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01025 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

610� シェイリーン 牝3芦 54 C．デムーロ 吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country
Horse Farms, LLC 490＋ 21：55．5 1．7�

（仏）

712 シュプリンガー 牡3青 56 団野 大成ライオンレースホース� 松下 武士 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 25．9�
22 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 518－ 41：55．81� 11．4�
23 マテンロウマジック 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 484－ 61：56．0� 4．4�
815� スエトニウス 牡3栗 56 西村 淳也 �社台レースホース藤原 英昭 米 Shadai Cor-

poration 464－ 61：56．32 12．1	
11 サトノキリンジ 牡3鹿 56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 454＋ 61：56．83 35．7

814 ヤマニンモノポリー 牡3栗 56 富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 502± 01：57．01� 130．0�
46 コラムニスト 牡3黒鹿56 �島 克駿ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 21：57．1クビ 47．8�
713 コ ノ リ ー 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁�高橋ファーム 松永 昌博 浦河 斉藤英牧場 458＋ 41：57．2� 6．9
58 タ ボ ン 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 480＋101：57．62	 97．4�
35 テイエムアラジン 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 490± 01：58．02	 173．6�
59 タマモトレゾール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 508－161：58．32 542．6�
34 � ゴーンクエスト 牡3鹿 56 岩田 望来飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda

Farm 470－101：58．82	 78．2�
47 プラネタリウム 牡3芦 56 小崎 綾也市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム B490± 01：58．9� 380．6�
611 シゲルサカモリ 牡3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 荒井ファーム 454－ 21：59．96 233．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，611，400円 複勝： 122，286，500円 枠連： 17，794，600円
馬連： 89，045，400円 馬単： 53，933，200円 ワイド： 90，080，600円
3連複： 149，493，400円 3連単： 207，855，400円 計： 793，100，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 220円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 840円 �� 470円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 16，030円

票 数

単勝票数 計 626114 的中 � 288780（1番人気）
複勝票数 計1222865 的中 � 647777（1番人気）� 33915（6番人気）� 82859（4番人気）
枠連票数 計 177946 的中 （6－7） 20602（2番人気）
馬連票数 計 890454 的中 �� 32523（8番人気）
馬単票数 計 539332 的中 �� 16872（7番人気）
ワイド票数 計 900806 的中 �� 27272（9番人気）�� 52930（4番人気）�� 7960（21番人気）
3連複票数 計1494934 的中 ��� 20192（16番人気）
3連単票数 計2078554 的中 ��� 9395（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．1―51．4―1：04．3―1：17．2―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．3
1
3
6，15，12（2，3，10）13（7，14）1（5，4）11，9－8・（6，15，12）（2，10，13）（1，3，14，11）（5，7，4）－8，9

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

勝馬の
紹 介

�シェイリーン �
�
父 Arrogate �

�
母父 Montbrook デビュー 2021．11．27 阪神2着

2019．5．16生 牝3芦 母 Amen Hallelujah 母母 Sara’s Success 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ゴーンクエスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴーンクエスト号は，令和4年1月10日から令和4年1月30日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。

01026 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 アルムブラーヴ 牡3青鹿56 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－ 21：13．4 2．5�

48 マルモエキスパート 牝3鹿 54 富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 442＋ 41：13．5� 4．3�
816 コブラクロー 牡3鹿 56 川須 栄彦山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 562＋10 〃 クビ 5．0�
24 マインフリューゲル 牡3黒鹿56 松若 風馬名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋101：13．81� 26．0�
612 ブレイヴルーラー 牡3鹿 56 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B492－ 81：14．22� 35．8�
36 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 480＋ 81：14．41� 12．4	
47 エピックウォリアー 牡3鹿 56 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 440－ 21：14．61 118．0

35 ユ メ コ イ 牝3栗 54

51 ▲角田 大和古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 406－12 〃 ハナ 242．4�
713 テーオーロワ 牡3鹿 56 幸 英明小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 492＋101：14．92 45．8�
59 ゴッドハニービー 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 442－ 4 〃 アタマ 116．6
12 メイショウモヒート 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 B492± 0 〃 アタマ 19．7�
11 ジュエリークラフト 牡3鹿 56 団野 大成大田 恭充氏 牧田 和弥 新冠 中山 高鹿康 472－ 21：15．11 11．2�
714 トーホウオリオン 牡3鹿 56 長岡 禎仁東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 470－ 2 〃 ハナ 18．4�
23 キ ャ ロ ル 牡3黒鹿56 西村 淳也エムズレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 490＋261：15．31� 31．9�
815 メッチャサス 牝3青鹿54 藤懸 貴志大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 444± 01：15．62 87．8�
510 エムズブランコ 牝3栗 54 城戸 義政本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 484－ 41：15．7クビ 124．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，340，000円 複勝： 67，801，200円 枠連： 15，517，700円
馬連： 75，468，900円 馬単： 32，726，400円 ワイド： 83，120，400円
3連複： 127，203，600円 3連単： 121，460，200円 計： 567，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 410円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 443400 的中 � 136798（1番人気）
複勝票数 計 678012 的中 � 208744（1番人気）� 105048（2番人気）� 89861（3番人気）
枠連票数 計 155177 的中 （4－6） 19515（2番人気）
馬連票数 計 754689 的中 �� 99715（1番人気）
馬単票数 計 327264 的中 �� 22084（2番人気）
ワイド票数 計 831204 的中 �� 83129（2番人気）�� 90869（1番人気）�� 46884（4番人気）
3連複票数 計1272036 的中 ��� 120402（1番人気）
3連単票数 計1214602 的中 ��� 28481（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．3―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルムブラーヴ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．7 阪神2着

2019．4．16生 牡3青鹿 母 チャーリーズ 母母 タガノチャーリーズ 5戦1勝 賞金 9，300，000円
※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 タイキバンディエラ号

第１回 中京競馬 第３日



01027 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

46 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 524－ 42：01．9 1．3�
611 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 550＋122：02．96 8．0�
47 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 �島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498＋ 22：03．0� 24．7�
815 サンレブンワース 牡3鹿 56 浜中 俊 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 510－ 82：04．06 166．5�
712 ジョーコモド 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 496－ 22：04．1クビ 44．8�
35 ダイナミックリュウ 牡3栗 56 古川 吉洋	杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 486＋ 82：04．41� 235．1

814 ストロンゲスト 牡3芦 56 吉田 隼人阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 494＋102：04．61� 131．8�
59 コ ジ ロ ウ 牡3鹿 56 森 裕太朗岡 浩二氏 中尾 秀正 日高 藤本 直弘 484＋ 22：04．81� 77．7�
23 キャンディボイス 牡3鹿 56 藤井勘一郎濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 540－10 〃 ハナ 69．2
22 グローツラング 牡3芦 56

53 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 508＋ 2 〃 クビ 84．2�

34 ランスオブムーン 牡3青鹿 56
55 ☆泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 82：05．22� 90．5�

58 フォートウィリアム 牡3栗 56 西村 淳也�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 528－ 22：05．94 82．2�
610 メイショウトツカ 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 富田牧場 458＋ 6 〃 ハナ 13．4�
713 サンウエストウッド 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 496－142：06．53� 26．8�
11 テーオーパルフェ 牡3栗 56 岩田 望来小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 508± 02：06．81� 7．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，080，300円 複勝： 204，155，400円 枠連： 15，383，800円
馬連： 65，671，700円 馬単： 47，579，500円 ワイド： 73，701，200円
3連複： 111，930，000円 3連単： 187，838，600円 計： 754，340，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 400円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 260円 �� 520円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 5，420円

票 数

単勝票数 計 480803 的中 � 285356（1番人気）
複勝票数 計2041554 的中 � 1528011（1番人気）� 82807（3番人気）� 32943（7番人気）
枠連票数 計 153838 的中 （4－6） 43280（1番人気）
馬連票数 計 656717 的中 �� 103355（2番人気）
馬単票数 計 475795 的中 �� 58592（2番人気）
ワイド票数 計 737012 的中 �� 82535（2番人気）�� 35107（5番人気）�� 9560（17番人気）
3連複票数 計1119300 的中 ��� 32593（7番人気）
3連単票数 計1878386 的中 ��� 25106（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―30．5―44．1―57．6―1：10．7―1：23．8―1：37．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．1
1
3
7（1，11）（2，6）13（5，3）10（4，9，12）15（8，14）
7（11，6）（1，14）（2，10）（3，13，8）15（5，9，12）4

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

勝馬の
紹 介

サンライズジャスト �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．12．12 阪神2着

2019．2．14生 牡3鹿 母 マーメイドティアラ 母母 グレイスティアラ 2戦1勝 賞金 8，000，000円

01028 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第4競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走11時40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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 エコロマンボ 牝4鹿 54 西村 淳也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 516＋ 21：25．5 4．3�
713 メイショウマンサク 牝4鹿 54 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 520－ 21：25．6クビ 5．7�
35 スズノナデシコ 牝4鹿 54 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 512＋ 61：25．7� 10．3�
24 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 81：25．91� 9．4�
815 コスミックエナジー 牝5栗 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B480＋141：26．22 7．3�

（仏）

59 メイショウコミチ 牝6鹿 55
53 △小沢 大仁松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 458－ 21：26．3クビ 49．0	

816 バーニングソウル 牝5芦 55
52 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 430＋ 2 〃 クビ 8．3


48 ピュアカラー 牝5黒鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 456－ 41：26．4クビ 31．4�
36 ミセスバローズ 牝4栗 54 池添 謙一猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 420－ 2 〃 アタマ 16．0
23 ルシャリーブル 牝4栗 54 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 438＋ 41：26．61� 24．7�
12 � ソナトリーチェ 牝4鹿 54 団野 大成 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：26．81� 36．1�
47 パフュームリボン 牝4黒鹿 54

50 ★永島まなみ�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 436－ 61：26．9� 110．3�
611� ハ ニ ー リ ン 牝5鹿 55 長岡 禎仁西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 482± 01：27．21	 279．9�
714 ヴェールクレール 牝4黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 466－ 21：28．05 6．2�
510� ピンポンダッシュ 牝5黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 440－161：29．8大差 206．1�
11 ティフォーザ 牝4鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 81：31．6大差 35．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，632，500円 複勝： 82，756，900円 枠連： 21，496，100円
馬連： 91，567，300円 馬単： 33，865，700円 ワイド： 96，943，000円
3連複： 159，799，800円 3連単： 140，038，300円 計： 672，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 240円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 440円 �� 560円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 456325 的中 � 84352（1番人気）
複勝票数 計 827569 的中 � 156986（1番人気）� 108715（2番人気）� 76741（4番人気）
枠連票数 計 214961 的中 （6－7） 24555（2番人気）
馬連票数 計 915673 的中 �� 62386（1番人気）
馬単票数 計 338657 的中 �� 12244（1番人気）
ワイド票数 計 969430 的中 �� 58409（1番人気）�� 44446（2番人気）�� 26442（8番人気）
3連複票数 計1597998 的中 ��� 43344（3番人気）
3連単票数 計1400383 的中 ��� 9626（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．9―47．5―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 ・（1，2）4，5（6，10）（14，16）（7，12）（11，15，13）（8，9）－3 4 2（1，4）5（12，6，16）（7，10，14）（15，13）（8，11，9）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エコロマンボ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．29 新潟8着

2018．2．25生 牝4鹿 母 マンボカーニバル 母母 Shahpari 9戦2勝 賞金 18，170，000円
〔制裁〕 ハニーリン号の騎手長岡禎仁は，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：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンポンダッシュ号・ティフォーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月

9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。



01029 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第5競走 ��1，600�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
1：32．3
1：30．3

良
良

816 エ ン ペ ザ ー 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 486－ 41：34．7 4．0�
35 シゲルローズマリー 牡3青鹿56 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 476＋ 21：35．44 12．7�
611 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 424＋ 2 〃 クビ 11．0�
510 ミクソロジー 牡3栗 56 吉田 隼人江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 426＋141：35．5クビ 43．2�
11 エナジーグラン 牡3黒鹿56 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 458－ 4 〃 ハナ 8．3	
36 エスオーライアン 牡3鹿 56 富田 暁岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 450＋ 21：35．6� 18．8

48 タガノタンゴ 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 81：35．7クビ 73．1�
23 � エ ク セ ト ラ 牡3鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Middle

Club Team 486－ 61：35．8� 3．2�
612� ウ ラ ヤ 牡3栗 56 C．ルメールゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 486＋101：35．9� 7．2
47 イーストリバー �3鹿 56 藤懸 貴志三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 138．4�
815 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54 川島 信二中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 404－ 81：36．32� 103．8�
24 クリノマジン 牡3鹿 56 斎藤 新栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 452± 01：36．4� 10．4�
59 � モズフェニックス 牝3鹿 54 	島 克駿 �キャピタル・システム 森田 直行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

486－ 21：36．72 97．8�
713 コウエイキズナ 牡3鹿 56 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 494－ 61：37．01� 22．5�
714 ドゥライトアルディ 牝3鹿 54 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 486＋ 21：37．53 305．1�
12 コスモルージュ 牡3栗 56 松若 風馬 �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 464± 01：37．92� 356．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，154，400円 複勝： 105，655，900円 枠連： 20，986，300円
馬連： 102，532，400円 馬単： 40，260，700円 ワイド： 104，176，500円
3連複： 155，077，800円 3連単： 148，470，300円 計： 737，314，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 320円 � 240円 枠 連（3－8） 1，880円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 510円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 40，460円

票 数

単勝票数 計 601544 的中 � 119502（2番人気）
複勝票数 計1056559 的中 � 189929（2番人気）� 74003（7番人気）� 108209（4番人気）
枠連票数 計 209863 的中 （3－8） 8645（9番人気）
馬連票数 計1025324 的中 �� 24108（12番人気）
馬単票数 計 402607 的中 �� 5215（21番人気）
ワイド票数 計1041765 的中 �� 25884（12番人気）�� 56204（4番人気）�� 14639（22番人気）
3連複票数 計1550778 的中 ��� 15361（26番人気）
3連単票数 計1484703 的中 ��� 2660（133番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．2―12．4―11．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．3―47．5―59．9―1：11．6―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ン ペ ザ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．31 阪神11着

2019．3．9生 牡3鹿 母 ロージーローズ 母母 ア ン ダ ン テ 4戦1勝 賞金 8，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エムズフラッシュ号・オーラライト号

01030 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第6競走 2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

44 アスクオンディープ 牡3黒鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 486 ―2：04．4 6．1�
22 ニシノクレセント 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 512 ―2：04．82� 21．6�
79 サンライズエース 牡3黒鹿56 �島 克駿�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 496 ― 〃 クビ 52．9�
66 モーダルジャズ 牡3栗 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 平取 坂東牧場 460 ― 〃 ハナ 1．9�
55 ジューンレインボー 牝3青鹿54 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 418 ―2：05．22 29．8�
11 ニューヴァージョン 牡3鹿 56 C．ルメール 髙嶋 祐子氏 坂口 智康 浦河 有限会社

吉田ファーム 482 ― 〃 クビ 5．9	
811 フォルツァモンド 牝3青鹿 54

52 △小沢 大仁永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 398 ―2：05．62� 317．7

78 ブレイズアウト 牡3栗 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―2：05．91� 4．5�
（仏）

67 キョウエイディーズ 牝3鹿 54 松山 弘平田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440 ―2：06．01 80．3
810 フライシュッツ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 498 ―2：06．1� 19．3�
33 エランフェーヴル 牡3栗 56 坂井 瑠星廣崎 智子氏 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 470 ―2：07．48 41．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，939，000円 複勝： 72，276，300円 枠連： 14，122，900円
馬連： 80，612，800円 馬単： 44，793，000円 ワイド： 70，773，400円
3連複： 111，904，700円 3連単： 178，262，800円 計： 642，684，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 530円 � 1，300円 枠 連（2－4） 5，370円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 8，140円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 3，470円 �� 3，830円

3 連 複 ��� 32，300円 3 連 単 ��� 160，140円

票 数

単勝票数 計 699390 的中 � 91597（4番人気）
複勝票数 計 722763 的中 � 99162（4番人気）� 34142（6番人気）� 12604（9番人気）
枠連票数 計 141229 的中 （2－4） 2035（16番人気）
馬連票数 計 806128 的中 �� 13603（13番人気）
馬単票数 計 447930 的中 �� 4124（24番人気）
ワイド票数 計 707734 的中 �� 13151（15番人気）�� 5212（29番人気）�� 4705（31番人気）
3連複票数 計1119047 的中 ��� 2598（65番人気）
3連単票数 計1782628 的中 ��� 807（298番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．4―13．4―13．0―12．9―12．8―12．1―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―38．0―51．4―1：04．4―1：17．3―1：30．1―1：42．2―1：53．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスクオンディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Curlin 初出走

2019．4．23生 牡3黒鹿 母 カラズマッチポイント 母母 Home Court 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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。



01031 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

814 ラズルダズル 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B470＋ 81：53．1 1．4�
46 アズユーフィール 牡4黒鹿56 C．デムーロ �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B502± 01：53．63 11．1�

（仏）

34 ウォーターアンク 牝4栗 54 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482± 01：53．81 118．0�
57 スズカルビコン 牡4栗 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B514＋ 4 〃 クビ 26．7�
711� テーオーバフェット 牡5栗 57 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B520＋ 61：53．9クビ 35．7�
813 クリノアンビシャス 牡4青鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 496± 01：54．0� 219．9	
69 � 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－ 41：55．06 3．5�
610 テイエムタツマキ 牡4青鹿56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B490＋ 61：55．2	 32．5�
58 タイセイポジション 牡4栗 56 藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 498－ 4 〃 クビ 543．0
33 ニホンピロマリブ 牡4鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 456± 01：55．51� 91．6�
45 バ シ レ ウ ス 牡4鹿 56 藤岡 佑介 
カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 480＋ 8 〃 クビ 49．1�
22 ムーンビード 牝4鹿 54 西村 淳也 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 486± 01：55．7	 168．6�
712 メイショウキリモン 牡4栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 21：56．12� 22．4�
11 ボーイズオブサマー 
6栗 57 藤井勘一郎 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畑端 省吾 新ひだか 岡田スタツド B514－ 21：56．73� 481．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 62，726，700円 複勝： 241，572，900円 枠連： 19，910，900円
馬連： 95，694，900円 馬単： 61，917，000円 ワイド： 86，269，800円
3連複： 151，993，800円 3連単： 269，503，500円 計： 989，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 � 760円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，820円 �� 7，620円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 24，080円

票 数

単勝票数 計 627267 的中 � 343600（1番人気）
複勝票数 計2415729 的中 � 1909460（1番人気）� 83668（3番人気）� 15899（9番人気）
枠連票数 計 199109 的中 （4－8） 23657（3番人気）
馬連票数 計 956949 的中 �� 87950（2番人気）
馬単票数 計 619170 的中 �� 42911（3番人気）
ワイド票数 計 862698 的中 �� 65661（2番人気）�� 11559（15番人気）�� 2680（38番人気）
3連複票数 計1519938 的中 ��� 9745（31番人気）
3連単票数 計2695035 的中 ��� 8114（65番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．8―12．3―12．4―12．9―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．5―1：01．8―1：14．2―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
9，14－2，10（7，11）（3，12）－13（5，6）－4－（1，8）・（9，14）（10，11）12，7，3－（2，13，6）（5，4）－8－1

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

勝馬の
紹 介

ラズルダズル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．25 小倉2着

2017．1．27生 牡5鹿 母 ラシンティランテ 母母 アドマイヤキラメキ 20戦2勝 賞金 37，190，000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。

01032 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

813 スタッドリー 牡4鹿 56 C．デムーロ �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 520＋ 42：01．0 2．3�

（仏）

33 シンシアリダーリン 牝4鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 434± 02：01．21� 15．4�
711 サウンドウォリアー 牡4鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490＋ 62：01．3クビ 6．0�
57 ウインリブルマン 牡4栗 56 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 520＋162：01．61� 6．0�
44 ヴィトーリア 牡4黒鹿56 C．ルメール 寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 438＋ 42：01．7� 5．2	
68 サトノマジェスタ 牡4青鹿56 	島 克駿 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 ハナ 65．1

710
 バ ン ベ ル ク 牡4鹿 56

53 ▲角田 大和 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 464＋ 32：01．8� 53．3�
69 アマネセール �6青鹿57 吉田 隼人 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 � 175．4�
22 テリオスマナ 牝4黒鹿54 古川 吉洋鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 456＋ 42：01．9� 23．8
45 テーオーソロス 牡4青鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 470＋ 22：02．0� 29．8�
11 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458± 02：02．31� 9．7�
812 カ タ リ ー ナ 牝4鹿 54 藤岡 佑介近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 22：02．4� 47．3�
56 
 キ ュ ロ ン 牡6鹿 57

55 △小沢 大仁加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 482＋132：03．03� 370．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 70，610，800円 複勝： 92，350，600円 枠連： 16，888，200円
馬連： 113，539，300円 馬単： 45，296，800円 ワイド： 104，313，600円
3連複： 169，573，200円 3連単： 193，711，700円 計： 806，284，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 290円 � 220円 枠 連（3－8） 1，700円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 690円 �� 420円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 16，230円

票 数

単勝票数 計 706108 的中 � 238229（1番人気）
複勝票数 計 923506 的中 � 236445（1番人気）� 65309（6番人気）� 99332（5番人気）
枠連票数 計 168882 的中 （3－8） 7688（7番人気）
馬連票数 計1135393 的中 �� 45030（8番人気）
馬単票数 計 452968 的中 �� 13461（8番人気）
ワイド票数 計1043136 的中 �� 38145（8番人気）�� 67911（4番人気）�� 23177（14番人気）
3連複票数 計1695732 的中 ��� 35106（11番人気）
3連単票数 計1937117 的中 ��� 8653（43番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．6―12．8―12．5―12．4―12．3―11．7―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．6―49．4―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．3―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スタッドリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．29 小倉9着

2018．4．28生 牡4鹿 母 ウインフロレゾン 母母 ブランシェリー 9戦2勝 賞金 28，253，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 バンベルク号の騎手角田大和は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
※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。



01033 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第9競走 ��1，800�
の う び

濃 尾 特 別
発走14時35分 （ダート・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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

59 レプンカムイ 牡4黒鹿56 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 478－ 41：53．2 1．9�
610 フ ラ ー レ ン 牝5鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：53．62� 7．1�

（仏）

58 メイショウミカワ 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 486± 01：53．7� 6．2�
23 ダノンマデイラ 牡4黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 5．6�
34 � 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 520＋ 21：54．01� 71．4	
712 フォルテデイマルミ 牡4黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 492＋ 21：54．1	 14．1

46 ヴェラアズール 牡5青 57 松若 風馬 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 41：54．3	 26．2�
814 サンマルエンパイア 牡8鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 4 〃 アタマ 203．7�
611 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 460－ 81：54．4� 43．6
47 � サハラヴァンクール 牡4鹿 56 松山 弘平首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 478＋ 4 〃 アタマ 19．5�
22 レッドレビン 
5鹿 57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B502＋101：54．82� 56．0�
713 アベックフォルス 牡5鹿 57 和田 竜二田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484－ 61：54．9	 155．2�
11 ハギノエスペラント 牡5青鹿57 富田 暁日隈 良江氏 四位 洋文 浦河 桑田牧場 494± 01：55．0クビ 85．8�
815 トーアエレクトロン 牡4鹿 56 松本 大輝高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 480＋ 61：55．21� 193．7�
35 ヴ ェ ノ ム 牡4鹿 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 540－ 21：55．51	 129．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 84，011，800円 複勝： 132，037，800円 枠連： 31，499，500円
馬連： 166，881，700円 馬単： 72，540，400円 ワイド： 136，029，100円
3連複： 256，328，000円 3連単： 346，125，900円 計： 1，225，454，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（5－6） 490円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 840118 的中 � 351658（1番人気）
複勝票数 計1320378 的中 � 486352（1番人気）� 155406（4番人気）� 171994（2番人気）
枠連票数 計 314995 的中 （5－6） 49112（2番人気）
馬連票数 計1668817 的中 �� 217439（3番人気）
馬単票数 計 725404 的中 �� 62049（3番人気）
ワイド票数 計1360291 的中 �� 130812（3番人気）�� 158797（1番人気）�� 50570（7番人気）
3連複票数 計2563280 的中 ��� 179754（2番人気）
3連単票数 計3461259 的中 ��� 68742（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．5―51．6―1：04．3―1：17．1―1：29．6―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レプンカムイ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2021．1．10 中京1着

2018．2．23生 牡4黒鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 9戦3勝 賞金 55，380，000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。

01034 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

しんしゅん

新春ステークス
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

35 グレイイングリーン 牡4芦 56 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494－ 41：19．6 7．7�
36 ショウリュウレーヴ 牡4黒鹿56 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506± 01：19．81� 2．4�
611 ストーンリッジ 牡5鹿 57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋161：20．43	 149．0�
47 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＋ 2 〃 クビ 35．8�
12 ルプリュフォール 
6鹿 57 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498＋ 21：20．61� 17．5�
24 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿54 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 436± 0 〃 クビ 6．7	
713 テンハッピーローズ 牝4栗 54 松山 弘平天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 442－ 21：20．91	 3．7

48 � コスモエスパーダ 牡6青 57 斎藤 新 �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＋ 6 〃 アタマ 66．8�
815 ハッシュゴーゴー 牝6鹿 55 浜中 俊吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 クビ 54．7
11 ノーブルアース 牝7黒鹿55 和田 竜二吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 482－ 81：21．0クビ 209．1�
612 ステイオンザトップ 牡8栗 57 西村 淳也 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B480± 01：21．1� 118．3�
510 カ ル リ ー ノ 牡6鹿 57 荻野 極 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B518＋ 41：21．31 70．0�
714 ビップウインク 牝5青 55 吉田 隼人鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510－ 41：21．41 37．9�
23 ドラグーンシチー 牡7鹿 57 亀田 温心 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 516－ 61：21．93 145．3�
816 アビッグチア 牝4黒鹿54 幸 英明藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504± 01：22．32	 27．4�
59 ミスビアンカ 牝5鹿 55 C．デムーロ �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：24．9大差 12．4�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，657，500円 複勝： 141，531，200円 枠連： 41，931，600円
馬連： 219，458，300円 馬単： 84，121，500円 ワイド： 167，499，300円
3連複： 338，008，800円 3連単： 378，085，200円 計： 1，470，293，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 160円 � 2，460円 枠 連（3－3） 1，030円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 9，430円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 37，930円 3 連 単 ��� 154，340円

票 数

単勝票数 計 996575 的中 � 102389（4番人気）
複勝票数 計1415312 的中 � 208980（3番人気）� 292282（1番人気）� 10111（15番人気）
枠連票数 計 419316 的中 （3－3） 31310（3番人気）
馬連票数 計2194583 的中 �� 166960（3番人気）
馬単票数 計 841215 的中 �� 29698（6番人気）
ワイド票数 計1674993 的中 �� 112280（3番人気）�� 4283（64番人気）�� 6470（52番人気）
3連複票数 計3380088 的中 ��� 6683（96番人気）
3連単票数 計3780852 的中 ��� 1776（394番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―11．3―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．6―44．9―56．5―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 6，8，16（4，7）（9，14）11（5，13）（3，1，10）15＝12，2 4 6，8（4，7，16）（11，9，14）（5，13）（1，10）（3，15）－2，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グレイイングリーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Closing Argument デビュー 2020．11．8 阪神1着

2018．3．12生 牡4芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 9戦4勝 賞金 57，681，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスビアンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月9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。

３レース目１レース目



01035 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第56回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （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

日刊スポーツ新聞社賞（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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

610 マテンロウオリオン 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 486± 01：34．1 10．2�
23 ソ リ タ リ オ 牡3栗 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 クビ 5．1�

（仏）

59 レッドベルアーム 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512－ 21：34．41	 6．2�
11 ビーアストニッシド 牡3黒鹿56 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 466± 0 〃 ハナ 12．2�
611 デルマグレムリン 牡3栗 56 武 豊浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 438－ 2 〃 クビ 58．6	
814
 モズゴールドバレル 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-

sley Thompson 438－ 61：34．61 32．9

22 ラ ス ー ル 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：34．7� 1．8�
46 カワキタレブリー 牡3黒鹿56 松山 弘平川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 432＋ 21：35．02 27．9�
58 ウナギノボリ 牡3黒鹿56 吉田 隼人小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 464± 01：35．21� 25．2
35 アールチャレンジ 牡3栗 56 団野 大成前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋12 〃 クビ 353．7�
815 セ ル バ ー グ 牡3鹿 56 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 436＋ 81：35．51	 92．7�
713 ショウナンアメリア 牝3黒鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 458－ 41：35．71� 73．3�
712 ジャスティンヴェル 牡3黒鹿56 西村 淳也三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 474－ 4 〃 クビ 132．9�
47 シーズザデイ 牡3鹿 56 島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 496± 01：36．23 96．9�
34 ジャカランダ 牡3黒鹿56 幸 英明�ノースヒルズ 河内 洋 新ひだか 土居牧場 576－ 21：36．3	 296．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 502，859，900円 複勝： 525，364，700円 枠連： 213，094，000円 馬連： 1，150，677，000円 馬単： 521，256，300円
ワイド： 977，176，400円 3連複： 2，139，053，900円 3連単： 3，315，593，300円 5重勝： 756，319，500円 計： 10，101，395，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 280円 � 170円 � 200円 枠 連（2－6） 610円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 740円 �� 930円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 25，490円

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

キャリーオーバー なし����� 393，910円

票 数

単勝票数 計5028599 的中 � 392402（4番人気）
複勝票数 計5253647 的中 � 425908（5番人気）� 909413（2番人気）� 680033（3番人気）
枠連票数 計2130940 的中 （2－6） 269708（3番人気）
馬連票数 計11506770 的中 �� 439501（7番人気）
馬単票数 計5212563 的中 �� 80700（17番人気）
ワイド票数 計9771764 的中 �� 357802（7番人気）�� 278279（10番人気）�� 483982（5番人気）
3連複票数 計21390539 的中 ��� 435043（10番人気）
3連単票数 計33155933 的中 ��� 94289（77番人気）
5重勝票数 計7563195 的中 ����� 1344

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．0―59．0―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

マテンロウオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．12 阪神2着

2019．2．20生 牡3黒鹿 母 パ ル テ ノ ン 母母 レディパステル 3戦2勝 賞金 53，712，000円
※モズゴールドバレル号は，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。

01036 1月9日 晴 良 （4中京1） 第3日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，750，000
7，750，000

円
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

11 レッドランサー 牡7黒鹿57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B468± 01：11．8 3．5�
47 スズカカナロア 牡6鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 同着 4．6�
612 ハ ニ エ ル 牝6鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 0 〃 ハナ 14．9�
48 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 476－ 21：12．11� 22．5�
24 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 484± 0 〃 クビ 160．6�
23 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± 01：12．2� 35．4	
611� ハードカウント 	7栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋101：12．3� 66．4

12 フルールドネージュ 牝5栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 438－101：12．4� 7．9�
816 セントクリーガー 牝5鹿 55

52 ▲角田 大和中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 498－ 81：12．61
 86．9�
59 スズカゴーディー 牡8黒鹿57 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B494＋ 81：12．81� 47．7
35 カネコメアサヒ 牡6栗 57 川又 賢治髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B448＋161：13．22 33．7�
714 ミ ラ ク ル 牝4鹿 54

51 ▲西谷 凜�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478＋201：13．3� 17．0�
510 レーヴリアン 牝4鹿 54 松若 風馬矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 486－ 21：13．4� 4．7�
36 � エムオータイショウ 牡6鹿 57 団野 大成大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 514＋121：13．61
 34．4�
815� クリノカサット 牝7栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488－ 21：13．91� 283．9�
713 カンタベリーマッハ 牡4鹿 56 吉田 隼人峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 508＋ 81：14．01 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 124，917，400円 複勝： 169，816，900円 枠連： 58，939，500円
馬連： 252，187，600円 馬単： 93，067，600円 ワイド： 220，830，500円
3連複： 414，366，900円 3連単： 455，876，800円 計： 1，790，003，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

180円
220円 複 勝 �

�
160円
170円 � 280円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 840円 馬 単 ��
��

710円
940円

ワ イ ド �� 370円 ��
��

1，020円
700円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ���
���

5，730円
7，500円

票 数

単勝票数 計1249174 的中 � 285416（1番人気）� 213493（2番人気）
複勝票数 計1698169 的中 � 302841（1番人気）� 288276（2番人気）� 127321（6番人気）
枠連票数 計 589395 的中 （1－4） 89746（1番人気）
馬連票数 計2521876 的中 �� 230171（1番人気）
馬単票数 計 930676 的中 �� 49461（1番人気）�� 36468（3番人気）
ワイド票数 計2208305 的中 �� 164479（1番人気）�� 52209（12番人気）�� 78594（5番人気）
3連複票数 計4143669 的中 ��� 96561（4番人気）
3連単票数 計4558768 的中 ��� 28837（9番人気）��� 21972（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．8―47．2―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（2，11）6，10（1，13）－（7，16，5，9）8（14，15）12－4－3 4 ・（2，11）－（1，6）10（7，16，13）（8，5）9（12，14，15）4－3

勝馬の
紹 介

レッドランサー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．4．29 新潟5着

2015．4．8生 牡7黒鹿 母 ブランシェール 母母 アドヴァーシティ 24戦3勝 賞金 54，858，000円
市場取引馬
スズカカナロア �

�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．7．7 函館1着

2016．3．10生 牡6鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 30戦3勝 賞金 69，460，000円
〔制裁〕 ショウゲッコウ号の騎手中井裕二は，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・14

番・15番）
※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） 2頭 ビップエレナ号・モズピンポン号
（非抽選馬） 1頭 ゴーゴーレイワ号

５レース目



（4中京1）第3日 1月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

255，870，000円
27，800，000円
1，960，000円
33，100，000円
78，441，000円
5，150，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，275，541，700円
1，957，606，300円
487，565，100円
2，503，337，300円
1，131，358，100円
2，210，913，800円
4，284，733，900円
5，942，822，000円
756，319，500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
5 重 勝
計 20，550，197，700円

総入場人員 3，508名 （有料入場人員 3，177名）
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