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01037 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第1競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

23 トゥーレツリー 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 434－ 61：13．6 5．2�
36 ポ メ ラ ー ト 牝3黒鹿54 吉田 隼人合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 488± 0 〃 クビ 9．7�
35 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 450－ 21：13．7� 7．4�
611 メイショウヒヅクリ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 452－201：13．91� 82．8�
11 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 474＋ 21：14．0� 90．6�
12 クリーンジーニアス 牝3鹿 54 団野 大成石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 430－101：14．32 3．7	
612 サエールフェイス 牝3芦 54

52 △小沢 大仁 STレーシング 石橋 守 浦河 上山牧場 462－ 21：14．51� 68．4

510 コパノフランシス 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 浦河 中島牧場 484＋ 41：14．6クビ 28．1�
816 ニホンピロポート 牝3鹿 54 田中 健小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 444＋141：15．02� 20．1�
24 スマートクオーク 牝3鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 494－10 〃 クビ 7．0
713 プレイテシア 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 408－101：15．21� 70．3�
59 ナオミチャン 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム B472－ 21：15．62� 82．3�
714 ウインクルシャープ 牝3鹿 54 太宰 啓介塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 456＋ 41：15．81� 22．9�
48 ルクススパーク 牝3鹿 54 西村 淳也�ルクス 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 462－ 8 〃 クビ 4．6�
815 リューイーソー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣�ヤナガワ牧場 杉山 佳明 日高 ヤナガワ牧場 446－ 21：16．54 178．6�
47 シェフカワカミ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜北側 雅勝氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 440＋161：17．88 542．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，920，200円 複勝： 69，715，000円 枠連： 16，080，500円
馬連： 80，647，600円 馬単： 33，378，400円 ワイド： 80，749，300円
3連複： 127，622，200円 3連単： 121，346，600円 計： 574，459，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 270円 � 210円 枠 連（2－3） 650円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 740円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 36，350円

票 数

単勝票数 計 449202 的中 � 67818（3番人気）
複勝票数 計 697150 的中 � 94797（3番人気）� 61444（5番人気）� 91540（4番人気）
枠連票数 計 160805 的中 （2－3） 18995（2番人気）
馬連票数 計 806476 的中 �� 19750（11番人気）
馬単票数 計 333784 的中 �� 4385（21番人気）
ワイド票数 計 807493 的中 �� 18656（11番人気）�� 28442（7番人気）�� 20253（10番人気）
3連複票数 計1276222 的中 ��� 13239（25番人気）
3連単票数 計1213466 的中 ��� 2420（109番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥーレツリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．11．21 東京3着

2019．2．10生 牝3栗 母 コンテッサトゥーレ 母母 エアトゥーレ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェフカワカミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月10日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 グリーンシアター号

01038 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 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－ 41：54．3 5．9�
22 ニューダイアリーズ 牡3栗 56 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 470－ 61：54．62 2．0�
810 スペクトログラム 牡3栗 56 C．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488± 01：54．91� 2．3�

（仏）

89 リリーアロー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム 498＋101：56．510 73．9�
78 ノーブルストリーム 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 484－101：56．81� 340．5�
44 レ イ メ イ 牡3鹿 56 太宰 啓介岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 488－ 6 〃 クビ 60．5	
11 トーホウムーラン 牡3鹿 56 幸 英明東豊物産
 谷 潔 日高 竹島 幸治 510＋ 81：56．9クビ 15．3�
33 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿56 城戸 義政小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 496± 01：58．28 19．9�
77 ワールドパレス 牡3鹿 56 小牧 太小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 452－ 21：58．62� 144．6
66 カフジエニアゴン 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 482－ 41：59．55 92．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，439，100円 複勝： 126，171，500円 枠連： 9，888，400円
馬連： 64，637，700円 馬単： 44，528，600円 ワイド： 57，692，800円
3連複： 108，150，200円 3連単： 233，738，600円 計： 697，246，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 230円 �� 220円 �� 120円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 3，020円

票 数

単勝票数 計 524391 的中 � 70548（3番人気）
複勝票数 計1261715 的中 � 67093（3番人気）� 655164（1番人気）� 395507（2番人気）
枠連票数 計 98884 的中 （2－5） 10700（2番人気）
馬連票数 計 646377 的中 �� 69221（2番人気）
馬単票数 計 445286 的中 �� 23951（5番人気）
ワイド票数 計 576928 的中 �� 49390（3番人気）�� 52699（2番人気）�� 171643（1番人気）
3連複票数 計1081502 的中 ��� 261324（1番人気）
3連単票数 計2337386 的中 ��� 55939（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―12．8―12．6―13．0―13．2―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―50．4―1：03．0―1：16．0―1：29．2―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴィダンシア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．12．25 阪神9着

2019．1．27生 牡3鹿 母 ギ エ ム 母母 オーサムフェザー 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジエニアゴン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月10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４日



01039 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第3競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

712 ベ ル ド ラ ゴ 牡3鹿 56
54 △小沢 大仁吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 476＋ 61：26．0 3．8�

47 ビーストアタック 牝3鹿 54 C．デムーロ MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B460－ 8 〃 クビ 5．5�
（仏）

46 マノンルージュ 牡3鹿 56 藤岡 康太間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 458－ 41：26．42� 78．3�
34 ツヴァイシュテルネ 牡3黒鹿56 浜中 俊ライオンレースホース� 武 幸四郎 安平 追分ファーム 490－101：26．82� 20．5�
11 ワンダフルトゥデイ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �京都ホースレーシング 中尾 秀正 新ひだか 前谷 武志 510－ 21：26．9� 2．1�
814 キタノセレナード 牡3鹿 56 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 448＋ 61：27．43 11．1	
611 イーサンカレラ 牡3鹿 56 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 452＋ 81：27．93 34．7

58 デルマニンフ 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 クビ 53．2�
59 シゲルマグロ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 日高 西野 春樹 510－ 41：28．0アタマ 419．2�
713 ニャンチンノン 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 450＋ 61：29．610 13．0
610 スイリュウオー 牝3芦 54

51 ▲松本 大輝�しょうじ 鈴木慎太郎 新ひだか グローリーファーム 464－ 21：29．91� 644．2�
815 メジャーアドバンス 牡3栗 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 26．3�
22 シエリナロッジ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人小林 弘明氏 青木 孝文 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 468＋ 21：30．21� 544．3�

23 スズカノアイル 牡3栗 56 団野 大成永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 476＋ 81：30．3� 46．3�
35 ハクアイリシャール 牡3鹿 56 幸 英明 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 富田牧場 508－ 81：31．04 72．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，269，500円 複勝： 69，876，100円 枠連： 17，336，600円
馬連： 80，477，200円 馬単： 36，611，300円 ワイド： 79，283，400円
3連複： 129，621，400円 3連単： 140，064，400円 計： 612，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 200円 � 930円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，620円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 53，160円

票 数

単勝票数 計 592695 的中 � 121791（2番人気）
複勝票数 計 698761 的中 � 148900（2番人気）� 92418（3番人気）� 13866（10番人気）
枠連票数 計 173366 的中 （4－7） 15358（4番人気）
馬連票数 計 804772 的中 �� 48645（4番人気）
馬単票数 計 366113 的中 �� 11204（7番人気）
ワイド票数 計 792834 的中 �� 49400（3番人気）�� 7399（26番人気）�� 6046（32番人気）
3連複票数 計1296214 的中 ��� 7265（42番人気）
3連単票数 計1400644 的中 ��� 1910（164番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．5―13．0―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―47．2―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ド ラ ゴ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2021．7．18 福島2着

2019．3．12生 牡3鹿 母 クロスアンジュ 母母 マンハッタン 6戦1勝 賞金 12，580，000円
〔制裁〕 ツヴァイシュテルネ号の騎手浜中俊は，4コーナーで外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〕 シエリナロッジ号・スズカノアイル号・ハクアイリシャール号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年2月10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。

01040 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第4競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

47 ハ ピ 牡3黒鹿56 和田 竜二寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466 ―1：54．7 7．3�

814� モ デ ィ カ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd 466 ―1：55．12 3．1�

46 ランスオブウェイブ 牝3鹿 54 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 490 ―1：55．73� 28．5�
11 ハギノロックオン 牡3黒鹿56 吉田 隼人日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 500 ―1：56．55 14．8�
35 ゴールドペアン 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜�Mahalo 谷 潔 浦河 市川フアーム 466 ―1：57．03� 67．8�
23 アンディナイアブル 牡3鹿 56 横山 典弘飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 494 ―1：58．38 3．4	
712 クロノスミノル 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 556 ―1：58．4� 78．2

815 サザンクロスナイト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 480 ―1：58．72 182．2�
713 チュウワシルバー 牝3鹿 54 武 豊中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 474 ―1：59．01� 26．6�
22 コパノオースティン 牡3黒鹿56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 B524 ―1：59．42� 19．8
58 ゲ イ ボ ル グ 牡3鹿 56 藤懸 貴志吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504 ―1：59．5クビ 43．9�
34 タロマイスター 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝髙岡 浩行氏 杉山 佳明 新冠 アサヒ牧場 488 ―1：59．71� 101．0�
610 プレストバローズ 牡3栗 56 川田 将雅猪熊 広次氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 550 ―1：59．8� 4．1�
59 クリノモンスター 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 森田 直行 浦河 笹島 政信 482 ―2：02．4大差 241．0�
611 ラインストライカー 牡3黒鹿56 酒井 学大澤 繁昌氏 長谷川浩大 日高 日高大洋牧場 498 ―2：24．3大差 146．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，854，100円 複勝： 57，152，500円 枠連： 15，184，500円
馬連： 73，771，900円 馬単： 32，807，300円 ワイド： 69，947，700円
3連複： 107，534，700円 3連単： 113，297，100円 計： 522，549，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 160円 � 500円 枠 連（4－8） 900円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，240円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 8，550円 3 連 単 ��� 48，660円

票 数

単勝票数 計 528541 的中 � 57459（4番人気）
複勝票数 計 571525 的中 � 75515（4番人気）� 115090（1番人気）� 22559（8番人気）
枠連票数 計 151845 的中 （4－8） 13067（5番人気）
馬連票数 計 737719 的中 �� 51736（4番人気）
馬単票数 計 328073 的中 �� 8322（11番人気）
ワイド票数 計 699477 的中 �� 45127（4番人気）�� 7558（25番人気）�� 13645（12番人気）
3連複票数 計1075347 的中 ��� 9427（28番人気）
3連単票数 計1132971 的中 ��� 1688（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．7―51．1―1：03．6―1：16．5―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ピ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．3．15生 牡3黒鹿 母 クイーンパイレーツ 母母 カリフォルニアネクター 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ラインストライカー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノモンスター号・ラインストライカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

2月10日まで平地競走に出走できない。



01041 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第5競走 ��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

48 セ ル ケ ト 牝3鹿 54 C．デムーロ 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．8 2．1�
（仏）

11 ヘクトパスカル 牝3黒鹿54 幸 英明西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 428－ 62：01．01� 14．9�
35 モンステラマオ 牝3鹿 54 小崎 綾也宮﨑 吉二氏 小崎 憲 浦河 三好牧場 444－ 22：01．42� 11．1�
12 ヒヅルジョウ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 472－ 42：01．61 45．5�
612 チ ョ ッ ピ ー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 446－ 42：01．7� 16．0�

714 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＋122：01．91 4．3	
47 クリノセキトバ 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 446± 02：02．53� 278．4


510 ギルトレターズ 牡3黒鹿56 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464－ 42：02．6� 17．3�
817 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 492＋ 82：02．7� 34．8�
611 アグラダーブレ 牝3黒鹿 54

52 △小沢 大仁幅田 京子氏 寺島 良 日高 オリオンファーム 448＋10 〃 ハナ 457．3
36 ウィングローリー 牡3鹿 56 横山 典弘原田 豊氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 484＋102：03．02 24．1�
59 エレガントラウル 牝3栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 482－ 42：03．1� 291．1�
713 エ ボ ニ ー 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸治氏 寺島 良 新ひだか 土居牧場 420－ 82：03．2アタマ 286．0�
815 ヤマニンサイフォス 牡3鹿 56 長岡 禎仁土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476－ 22：03．41� 6．4�
23 ロードレガシー 牡3鹿 56 団野 大成 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム B450－ 22：04．03� 146．3�
24 トーホウコマンド 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 460－ 2 〃 ハナ 605．8�
816 ウインリナリア 牝3栗 54 国分 優作�ウイン 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム 422－ 8 〃 クビ 592．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 68，086，200円 複勝： 83，598，800円 枠連： 17，040，700円
馬連： 93，078，200円 馬単： 40，028，700円 ワイド： 91，602，700円
3連複： 140，234，600円 3連単： 148，438，600円 計： 682，108，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 300円 � 230円 枠 連（1－4） 1，350円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 670円 �� 500円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 17，190円

票 数

単勝票数 計 680862 的中 � 258835（1番人気）
複勝票数 計 835988 的中 � 207208（1番人気）� 58124（5番人気）� 84909（4番人気）
枠連票数 計 170407 的中 （1－4） 9722（5番人気）
馬連票数 計 930782 的中 �� 39440（6番人気）
馬単票数 計 400287 的中 �� 12575（6番人気）
ワイド票数 計 916027 的中 �� 35518（5番人気）�� 49766（3番人気）�� 13605（21番人気）
3連複票数 計1402346 的中 ��� 23676（11番人気）
3連単票数 計1484386 的中 ��� 6257（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―36．0―48．5―1：01．1―1：13．5―1：25．8―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
1－（5，8）13（2，7，15）（11，14，17）9（6，10，16）12（3，4）
1（5，8）（7，13）2（11，15）（9，14，17）10，12，6，16（3，4）

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

勝馬の
紹 介

セ ル ケ ト �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Monsun デビュー 2021．11．27 阪神3着

2019．3．6生 牝3鹿 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 メイショウホーコン号は，馬場入場後に右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
※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。

01042 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時00分 （芝・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
1：06．7
1：06．0

良
良

78 エテルナメンテ 牝3青鹿 54
51 ▲横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 61：08．9 5．0�
77 ピンクマクフィー 牝3鹿 54 C．デムーロ �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 424－ 21：09．11� 2．8�

（仏）

22 ゼロドラゴン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 438－ 21：09．31� 7．1�
89 ア キ バ 牝3青鹿54 高倉 稜髙野 哲氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 クビ 27．2�
11 テーオースパロー 牡3黒鹿56 岩田 望来小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 476－ 41：09．4アタマ 4．0	
66 フ ァ ン デ ル 牝3黒鹿54 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 454－ 21：09．5� 68．7

55 タガノフィナーレ 牝3黒鹿54 松若 風馬八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 41：09．6クビ 39．0�
810 トーホウラビアン 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁東豊物産� 川村 禎彦 浦河 有限会社
吉田ファーム 422＋ 61：09．92 14．9�

33 	 クロデメニル 牝3鹿 54 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 488± 0 〃 クビ 7．1
44 	 オカンモシャチョウ 牝3栗 54

51 ▲松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal
& Bill Nassal 450＋ 4 〃 ハナ 27．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，874，800円 複勝： 71，061，400円 枠連： 14，303，700円
馬連： 79，516，500円 馬単： 40，475，700円 ワイド： 72，676，500円
3連複： 114，059，000円 3連単： 176，185，500円 計： 628，153，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 130円 � 170円 枠 連（7－7） 800円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 310円 �� 600円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 598748 的中 � 94408（3番人気）
複勝票数 計 710614 的中 � 115694（3番人気）� 162548（1番人気）� 92557（4番人気）
枠連票数 計 143037 的中 （7－7） 13799（4番人気）
馬連票数 計 795165 的中 �� 86362（2番人気）
馬単票数 計 404757 的中 �� 17710（6番人気）
ワイド票数 計 726765 的中 �� 62403（2番人気）�� 28452（8番人気）�� 52989（3番人気）
3連複票数 計1140590 的中 ��� 59751（3番人気）
3連単票数 計1761855 的中 ��� 15171（21番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．7―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．1―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．5
3 8，4（3，10）（9，6）5（1，7）2 4 8（3，4，10）（1，9，6）（5，7）2

勝馬の
紹 介

エテルナメンテ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 Zafonic デビュー 2021．8．8 新潟11着

2019．4．17生 牝3青鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option 4戦2勝 賞金 14，400，000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。



01043 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第7競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

79 ス レ イ マ ン 牡4栗 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 530± 02：00．2 1．6�
（仏）

810 ワセダハーツ 牡4栗 56 西村 淳也大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 434± 02：01．05 11．4�
11 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 504－ 6 〃 ハナ 22．7�
55 ショウナンアーチー 牡4鹿 56

53 ▲松本 大輝国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 500－ 42：01．31� 3．7�
811� 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 552＋222：01．93� 142．1�
78 ダノンアポロン 牡7鹿 57

56 ☆泉谷 楓真	ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 512＋ 42：02．0� 116．2

22 ファーストソリスト 牝4黒鹿54 川又 賢治	G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 472－ 22：02．1クビ 64．3�
33 レンツシュピッツェ 牡4栗 56 松山 弘平	ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム B484± 02：02．31 11．5�
66 ウ ラ エ ウ ス 牡4青 56 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B472± 0 〃 アタマ 11．6
44 ニホンピロハーバー 牡4黒鹿56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 500± 02：02．62 158．3�
67 エーティーソブリン 牡4鹿 56 池添 謙一荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 486＋ 62：04．08 33．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，170，200円 複勝： 186，957，900円 枠連： 13，329，200円
馬連： 81，510，000円 馬単： 50，334，700円 ワイド： 85，390，500円
3連複： 125，935，900円 3連単： 237，965，900円 計： 838，594，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 220円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 360円 �� 610円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 571702 的中 � 279533（1番人気）
複勝票数 計1869579 的中 � 1291445（1番人気）� 83526（4番人気）� 76245（5番人気）
枠連票数 計 133292 的中 （7－8） 10389（4番人気）
馬連票数 計 815100 的中 �� 69440（3番人気）
馬単票数 計 503347 的中 �� 35424（5番人気）
ワイド票数 計 853905 的中 �� 65462（3番人気）�� 35142（7番人気）�� 16227（14番人気）
3連複票数 計1259359 的中 ��� 23825（13番人気）
3連単票数 計2379659 的中 ��� 18066（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―19．2―31．5―45．1―58．0―1：09．9―1：22．5―1：35．6―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス レ イ マ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bertolini デビュー 2021．1．31 中京3着

2018．3．4生 牡4栗 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 5戦2勝 賞金 18，070，000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。

01044 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第8競走 1，800�4歳以上2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 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

810 ク レ デ ン ザ 牝5芦 55 吉田 隼人�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 452＋ 21：53．1 8．3�
22 ダンツチョイス 牝7栗 55 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 468＋ 41：53．2� 5．6�
11 シーオブザムーン 牝6青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 478－ 81：53．83� 98．1�
89 メイショウイッコン 牝4芦 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 462＋ 21：53．9� 2．1�
77 コーラスケイト 牝4鹿 54 松山 弘平大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 516－ 61：54．11 2．8	
55 ユースフルラヴ 牝5黒鹿55 団野 大成吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 442－ 21：55．810 141．0

44 グレースルビー 牝5鹿 55 岩田 望来本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 466－ 61：56．12 18．8�
66 ヴ ィ ネ ッ ト 牝5鹿 55 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 492－ 61：56．2クビ 34．4�
33 カナリキケン 牝4栗 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488＋ 21：56．73 41．1
78 ペルルドール 牝5栗 55

51 ★古川 奈穂寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B492＋ 4 〃 クビ 165．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 48，589，000円 複勝： 63，825，100円 枠連： 13，317，700円
馬連： 75，867，800円 馬単： 40，296，100円 ワイド： 59，465，900円
3連複： 109，393，800円 3連単： 208，925，800円 計： 619，681，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 240円 � 1，960円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 570円 �� 6，470円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 39，530円 3 連 単 ��� 212，440円

票 数

単勝票数 計 485890 的中 � 46587（4番人気）
複勝票数 計 638251 的中 � 63668（4番人気）� 79947（3番人気）� 6907（8番人気）
枠連票数 計 133177 的中 （2－8） 16511（2番人気）
馬連票数 計 758678 的中 �� 25074（7番人気）
馬単票数 計 402961 的中 �� 5281（18番人気）
ワイド票数 計 594659 的中 �� 28889（7番人気）�� 2262（31番人気）�� 3081（28番人気）
3連複票数 計1093938 的中 ��� 2075（54番人気）
3連単票数 計2089258 的中 ��� 713（269番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．6―50．2―1：02．4―1：14．7―1：27．6―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ク レ デ ン ザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．2 京都2着

2017．4．19生 牝5芦 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 14戦3勝 賞金 42，787，000円



01045 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

な が ら が わ

長 良 川 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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

11 カレンルシェルブル 牡4鹿 56 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 502－ 42：11．6 1．7�
79 リフレーミング 牡4黒鹿56 西村 淳也栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 468＋ 22：11．7	 4．4�
55 イクスプロージョン 牡4鹿 56 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474± 02：12．23 24．0�
78 ナムラカミカゼ 牡5鹿 57 亀田 温心奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 492＋ 6 〃 クビ 39．3�
67 アトミックフレア 牝4鹿 54 泉谷 楓真天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 440－ 22：12．41	 75．3�
66 アルバーシャ 牡4栗 56 松山 弘平ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋102：12．92	 13．2�
22 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514± 02：13．0	 63．3	
44 トゥルーヴィル 牡5鹿 57 C．デムーロ 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 ハナ 4．1�

（仏）

33 ダノングレーター 
6黒鹿57 幸 英明�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 108．9
811 タイセイドリーマー 牡4栗 56 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 496－ 22：14．9大差 50．8�
810� プ ロ ー ス 牡6栗 57 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B510－ 8 〃 ハナ 98．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 72，015，200円 複勝： 113，082，400円 枠連： 17，812，300円
馬連： 121，238，300円 馬単： 60，187，400円 ワイド： 94，619，000円
3連複： 180，743，900円 3連単： 305，338，000円 計： 965，036，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（1－7） 400円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 210円 �� 490円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 720152 的中 � 331592（1番人気）
複勝票数 計1130824 的中 � 591000（1番人気）� 135235（3番人気）� 51983（5番人気）
枠連票数 計 178123 的中 （1－7） 34125（2番人気）
馬連票数 計1212383 的中 �� 225544（2番人気）
馬単票数 計 601874 的中 �� 76484（2番人気）
ワイド票数 計 946190 的中 �� 134512（2番人気）�� 45858（5番人気）�� 24319（10番人気）
3連複票数 計1807439 的中 ��� 73350（6番人気）
3連単票数 計3053380 的中 ��� 46221（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―10．9―12．4―12．4―12．0―12．1―12．2―11．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．0―33．9―46．3―58．7―1：10．7―1：22．8―1：35．0―1：46．8―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カレンルシェルブル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．3．13 阪神3着

2018．2．19生 牡4鹿 母 カレンケカリーナ 母母 センスオブアート 8戦3勝 賞金 43，805，000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。

01046 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （ダート・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

77 グロリアムンディ 牡4鹿 56 C．デムーロ 吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B502＋ 81：50．9 4．3�
（仏）

22 ハヤブサナンデクン 牡6芦 57 武 豊武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 502－ 81：51．0� 6．8�
55 アルーブルト 牡4鹿 56 幸 英明ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 476＋ 21：51．31	 7．2�
44 スズカデレヤ 牡5青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 530＋ 61：52．15 65．1�
66 エ ス ト 牝6鹿 55 池添 謙一大島 昌也氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：52．42 266．2�
810 ケイアイロベージ 
4芦 56 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B484＋ 2 〃 ハナ 2．0	
89 � ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿54 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 456＋ 21：53．14 7．6

11 ラヴォアドゥース 牝5栃栗55 和田 竜二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：53．52� 196．9�
78 ホッコーハナミチ 牡4鹿 56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 B488＋101：54．03 20．1�
33 スズカパンサー 牡5栗 57 小崎 綾也永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B474＋ 41：54．31� 31．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 92，538，400円 複勝： 136，074，900円 枠連： 26，230，700円
馬連： 164，887，000円 馬単： 72，559，700円 ワイド： 117，738，200円
3連複： 232，710，200円 3連単： 377，826，700円 計： 1，220，565，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 270円 � 250円 枠 連（2－7） 1，460円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 560円 �� 500円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 16，740円

票 数

単勝票数 計 925384 的中 � 172048（2番人気）
複勝票数 計1360749 的中 � 197616（2番人気）� 123662（5番人気）� 137026（4番人気）
枠連票数 計 262307 的中 （2－7） 13900（6番人気）
馬連票数 計1648870 的中 �� 72600（7番人気）
馬単票数 計 725597 的中 �� 14833（14番人気）
ワイド票数 計1177382 的中 �� 54057（6番人気）�� 61014（5番人気）�� 41694（10番人気）
3連複票数 計2327102 的中 ��� 51723（12番人気）
3連単票数 計3778267 的中 ��� 16355（62番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．9―12．5―12．1―12．3―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．4―48．9―1：01．0―1：13．3―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロリアムンディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Blu Air Force デビュー 2020．10．18 京都1着

2018．3．13生 牡4鹿 母 ベ ッ ト ー レ 母母 Happy Sue 11戦4勝 賞金 71，218，000円
〔制裁〕 スズカパンサー号の騎手小崎綾也は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7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。

１レース目 ３レース目



01047 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

24 スマートクラージュ 牡5鹿 56 松山 弘平大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 474± 01：07．9 2．7�
35 ダディーズビビッド 牡4鹿 55 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 508＋ 81：08．0	 6．6�
612 タイセイアベニール 牡7鹿 57 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B500＋ 41：08．21
 9．8�
12 グルーヴィット 牡6鹿 57 C．デムーロ �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：08．3
 3．6�

（仏）

11 アンコールプリュ 牝7黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：08．4	 26．9	

510 ビオグラフィー 牝5鹿 54 団野 大成 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B494＋ 6 〃 アタマ 14．8

36 レインボーフラッグ 牡9鹿 56 西村 淳也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468－ 21：08．5クビ 150．3�
48 ハッピーアワー 牡6鹿 57 川又 賢治髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 450± 0 〃 クビ 86．9�
713 ホープフルサイン 牡6黒鹿56 酒井 学 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B504＋ 2 〃 アタマ 32．5
59 リ ン ゴ ア メ 牝4黒鹿53 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：08．6クビ 29．2�
815 ファーストフォリオ 牝5栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444＋12 〃 ハナ 10．6�
47 コロラトゥーレ 牝8鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 482＋10 〃 クビ 125．5�
23 スギノヴォルケーノ 牡6鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 490＋ 41：08．7クビ 37．6�
611 メイショウカリン 牝8鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 510± 01：08．8
 202．0�
714 ジョーアラビカ 牡8芦 56 城戸 義政上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 500＋ 8 〃 クビ 250．1�
816 レ ジ ェ ー ロ 牝5黒鹿55 小崎 綾也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 21：09．01� 44．2�
817 キ タ イ 牝6鹿 54 池添 謙一西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 516－ 21：09．53 63．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 160，357，800円 複勝： 182，237，800円 枠連： 80，901，300円 馬連： 418，177，000円 馬単： 146，537，500円
ワイド： 288，243，100円 3連複： 697，429，500円 3連単： 796，295，700円 5重勝： 737，260，900円 計： 3，507，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 240円 枠 連（2－3） 1，120円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 480円 �� 540円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 12，120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����� 238，370円

票 数

単勝票数 計1603578 的中 � 468350（1番人気）
複勝票数 計1822378 的中 � 430645（1番人気）� 206838（3番人気）� 167606（4番人気）
枠連票数 計 809013 的中 （2－3） 55892（4番人気）
馬連票数 計4181770 的中 �� 264392（2番人気）
馬単票数 計1465375 的中 �� 53916（4番人気）
ワイド票数 計2882431 的中 �� 159820（2番人気）�� 139598（5番人気）�� 53244（13番人気）
3連複票数 計6974295 的中 ��� 150255（6番人気）
3連単票数 計7962957 的中 ��� 47613（20番人気）
5重勝票数 計7372609 的中 ����� 2165

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．9―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートクラージュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．2．16 京都2着

2017．4．22生 牡5鹿 母 レジェトウショウ 母母 ウイッチトウショウ 11戦5勝 賞金 91，393，000円
〔制裁〕 ホープフルサイン号の騎手酒井学は，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：15番）

ダディーズビビッド号の騎手竹之下智昭は，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50，000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。

01048 1月10日 晴 良 （4中京1） 第4日 第12競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713 エイシンギアアップ 牡4黒鹿56 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508－ 41：24．3 2．7�
712� トレーンベアラー 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 和子氏 田中 克典 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

454－ 81：24．62 34．5�
47 � アイリッシュセンス 牡4鹿 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 478＋ 21：24．7クビ 3．6�
22 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 56 藤岡 康太山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 522－ 8 〃 クビ 6．7�
23 � レオパルドミノル 牡4青鹿56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：25．33� 21．2�
58 ソウルユニバンス 	5黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 38．9	
815 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 468± 01：25．4� 211．4

610� フリークボンバー 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大和吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 486± 01：25．5アタマ 46．5�

59 � ララシャンドン 牡4黒鹿56 C．デムーロフジイ興産� 坂口 智康 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 502＋ 21：25．6
 4．0�

（仏） （法942）

34 � コンバットマーチ 牝5芦 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 472＋141：25．7クビ 51．6

611 タガノネクステージ 牡4栗 56 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 八木牧場 482－ 81：25．91� 19．6�
35 � ゼットセントラル 	6黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 512＋121：26．64 318．5�
814 メイショウサトワ 牡4黒鹿56 森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 530± 0 〃 アタマ 61．6�
46 エ リ オ ッ ト 牡4栗 56

53 ▲松本 大輝 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新冠 佐藤牧場 510－ 81：27．77 437．6�
11 � ウンエンリヒカイ 牡4栗 56 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 新冠 津田牧場 524－ 31：27．8� 125．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 131，891，600円 複勝： 143，413，700円 枠連： 45，960，000円
馬連： 250，345，100円 馬単： 100，629，100円 ワイド： 207，043，400円
3連複： 403，264，800円 3連単： 523，529，300円 計： 1，806，077，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 360円 � 150円 枠 連（7－7） 2，830円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 260円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 24，400円

票 数

単勝票数 計1318916 的中 � 380101（1番人気）
複勝票数 計1434137 的中 � 343581（1番人気）� 71029（6番人気）� 271072（2番人気）
枠連票数 計 459600 的中 （7－7） 12577（11番人気）
馬連票数 計2503451 的中 �� 47329（14番人気）
馬単票数 計1006291 的中 �� 11823（21番人気）
ワイド票数 計2070434 的中 �� 46086（12番人気）�� 240445（1番人気）�� 43703（14番人気）
3連複票数 計4032648 的中 ��� 77830（11番人気）
3連単票数 計5235293 的中 ��� 15551（72番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．3―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．6―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンギアアップ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2020．7．5 阪神12着

2018．3．22生 牡4黒鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 11戦2勝 賞金 21，520，000円
〔制裁〕 ドンカポノ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・15番）

ソウルユニバンス号の騎手黒岩悠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

５レース目



（4中京1）第4日 1月10日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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

227，050，000円
8，210，000円
28，870，000円
1，310，000円
28，820，000円
67，299，000円
4，317，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
900，006，100円
1，303，167，100円
287，385，600円
1，584，154，300円
698，374，500円
1，304，452，500円
2，476，700，200円
3，382，952，200円
737，260，900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
5 重 勝
計 12，674，453，400円

総入場人員 2，643名 （有料入場人員 2，367名）
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