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01073 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第1競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 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 490－ 61：55．5 18．4�

67 サザンステート 牡3黒鹿56 岩田 望来窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 472＋ 41：55．82 12．4�
78 � 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 464－ 21：55．9� 1．2�
22 ダイナミックリュウ 牡3栗 56 和田 竜二�杵臼牧場 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 492＋ 61：56．53� 109．2�
810 タガノカンデラ 牝3栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 21：56．92� 34．8�
11 ストロンゲスト 牡3芦 56 幸 英明阿部東亜子氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 496＋ 2 〃 ハナ 49．1	
44 タ ボ ン 牡3鹿 56 国分 優作サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 480± 01：57．43 254．4

79 キャンディボイス 牡3鹿 56 川須 栄彦濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 538－ 21：57．5クビ 201．9�
811 ヤマニンモノポリー 牡3栗 56 古川 吉洋土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 504＋ 21：57．6� 77．1�
66 モズミツボシ 牡3鹿 56 池添 謙一 キャピタル・システム 飯田 祐史 浦河 高野牧場 514－121：57．81� 6．1�
33 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 490－ 41：58．97 24．6�
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売 得 金
単勝： 33，898，900円 複勝： 153，056，800円 枠連： 8，475，300円
馬連： 42，301，800円 馬単： 30，187，900円 ワイド： 40，953，100円
3連複： 68，092，700円 3連単： 138，569，700円 計： 515，536，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 250円 � 200円 � 100円 枠 連（5－6） 3，090円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 26，760円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 380円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 60，410円

票 数

単勝票数 計 338989 的中 � 14660（4番人気）
複勝票数 計1530568 的中 � 25605（4番人気）� 36963（3番人気）� 1297226（1番人気）
枠連票数 計 84753 的中 （5－6） 2124（8番人気）
馬連票数 計 423018 的中 �� 3717（15番人気）
馬単票数 計 301879 的中 �� 846（33番人気）
ワイド票数 計 409531 的中 �� 6603（15番人気）�� 28888（3番人気）�� 34828（2番人気）
3連複票数 計 680927 的中 ��� 22619（7番人気）
3連単票数 計1385697 的中 ��� 1663（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．3―38．9―51．6―1：03．9―1：16．8―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョーコモド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．9 阪神9着

2019．4．27生 牡3青鹿 母 アディシオン 母母 クリスマスツリー 4戦1勝 賞金 5，720，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

01074 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第2競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

12 ポ メ ラ ー ト 牝3黒鹿54 松山 弘平合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 484－ 41：13．6 1．8�
48 トキメキナイト 牡3青鹿56 藤井勘一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 466－ 61：14．55 4．2�
510 ハリーオンダウン 牝3黒鹿54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 450－ 41：14．6クビ 14．4�
816 ゴッドハニービー 牝3黒鹿54 団野 大成中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 440－ 2 〃 クビ 166．4�
24 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 岩田 望来河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 496＋101：14．7クビ 4．4�
59 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 470＋ 6 〃 クビ 16．0	
47 サウンドヴァージル 牡3鹿 56 斎藤 新増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494＋101：14．91� 31．9

611 ウェルメイド 牝3鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 420－ 41：15．43 28．1�
612 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 466－ 61：15．5クビ 35．1
35 ビーバリスタ 牡3芦 56

52 ★古川 奈穂馬場 祥晃氏 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 474－ 11：15．92� 110．2�
11 エムズブランコ 牝3栗 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 476－ 8 〃 クビ 481．3�
815 マイネルホリゾンテ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 430± 0 〃 ハナ 221．7�
36 アーリオオーリオ 牝3栗 54 柴山 雄一飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 446－ 81：16．11� 174．6�
23 セイントスターズ 牡3鹿 56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 青木 孝文 青森 織笠 時男 468－141：16．52 330．0�
714 プリンアラモード 牝3鹿 54 城戸 義政田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 412＋ 21：16．71� 660．1�
713 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 478＋ 21：17．33� 544．0�
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売 得 金
単勝： 28，220，600円 複勝： 35，743，200円 枠連： 8，630，600円
馬連： 40，103，800円 馬単： 20，699，600円 ワイド： 36，171，600円
3連複： 67，481，600円 3連単： 82，368，100円 計： 319，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 220円 枠 連（1－4） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 170円 �� 460円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 282206 的中 � 119227（1番人気）
複勝票数 計 357432 的中 � 171762（1番人気）� 59630（2番人気）� 20024（4番人気）
枠連票数 計 86306 的中 （1－4） 16571（1番人気）
馬連票数 計 401038 的中 �� 79690（1番人気）
馬単票数 計 206996 的中 �� 28099（1番人気）
ワイド票数 計 361716 的中 �� 67200（1番人気）�� 17442（4番人気）�� 12844（7番人気）
3連複票数 計 674816 的中 ��� 37457（2番人気）
3連単票数 計 823681 的中 ��� 15771（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．1―36．2―48．6―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポ メ ラ ー ト �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．10．3 中京13着

2019．3．15生 牝3黒鹿 母 ニシノコハク 母母 ニシノフジムスメ 5戦1勝 賞金 7，300，000円

第１回 中京競馬 第７日



01075 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第3競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時00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

45 ブリッツファング 牡3鹿 56 池添 謙一西森 功氏 大久保龍志 浦河 山春牧場 460 ―1：54．4 1．7�
610 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 508 ―1：55．67 7．5�
58 ミステリーボックス �3栗 56 城戸 義政松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 506 ―1：57．19 52．5�
34 ヒロノアステロイド 牡3栗 56 松山 弘平サンエイ開発� 梅田 智之 浦河 谷川牧場 560 ―1：57．2クビ 28．3�
711 フォンメイリー 牝3栗 54 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 470 ―1：57．52 43．4�
712 モズニキタイ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 多田 善弘 514 ―1：57．6� 19．6	
33 ヒロシゲジャック 牡3芦 56 団野 大成
岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 508 ―1：58．13 76．3�
813 マ ー 牝3栗 54 横山 典弘北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 434 ― 〃 アタマ 45．1
22 タマモエイトビート 牡3鹿 56 古川 吉洋タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 520 ―1：58．31 271．8�
57 ベネフィック 牡3栗 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 534 ―1：58．51� 3．5�
11 ミヤジタンジロウ 牡3鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 508 ―1：59．03� 68．6�
69 ネクストリーダー 牝3鹿 54 幸 英明小濱 正智氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 494 ―1：59．42� 23．3�
814 スマートベル 牝3栗 54 柴山 雄一大川 徹氏 南井 克巳 日高 いとう牧場 540 ―1：59．61 88．7�
46 ゴールデンベッセル 牡3栗 56 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 金舛 幸夫 512 ―2：00．55 50．9�
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売 得 金
単勝： 42，201，300円 複勝： 44，271，700円 枠連： 9，523，100円
馬連： 45，103，400円 馬単： 24，231，700円 ワイド： 44，410，500円
3連複： 68，539，500円 3連単： 80，490，100円 計： 358，771，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 640円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，260円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 422013 的中 � 195330（1番人気）
複勝票数 計 442717 的中 � 158709（1番人気）� 51251（3番人気）� 10577（9番人気）
枠連票数 計 95231 的中 （4－6） 15470（2番人気）
馬連票数 計 451034 的中 �� 54507（2番人気）
馬単票数 計 242317 的中 �� 18579（3番人気）
ワイド票数 計 444105 的中 �� 38591（2番人気）�� 8555（11番人気）�� 4590（23番人気）
3連複票数 計 685395 的中 ��� 9598（17番人気）
3連単票数 計 804901 的中 ��� 4378（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．2―51．3―1：03．8―1：16．7―1：29．8―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリッツファング �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 バ ゴ 初出走

2019．5．11生 牡3鹿 母 リリーオブザナイル 母母 メ サ イ ア 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ミヤジタンジロウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンベッセル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月22日まで平

地競走に出走できない。

01076 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第4競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

33 ジ レ ト ー ル 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 486＋ 81：25．2 2．9�
66 � シーヴィクセン 牝3鹿 54 田中 勝春長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze

Easy, LLC 476＋ 41：25．41� 3．1�
22 リ メ イ ク 牡3栗 56 和田 竜二前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋12 〃 アタマ 4．3�
44 フォーチュンテラー 牡3青鹿56 池添 謙一�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 21：26．46 6．3�
88 ケイティレインボー 牡3青鹿56 幸 英明瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 480－ 21：26．5� 49．7	
77 ペプチドアケボシ 牡3黒鹿56 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 460－ 21：26．71 5．9

55 イチゴキネンビ 牡3鹿 56 斎藤 新合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 466－ 41：26．91� 49．9�
11 イチザウイナー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝
一郎 454＋ 21：27．11� 307．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，654，400円 複勝： 45，501，800円 枠連： 発売なし
馬連： 51，039，400円 馬単： 26，877，800円 ワイド： 41，879，100円
3連複： 64，918，200円 3連単： 117，904，300円 計： 396，775，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 210円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 486544 的中 � 130413（1番人気）
複勝票数 計 455018 的中 � 112193（1番人気）� 103012（2番人気）� 75476（3番人気）
馬連票数 計 510394 的中 �� 65540（1番人気）
馬単票数 計 268778 的中 �� 18171（1番人気）
ワイド票数 計 418791 的中 �� 53287（1番人気）�� 45344（2番人気）�� 35238（5番人気）
3連複票数 計 649182 的中 ��� 80900（1番人気）
3連単票数 計1179043 的中 ��� 26901（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．6―12．8―12．0―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．6―49．4―1：01．4―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．8
3 3（6，8）（2，4，5）1，7 4 ・（3，6）8，2，4，5，1，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ レ ト ー ル 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 スズカマンボ デビュー 2021．7．25 新潟5着

2019．4．22生 牡3鹿 母 サ ン ビ ス タ 母母 ホワイトカーニバル 4戦2勝 賞金 13，300，000円



01077 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

44 プレミアスコア 牝3栗 54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472± 02：01．9 6．6�
66 ス ト ー リ ア 牝3鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 486－ 22：02．11� 5．2�
77 フ ォ ー ブ ス 牝3鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 428＋ 62：02．41� 1．5�
11 テーオーアリエス 牝3黒鹿54 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 480－ 22：02．93 7．7�
22 フローレンスハニー 牝3芦 54 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 424＋ 42：03．0� 13．8	
55 ベガエクスプレス 牝3黒鹿54 幸 英明 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 424－ 2 〃 クビ 44．2

33 シ ウ ン 牝3黒鹿54 池添 謙一 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 02：03．42� 38．6�
（7頭）

売 得 金
単勝： 42，516，400円 複勝： 35，424，000円 枠連： 発売なし
馬連： 41，125，900円 馬単： 30，208，200円 ワイド： 46，497，900円
3連複： 55，232，100円 3連単： 150，510，300円 計： 401，514，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 310円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 150円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 計 425164 的中 � 51482（3番人気）
複勝票数 計 354240 的中 � 40855（3番人気）� 75705（2番人気）
馬連票数 計 411259 的中 �� 26183（5番人気）
馬単票数 計 302082 的中 �� 8234（10番人気）
ワイド票数 計 464979 的中 �� 30435（6番人気）�� 58683（3番人気）�� 98167（1番人気）
3連複票数 計 552321 的中 ��� 99099（1番人気）
3連単票数 計1505103 的中 ��� 18661（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．3―38．2―50．7―1：02．7―1：14．8―1：27．1―1：39．0―1：50．1

コーナー
通過順位

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

2
4
4，5，6，1（2，7）－3
4，5，6（1，2）7，3

勝馬の
紹 介

プレミアスコア �

父 ハーツクライ �


母父 Dylan Thomas デビュー 2021．10．2 中京4着

2019．2．19生 牝3栗 母 ファイナルスコア 母母 Holy Moon 4戦1勝 賞金 8，400，000円

01078 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第6競走 1，600�3歳未勝利
発走12時55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

712 アスクコンナモンダ 牡3栗 56 川田 将雅廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 438＋ 21：34．3 6．3�
35 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 438＋ 21：34．83 4．6�
46 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 岩田 望来犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 498－ 21：34．9アタマ 34．0�
23 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿56 団野 大成 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：35．0� 6．4�
59 エスオーライアン 牡3鹿 56 古川 吉洋岡本 昌市氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 448－ 2 〃 アタマ 20．4	
58 ダノンフォーナイン 牡3青鹿56 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 ハナ 10．7

34 ギャラクシーセブン 牡3栗 56 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 タバタファーム 456＋201：35．21� 440．0�
814 ダンツキタイ 牝3黒鹿54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 490± 01：35．3� 7．9�
713 モンサンプリーモ 牝3青 54 川須 栄彦山下 新一氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 488＋ 61：35．51� 40．6
47 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 柴山 雄一山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 426－ 41：35．81� 7．4�
610 オーラライト 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 436－ 61：36．11� 20．9�
815 サトノジーク 牡3黒鹿56 斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 B484－ 21：36．21 7．1�
11 グロースザーゲ 牝3栗 54 池添 謙一小川眞査雄氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 402－ 21：36．73 17．2�
611 ファイアーコード 牝3鹿 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 416－ 81：37．12� 61．7�
22 マ ー ラ ー 牡3栗 56 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 日高 春木ファーム 412± 01：37．31� 611．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，223，800円 複勝： 74，784，400円 枠連： 14，745，900円
馬連： 77，528，700円 馬単： 29，687，700円 ワイド： 76，710，800円
3連複： 131，799，000円 3連単： 118，393，200円 計： 567，873，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 180円 � 660円 枠 連（3－7） 2，050円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 810円 �� 4，350円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 19，090円 3 連 単 ��� 102，790円

票 数

単勝票数 計 442238 的中 � 56141（2番人気）
複勝票数 計 747844 的中 � 93994（2番人気）� 125479（1番人気）� 23161（11番人気）
枠連票数 計 147459 的中 （3－7） 5573（7番人気）
馬連票数 計 775287 的中 �� 25425（6番人気）
馬単票数 計 296877 的中 �� 5326（10番人気）
ワイド票数 計 767108 的中 �� 25290（5番人気）�� 4379（52番人気）�� 11905（25番人気）
3連複票数 計1317990 的中 ��� 5176（79番人気）
3連単票数 計1183932 的中 ��� 835（417番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―46．5―58．2―1：10．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクコンナモンダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun デビュー 2021．12．25 阪神12着

2019．2．14生 牡3栗 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 2戦1勝 賞金 5，200，000円



01079 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

66 スワーヴエルメ 牡4栗 56 川田 将雅�NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526± 02：12．8 1．2�
44 ヴィトーリア 牡4黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 438± 02：13．12 6．3�
88 アマネセール �6青鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 480－ 42：14．37 37．9�
55 メイショウサンガ 牡5鹿 57 岩田 望来松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 532± 0 〃 アタマ 46．2�
33 ナムラショウグン 牡5青鹿57 川須 栄彦奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 492＋ 42：14．4� 197．2	
11 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 490＋ 6 〃 クビ 25．5

89 キタサンシンドー 牝4黒鹿54 団野 大成�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474± 02：14．61 42．7�
22 サツキハピネス 牝4黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 462＋ 22：14．7� 6．9�
77 ウイングリュック 牡4青鹿56 斎藤 新�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 504＋222：17．6大差 63．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，921，500円 複勝： 137，740，100円 枠連： 9，518，500円
馬連： 43，058，000円 馬単： 34，602，100円 ワイド： 41，867，500円
3連複： 72，260，200円 3連単： 186，840，500円 計： 561，808，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 290円 枠 連（4－6） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 150円 �� 460円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 359215 的中 � 234945（1番人気）
複勝票数 計1377401 的中 � 1166304（1番人気）� 68729（2番人気）� 15649（5番人気）
枠連票数 計 95185 的中 （4－6） 29981（1番人気）
馬連票数 計 430580 的中 �� 134196（1番人気）
馬単票数 計 346021 的中 �� 90024（1番人気）
ワイド票数 計 418675 的中 �� 97853（1番人気）�� 19420（5番人気）�� 8072（13番人気）
3連複票数 計 722602 的中 ��� 39529（5番人気）
3連単票数 計1868405 的中 ��� 52264（6番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―13．0―12．8―12．4―12．0―12．2―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．7―47．7―1：00．5―1：12．9―1：24．9―1：37．1―1：49．0―2：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7
1
3
9－7（8，1）－6－（3，5）－4－2
9（8，7，1）－6（3，5）－4，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴエルメ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．7．5 福島2着

2018．1．30生 牡4栗 母 アイムユアーズ 母母 セシルブルース 5戦2勝 賞金 24，000，000円

01080 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第8競走 ��
��1，900�4歳以上2勝クラス

発走13時55分 （ダート・左）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：54．7
1：53．7

重
不良

11 フォルテデイマルミ 牡4黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 492± 02：00．3 2．3�

55 ダッシュダクラウン �4青鹿56 武 豊星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B452－ 22：00．4アタマ 4．8�
77 	 ルーチェット 牝4鹿 54 岩田 望来前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 460＋ 22：00．93 2．8�
22 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 520＋242：01．22 70．5�
88 プルミエロール 牡4青鹿56 団野 大成 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム 490± 02：01．62 16．7	
89 	 コスモセイリュウ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 512＋24 〃 ハナ 23．5

66 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 496＋202：01．81
 7．7�
33 シンゼンデレヤ 牡5鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 518－122：02．43� 119．3�
44 プチティラン 牡6鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 466± 02：02．51 96．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，973，700円 複勝： 39，904，100円 枠連： 7，888，600円
馬連： 54，643，300円 馬単： 27，494，900円 ワイド： 40，703，700円
3連複： 76，655，000円 3連単： 137，164，700円 計： 422，428，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－5） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 190円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 379737 的中 � 131457（1番人気）
複勝票数 計 399041 的中 � 118209（1番人気）� 67525（3番人気）� 89371（2番人気）
枠連票数 計 78886 的中 （1－5） 10849（3番人気）
馬連票数 計 546433 的中 �� 74352（3番人気）
馬単票数 計 274949 的中 �� 20262（4番人気）
ワイド票数 計 407037 的中 �� 53489（2番人気）�� 67052（1番人気）�� 51000（3番人気）
3連複票数 計 766550 的中 ��� 143649（1番人気）
3連単票数 計1371647 的中 ��� 48374（4番人気）

ハロンタイム 7．2―12．0―12．3―13．7―12．4―12．7―12．5―12．4―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―19．2―31．5―45．2―57．6―1：10．3―1：22．8―1：35．2―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
4，6，2（9，5）8，7，1，3
5（4，6）（2，9）（1，7）8，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォルテデイマルミ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．8．2 札幌2着

2018．2．11生 牡4黒鹿 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 15戦3勝 賞金 40，200，000円



01081 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

えんしゅうなだ

遠州灘ステークス
発走14時25分 （ダート・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�

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
1：47．6
1：47．6

重
重

89 クリノフラッシュ 牝7青鹿55 武 豊栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B450± 01：52．2 5．0�
66 ラヴォアドゥース 牝5栃栗55 斎藤 新�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 B474± 01：53．37 52．2�
810 ク レ デ ン ザ 牝5芦 55 幸 英明�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 454＋ 21：53．4� 5．3�
44 ワンダーシエンプロ 牝5栗 55 川田 将雅山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B446＋ 21：53．5クビ 3．9�
77 ベ ル ゼ ー ル 牝4栗 54 団野 大成 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：53．71� 8．3	
78 アドマイヤメティス 牝5鹿 55 太宰 啓介近藤 旬子氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：53．9	 8．2

22 メイショウヨソユキ 牝6黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456＋ 21：54．54 13．2�
55 チェルアルコ 牝5栗 55 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 520＋ 41：54．92� 163．0�
11 キムケンドリーム 牝5鹿 55 松山 弘平木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 B456＋ 21：55．43 4．1
33 
 リーピングリーズン 牝6青鹿55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 518＋121：55．61� 35．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，526，000円 複勝： 62，012，300円 枠連： 14，837，200円
馬連： 87，694，100円 馬単： 35，942，200円 ワイド： 66，122，700円
3連複： 124，910，200円 3連単： 164，588，800円 計： 601，633，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 960円 � 200円 枠 連（6－8） 4，910円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 11，900円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 510円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 53，270円

票 数

単勝票数 計 455260 的中 � 72114（3番人気）
複勝票数 計 620123 的中 � 87100（4番人気）� 12869（9番人気）� 92570（3番人気）
枠連票数 計 148372 的中 （6－8） 2340（15番人気）
馬連票数 計 876941 的中 �� 8012（24番人気）
馬単票数 計 359422 的中 �� 2264（43番人気）
ワイド票数 計 661227 的中 �� 5974（27番人気）�� 36457（5番人気）�� 6068（26番人気）
3連複票数 計1249102 的中 ��� 9922（35番人気）
3連単票数 計1645888 的中 ��� 2240（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．0―49．3―1：01．9―1：14．7―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．5 京都5着

2015．5．31生 牝7青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 28戦4勝 賞金 83，953，000円

01082 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス（Ｌ）
発走15時00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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

55 リューベック 牡3鹿 56 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490＋182：02．2 9．4�

11 リ ア ド 牡3鹿 56 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋102：02．41	 1．6�
66 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 444－ 42：02．61 21．5�
33 グランディア 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 ハナ 2．4�
22 クラウンドマジック 牡3黒鹿56 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 502－ 8 〃 クビ 27．8	
44 
 エンタングルメント 牝3鹿 54 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 英 Godolphin 472－ 22：03．13 21．7

77 
 ジャスパーグレイト 牡3芦 56 岩田 望来加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 458－ 82：04．27 109．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 112，830，400円 複勝： 81，333，200円 枠連： 発売なし
馬連： 123，895，400円 馬単： 83，656，600円 ワイド： 86，454，100円
3連複： 139，620，600円 3連単： 456，635，200円 計： 1，084，425，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 300円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，190円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 19，740円

票 数

単勝票数 計1128304 的中 � 95507（3番人気）
複勝票数 計 813332 的中 � 67153（3番人気）� 370009（1番人気）
馬連票数 計1238954 的中 �� 114418（2番人気）
馬単票数 計 836566 的中 �� 24990（9番人気）
ワイド票数 計 864541 的中 �� 87499（3番人気）�� 17766（12番人気）�� 44219（9番人気）
3連複票数 計1396206 的中 ��� 36287（7番人気）
3連単票数 計4566352 的中 ��� 16770（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．1―38．3―50．6―1：02．6―1：14．8―1：27．2―1：39．0―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3
・（1，5）（2，3，6）－4，7・（5，3）（1，6）2（7，4）

2
4

・（1，5）3（2，6）－4，7
5（1，3，6）2（7，4）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リューベック �

父 ハービンジャー �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．7．18 函館1着

2019．4．16生 牡3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 3戦2勝 賞金 27，161，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01083 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第11競走 ��1，600�
ながしの

長篠ステークス
発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，3．1．23以降4．1．16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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

33 ワールドバローズ 牡4鹿 55 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 452± 01：34．8 2．0�
66 ソウルトレイン 牡5芦 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 490＋161：34．91 10．8�
11 エルカスティージョ 牝4鹿 52 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454－ 61：35．0� 5．2�
55 ヴ ァ ト レ ニ �4鹿 55 松山 弘平野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 446＋121：35．1� 4．0�
44 ジャカランダレーン 牝4黒鹿52 武 豊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454± 01：35．2� 5．0	
22 トウケイミラ 牝5鹿 52 斎藤 新木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 448＋ 81：35．3� 29．8

77 ケルティックソード 牡9栗 53 川島 信二吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500± 0 〃 クビ 87．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 99，931，400円 複勝： 66，274，900円 枠連： 発売なし
馬連： 153，699，100円 馬単： 84，243，500円 ワイド： 83，710，300円
3連複： 185，284，600円 3連単： 531，320，500円 計： 1，204，464，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 340円 �� 190円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 999314 的中 � 384219（1番人気）
複勝票数 計 662749 的中 � 251811（1番人気）� 49006（5番人気）
馬連票数 計1536991 的中 �� 106410（5番人気）
馬単票数 計 842435 的中 �� 33726（7番人気）
ワイド票数 計 837103 的中 �� 59963（5番人気）�� 133692（2番人気）�� 25510（9番人気）
3連複票数 計1852846 的中 ��� 106028（5番人気）
3連単票数 計5313205 的中 ��� 63893（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―47．7―1：00．0―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8

3 4，5（1，6）7，3，2
2
4
・（4，5，6）（1，7）（2，3）
4，5（1，6）（3，7）2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワールドバローズ �

父 ディスクリートキャット �


母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．15生 牡4鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 10戦4勝 賞金 71，201，000円
〔その他〕 トウケイミラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウケイミラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年2月22日まで出走できない。

01084 1月22日 晴 良 （4中京1） 第7日 第12競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時10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

56 キタノエクスプレス 牡4鹿 56 松山 弘平北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 512＋101：24．5 3．1�
69 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 56 川田 将雅山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 530＋ 81：24．71� 2．4�
68 � タイセイブレイズ 牡4鹿 56 武 豊田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 474＋ 5 〃 ハナ 20．1�
45 ヴ ア ー サ 牡4青 56 団野 大成本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 460＋ 61：25．23 5．3�
812 メイショウミズモ 牝4黒鹿54 岩田 望来松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 418－ 41：25．41� 17．9�
711 カズカポレイ 牡4鹿 56 横山 典弘合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 506＋121：25．71� 10．3�
710� メイショウカリスマ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B518± 0 〃 クビ 89．1	
57 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：25．8クビ 25．0

813 サイモンメガライズ 牡4鹿 56 和田 竜二澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 504－ 2 〃 クビ 35．9�
33 レッドロムルス 牡4栗 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 185．2
44 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：25．9クビ 26．2�
22 � ゼットセントラル 	6黒鹿57 川須 栄彦高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 516＋ 41：26．75 347．8�
11 メイショウアマギ 牡6鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 494± 01：28．410 131．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，790，400円 複勝： 78，164，500円 枠連： 27，713，300円
馬連： 144，609，600円 馬単： 53，855，600円 ワイド： 110，837，400円
3連複： 225，717，900円 3連単： 260，240，300円 計： 980，929，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 320円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，240円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 797904 的中 � 202076（2番人気）
複勝票数 計 781645 的中 � 158873（2番人気）� 177715（1番人気）� 43635（7番人気）
枠連票数 計 277133 的中 （5－6） 69925（1番人気）
馬連票数 計1446096 的中 �� 212854（1番人気）
馬単票数 計 538556 的中 �� 43294（1番人気）
ワイド票数 計1108374 的中 �� 145622（1番人気）�� 20080（16番人気）�� 36611（8番人気）
3連複票数 計2257179 的中 ��� 56254（9番人気）
3連単票数 計2602403 的中 ��� 19103（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．4―47．7―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノエクスプレス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．2．20 阪神3着

2018．4．11生 牡4鹿 母 ツルマルサンチャン 母母 リキセレナード 4戦2勝 賞金 14，300，000円



（4中京1）第7日 1月22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 126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

223，780，000円
29，150，000円
770，000円

24，090，000円
55，113，000円
3，465，000円
1，209，600円

勝馬投票券売得金
651，688，800円
854，211，000円
101，332，500円
904，802，500円
481，687，800円
716，318，700円
1，280，511，600円
2，425，025，700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 7，415，578，600円

総入場人員 2，220名 （有料入場人員 1，959名）
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