単： 178，030，700円 計： 721，966，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 240円 � 110円 � 1，090円 枠 連（3－5） 650円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 410円 �� 10，080円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 17，030円 3 連 単 ��� 159，540円

票 数

単勝票数 計 462047 的中 � 24258（5番人気）
複勝票数 計1502308 的中 � 59779（5番人気）� 1052264（1番人気）� 9960（14番人気）
枠連票数 計 155124 的中 （3－5） 18483（3番人気）
馬連票数 計 751020 的中 �� 68562（5番人気）
馬単票数 計 480893 的中 �� 9500（15番人気）
ワイド票数 計 829518 的中 �� 58032（3番人気）�� 1959（69番人気）�� 10662（21番人気）
3連複票数 計1258443 的中 ��� 5542（57番人気）
3連単票数 計1780307 的中 ��� 809（356番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．6―50．7―1：03．8―1：17．0―1：30．2―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．8
1
3
6（4，7，14）（5，9）2，12，1，11（10，13）（3，8）15・（6，7，14）（4，5，9）2（1，12，11）（10，13）－（3，8）15

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

勝馬の
紹 介

�メリディアン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dubawi

2017．4．7生 牝5鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 13戦1勝 賞金 16，610，000円
初出走 JRA

※シベール号・ズールー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



01021 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第9競走 ��1，200�
と ば

鳥 羽 特 別
発走14時35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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

610 テーオーマルクス 牡5鹿 57 斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 500＋ 21：08．2 53．3�
22 メイショウドウドウ 牡7黒鹿57 西村 淳也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488± 01：08．41� 14．0�
34 プレシオーソ 牡5黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 486± 01：08．71� 2．9�
11 ファイアーボーラー �6黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 466± 01：08．8クビ 10．0�
711	 ロングファイナリー �6鹿 57 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 480± 0 〃 クビ 187．6	
33 リ ャ ス ナ 牝6鹿 55 C．デムーロ �キャロットファーム 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 456± 01：08．9� 3．9


（仏）

46 グッドワード 牝7芦 55 
島 克駿下河辺俊行氏 畑端 省吾 日高 下河辺牧場 516＋101：09．11 53．9�
57 ディヴィナシオン 牡5黒鹿57 古川 吉洋一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 476＋ 8 〃 ハナ 15．1�
712 アサケエース 牡5鹿 57 小沢 大仁大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454＋ 4 〃 ハナ 34．3
58 カイザーノヴァ 牡4鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 B460＋ 2 〃 クビ 10．7�
813 シオミチクレバ 牝5鹿 55 団野 大成谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 502± 01：09．52 128．0�
69 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 56 亀田 温心栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 21：09．82 43．5�
45 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 岩田 康誠吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B496＋ 6 〃 � 15．8�
814 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 57 和田 竜二野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 504－ 21：10．11� 6．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，930，000円 複勝： 77，446，600円 枠連： 22，884，700円
馬連： 107，202，900円 馬単： 41，757，300円 ワイド： 102，231，400円
3連複： 172，104，800円 3連単： 191，521，300円 計： 768，079，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，330円 複 勝 � 1，280円 � 290円 � 150円 枠 連（2－6） 14，380円

馬 連 �� 42，340円 馬 単 �� 105，800円

ワ イ ド �� 10，920円 �� 3，660円 �� 980円

3 連 複 ��� 47，240円 3 連 単 ��� 516，180円

票 数

単勝票数 計 529300 的中 � 7936（11番人気）
複勝票数 計 774466 的中 � 11538（12番人気）� 64802（5番人気）� 176088（1番人気）
枠連票数 計 228847 的中 （2－6） 1233（29番人気）
馬連票数 計1072029 的中 �� 1962（64番人気）
馬単票数 計 417573 的中 �� 296（138番人気）
ワイド票数 計1022314 的中 �� 2346（66番人気）�� 7096（40番人気）�� 27905（8番人気）
3連複票数 計1721048 的中 ��� 2732（118番人気）
3連単票数 計1915213 的中 ��� 269（973番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．4―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーマルクス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．1 阪神4着

2017．3．5生 牡5鹿 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 19戦3勝 賞金 52，034，000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。

01022 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第10競走 ��
��2，000�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 シュヴァリエローズ 牡4鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454＋101：59．5 6．9�
66 � オーロラフラッシュ 牝5鹿 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm B460± 01：59．71	 20．7�
44 カイザーバローズ 牡4青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 446－ 41：59．91	 3．3�
89 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 482± 02：00．11
 14．9�

22 タガノパッション 牝4鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－ 22：00．3� 3．6	

77 サンテローズ 牝5栗 55 C．デムーロ �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520－ 22：00．4
 2．5

（仏）

78 ミヤビパーフェクト �6鹿 57 岩田 望来村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 490＋22 〃 ハナ 130．0�
55 プリマヴィスタ 牡5栗 57 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 クビ 74．2�
810 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 57 泉谷 楓真伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 476± 02：01．03
 128．0
33 ジョウショームード 牡6黒鹿57 国分 優作熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448＋ 4 〃 
 230．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 90，086，400円 複勝： 92，081，800円 枠連： 20，956，300円
馬連： 143，245，800円 馬単： 67，515，900円 ワイド： 100，199，000円
3連複： 193，529，700円 3連単： 343，802，700円 計： 1，051，417，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 390円 � 160円 枠 連（1－6） 7，490円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 12，170円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 350円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 52，010円

票 数

単勝票数 計 900864 的中 � 103779（4番人気）
複勝票数 計 920818 的中 � 103796（4番人気）� 49581（6番人気）� 184130（3番人気）
枠連票数 計 209563 的中 （1－6） 2168（15番人気）
馬連票数 計1432458 的中 �� 17773（14番人気）
馬単票数 計 675159 的中 �� 4159（27番人気）
ワイド票数 計1001990 的中 �� 15716（14番人気）�� 81621（5番人気）�� 28135（11番人気）
3連複票数 計1935297 的中 ��� 26844（16番人気）
3連単票数 計3438027 的中 ��� 4792（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．7―37．0―49．0―1：00．9―1：12．8―1：24．3―1：35．5―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュヴァリエローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2020．6．21 阪神1着

2018．5．4生 牡4鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 11戦3勝 賞金 72，186，000円
〔その他〕 サンテローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サンテローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月8日まで出走できない。
※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。



01023 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス（Ｌ）

発走15時45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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000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 	 ピ ン シ ャ ン 牡5栗 57 川田 将雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 470 1：23．8 4．7�

713 ヴァニラアイス 牝6鹿 54 吉田 隼人�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 61：23．91 29．3�
612 スリーグランド 牡5栗 57 岩田 望来永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 478＋ 41：24．0クビ 3．1�
611 アヴァンティスト 牡6栗 56 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 480＋ 4 〃 クビ 13．1�
23 レッドヴェイロン 牡7鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 504－ 61：24．2
 94．0	
510 イ メ ル 牡6黒鹿56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 502＋121：24．3
 15．8

816 ロイヤルパールス 牡7鹿 57 池添 謙一ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 530－ 21：24．4
 60．2�
12 ゲンパチフォルツァ 牡4鹿 55 斎藤 新平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 514－ 41：24．6
 33．1�
47 スナークスター �6鹿 56 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468－ 21：24．81 340．9
815 コパノマーキュリー 牡5鹿 56 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 510－ 2 〃 アタマ 7．7�
48 ゼンノアンジュ 牝4鹿 53 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 502± 01：24．9� 15．5�
36 サ ヴ ァ 牡4黒鹿55 横山 武史藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 536＋161：25．0� 5．0�
59 カレンロマチェンコ 牡4鹿 55 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 480＋ 81：25．1� 15．2�
11 メイショウベンガル 牡5芦 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 496＋121：25．31 63．0�
714 スピリットワンベル 牡7鹿 56 泉谷 楓真鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 540＋ 21：26．36 122．7�
35 � メイショウキョウジ 牡7鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B480＋ 6 （競走中止） 159．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 150，086，100円 複勝： 209，753，300円 枠連： 80，278，600円
馬連： 396，470，600円 馬単： 128，679，800円 ワイド： 295，849，800円
3連複： 654，375，400円 3連単： 686，780，700円 計： 2，602，274，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 510円 � 140円 枠 連（2－7） 6，360円

馬 連 �� 7，870円 馬 単 �� 11，880円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 410円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 52，400円

票 数

単勝票数 計1500861 的中 � 251375（2番人気）
複勝票数 計2097533 的中 � 283335（2番人気）� 76601（9番人気）� 494790（1番人気）
枠連票数 計 802786 的中 （2－7） 9780（23番人気）
馬連票数 計3964706 的中 �� 38999（29番人気）
馬単票数 計1286798 的中 �� 8120（46番人気）
ワイド票数 計2958498 的中 �� 29095（33番人気）�� 205588（1番人気）�� 62749（12番人気）
3連複票数 計6543754 的中 ��� 65102（26番人気）
3連単票数 計6867807 的中 ��� 9502（176番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―12．0―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．0―46．0―58．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ピ ン シ ャ ン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．7．27 小倉3着

2017．3．14生 牡5栗 母 Beauty and Light 母母 Gaudete 14戦5勝 賞金 93，293，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走中止〕 メイショウキョウジ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウキョウジ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月8日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬）10頭 イッツクール号・スマッシングハーツ号・ダノンチェイサー号・デュードヴァン号・ニューモニュメント号・

フォーテ号・プレシャスブルー号・ベルダーイメル号・マイネルフラップ号・ヨーホーレイク号

01024 1月8日 晴 良 （4中京1） 第2日 第12競走 1，200�4歳以上1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 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

611 ロコポルティ 牡4鹿 56 C．デムーロ �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋241：11．9 6．5�

（仏）

714 エヴァジョーネ 牝5黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム B436＋ 81：12．0� 32．7�
35 デアリングウーマン 牝4鹿 54

51 ▲角田 大和岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 436± 01：12．21� 3．6�
12 � メイショウオウギ 牝6芦 55 団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 446－ 21：12．3クビ 34．4�
47 サウンドウイッシュ 牡4黒鹿56 �島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488－ 61：12．4� 10．4�
11 ノーブルグレイス 牝4鹿 54 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 446－ 41：12．61� 16．5	
59 シゲルメダリスト 牡4鹿 56 富田 暁森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B476－ 21：12．7� 67．3

36 サダムゲンヤ 牡6鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 B494－101：12．8� 64．5�
23 コパノキャッチング 牡4黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 454－101：13．01 29．6�
48 ゴルトファルベン 牡5鹿 57 斎藤 新 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 15．5
510 フ ェ ラ ー ラ 牝4鹿 54 岩田 望来北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 420－ 21：13．1クビ 59．2�
713 スマートルミエール 牡5鹿 57

55 △小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B466＋ 2 〃 � 9．2�
815 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 458＋ 41：13．73� 3．8�
612 メイショウアマギ 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋ 21：14．12� 32．6�
24 ジョーレイラニ 牝4鹿 54

51 ▲松本 大輝上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 平野牧場 446－ 41：14．63 22．6�
816 メイショウイチヒメ 牝4青鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 436＋ 61：16．5大差 81．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，884，800円 複勝： 121，140，200円 枠連： 38，887，500円
馬連： 189，360，200円 馬単： 66，798，300円 ワイド： 173，230，500円
3連複： 314，821，000円 3連単： 340，894，800円 計： 1，334，017，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 300円 � 790円 � 170円 枠 連（6－7） 2，280円

馬 連 �� 11，400円 馬 単 �� 17，110円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 880円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，180円 3 連 単 ��� 110，380円

票 数

単勝票数 計 888848 的中 � 109017（3番人気）
複勝票数 計1211402 的中 � 98602（5番人気）� 31207（12番人気）� 241674（1番人気）
枠連票数 計 388875 的中 （6－7） 13177（12番人気）
馬連票数 計1893602 的中 �� 12862（41番人気）
馬単票数 計 667983 的中 �� 2928（60番人気）
ワイド票数 計1732305 的中 �� 11966（40番人気）�� 52981（6番人気）�� 16698（29番人気）
3連複票数 計3148210 的中 ��� 13737（55番人気）
3連単票数 計3408948 的中 ��� 2239（347番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．0―12．0―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．9
3 ・（4，5）－14（7，11，16）（1，12，15）（2，9，13）－（3，8）10，6 4 ・（4，5）－（7，14）11（1，12）（2，9，16，15）13（3，8）－（6，10）

勝馬の
紹 介

ロコポルティ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．19 中京中止

2018．1．28生 牡4鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 10戦2勝 賞金 16，670，000円
〔制裁〕 メイショウイチヒメ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイチヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月8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 テーオールソー号
※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。



（4中京1）第2日 1月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

213，540，000円
5，620，000円
27，540，000円
1，390，000円
27，410，000円
77，179，000円
4，867，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
851，398，900円
1，355，636，400円
295，385，700円
1，459，234，600円
623，134，800円
1，308，455，500円
2，297，679，800円
2，743，318，200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 10，934，243，900円

総入場人員 2，917名 （有料入場人員 2，593名）
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