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01085 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第1競走 1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

66 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 500＋ 42：03．3 1．7�
22 エイシンブギーマン 牡3鹿 56 坂井 瑠星平井 克彦氏 矢作 芳人 浦河 栄進牧場 492－ 42：04．04 7．8�
78 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 494－ 4 〃 アタマ 51．2�
810 ウォータージオード 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 472－ 42：04．31� 42．1�
44 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 496＋ 62：04．51� 230．4�
79 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 B464＋ 2 〃 クビ 3．4	
33 クロノスミノル 牡3青鹿56 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 552－ 42：05．24 110．0

11 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 488＋ 42：05．3クビ 79．6�
55 アーテルレクス 牡3鹿 56 幸 英明江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 杵臼牧場 512－ 22：07．6大差 127．7�
67 フライシュッツ 牡3黒鹿56 松山 弘平 社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－122：08．13 8．3�
811 ロストボール �3栗 56 加藤 祥太大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 408＋ 82：08．63 20．6�
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売 得 金
単勝： 37，528，500円 複勝： 97，314，900円 枠連： 9，766，700円
馬連： 53，438，200円 馬単： 30，741，600円 ワイド： 48，307，800円
3連複： 90，444，800円 3連単： 132，871，300円 計： 500，413，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 460円 枠 連（2－6） 540円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 290円 �� 850円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 375285 的中 � 175427（1番人気）
複勝票数 計 973149 的中 � 698054（1番人気）� 46552（3番人気）� 14731（8番人気）
枠連票数 計 97667 的中 （2－6） 14012（2番人気）
馬連票数 計 534382 的中 �� 67668（2番人気）
馬単票数 計 307416 的中 �� 25985（3番人気）
ワイド票数 計 483078 的中 �� 49147（2番人気）�� 13778（12番人気）�� 5083（20番人気）
3連複票数 計 904448 的中 ��� 17082（12番人気）
3連単票数 計1328713 的中 ��� 10106（33番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．6―13．8―13．7―13．4―13．3―13．5―12．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．6―30．2―44．0―57．7―1：11．1―1：24．4―1：37．9―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュプリンガー �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．12．25 阪神5着

2019．3．13生 牡3青 母 アルテミスハート 母母 ムーンレディ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロストボール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月23日まで平地競走に

出走できない。

01086 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

46 バンドールロゼ 牡3栗 56 池添 謙一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 474－ 81：27．3 11．1�

57 カフジペンタゴン 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 7．2�

69 マノンルージュ 牡3鹿 56 柴山 雄一間野 隆司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 460＋ 21：27．4� 2．0�
58 ゲ イ ボ ル グ 牡3鹿 56 荻野 琢真吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496－ 81：27．5クビ 43．5�
45 ブランコイラピド 牡3芦 56 川島 信二三宅 勝俊氏 新谷 功一 日高 天羽 禮治 474＋ 4 〃 ハナ 33．3�
11 ポ ッ ト マ ム 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 田中 克典 新冠 平山牧場 466－ 21：28．56 24．6	
813 シンギングロード �3黒鹿56 酒井 学�前川企画 角田 晃一 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 81：28．92� 9．4

34 シゲルサカモリ 牡3青鹿56 高倉 稜森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 荒井ファーム 450－ 4 〃 クビ 262．6�
712 ラパンドネージュ 牡3鹿 56 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 日高 モリナガファーム 488＋181：29．0� 13．7�
22 キュールエフウジン 牡3黒鹿56 和田 竜二岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 482－ 41：29．1クビ 54．4
814 リヤンフォルス 牡3黒鹿56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 中神牧場 490－ 41：29．21 103．4�
610 トーアレインボー 牝3鹿 54 岩田 望来高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 488± 01：30．15 5．5�
711 サンナムジャ 牡3鹿 56 城戸 義政�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 504－101：30．31 589．1�
33 サウンドエトワール 牝3栗 54 幸 英明増田 雄一氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 448＋ 61：30．72� 17．4�
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売 得 金
単勝： 33，653，300円 複勝： 44，587，700円 枠連： 9，564，900円
馬連： 56，574，100円 馬単： 24，981，000円 ワイド： 53，534，800円
3連複： 88，438，200円 3連単： 88，701，300円 計： 400，035，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 180円 � 120円 枠 連（4－5） 2，160円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 970円 �� 370円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 18，120円

票 数

単勝票数 計 336533 的中 � 24190（5番人気）
複勝票数 計 445877 的中 � 32274（5番人気）� 54707（3番人気）� 134762（1番人気）
枠連票数 計 95649 的中 （4－5） 3419（8番人気）
馬連票数 計 565741 的中 �� 10992（12番人気）
馬単票数 計 249810 的中 �� 2133（30番人気）
ワイド票数 計 535348 的中 �� 12546（11番人気）�� 38613（4番人気）�� 46088（2番人気）
3連複票数 計 884382 的中 ��� 40650（2番人気）
3連単票数 計 887013 的中 ��� 3548（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．9―1：00．8―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンドールロゼ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．11．7 阪神7着

2019．3．28生 牡3栗 母 ヤマサラグランジュ 母母 キョウエイアン 4戦1勝 賞金 5，200，000円

第１回 中京競馬 第８日



01087 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第3競走 1，200�3歳新馬
発走11時00分 （ダート・左）

牝；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

813 カネコメシスター 牝3栗 54 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 476 ―1：13．9 3．6�
56 メイショウコドマリ 牝3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 林 孝輝 486 ―1：15．07 23．6�
812 マ ガ ー リ 牝3鹿 54 松田 大作中辻 明氏 杉山 佳明 日高 長谷川牧場 478 ―1：15．32 30．7�
22 サンサンタイヨウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 440 ―1：15．4クビ 8．9�
57 デームフォーチュン 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470 ―1：15．5� 53．8�
44 メタルゴッド 牝3青 54 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 452 ―1：15．6� 9．3	
45 ア ク ア ヒ ナ 牝3黒鹿54 和田 竜二フィールドレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 498 ―1：16．45 3．3

11 ベルトゥジュール 牝3鹿 54 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 新ひだか 森 政巳 444 ―1：16．82� 14．4�
69 ダノンパペット 牝3黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 村山 明 平取 坂東牧場 384 ―1：17．01� 35．4
710 ワイズダムアスク 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 374 ―1：17．1クビ 69．0�
68 ハーランズセンス 牝3鹿 54 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 418 ―1：17．21 4．4�
33 マテンロウハッピー 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 426 ―1：17．62� 50．8�
711 テーオーアンジュ 牝3鹿 54 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 454 ―1：20．5大差 127．5�
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売 得 金
単勝： 35，397，300円 複勝： 43，350，900円 枠連： 9，775，600円
馬連： 49，853，900円 馬単： 22，504，900円 ワイド： 44，204，400円
3連複： 71，653，700円 3連単： 73，500，600円 計： 350，241，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 550円 � 630円 枠 連（5－8） 2，650円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，700円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 20，660円 3 連 単 ��� 83，000円

票 数

単勝票数 計 353973 的中 � 77038（2番人気）
複勝票数 計 433509 的中 � 87335（1番人気）� 17691（7番人気）� 15169（8番人気）
枠連票数 計 97756 的中 （5－8） 2858（11番人気）
馬連票数 計 498539 的中 �� 8637（16番人気）
馬単票数 計 225049 的中 �� 2480（25番人気）
ワイド票数 計 442044 的中 �� 7515（17番人気）�� 6740（21番人気）�� 2075（47番人気）
3連複票数 計 716537 的中 ��� 2600（65番人気）
3連単票数 計 735006 的中 ��� 642（258番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．2―12．7―12．3―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネコメシスター �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2019．6．10生 牝3栗 母 キャンドルアイス 母母 ブルーベイブリッジ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 アクアヒナ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ベルトゥジュール号の調教師蛯名利弘は，下見所へのひき付けが遅れ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〕 テーオーアンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月23日まで平地競

走に出走できない。

01088 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第4競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走11時30分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

66 カフジオクタゴン 牡3芦 56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 538＋ 21：54．2 1．7�
810 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 480－ 21：54．3クビ 31．0�
67 オ リ 牡3鹿 56 幸 英明 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 484± 01：54．62 15．7�
79 シルヴァンエルフ 牡3栗 56 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 478± 01：54．81� 29．6�
33 マルブツプライド 牡3芦 56 和田 竜二大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 498－ 21：55．43� 25．9�
22 パ ル ガ ン 牝3黒鹿54 M．デムーロ 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 日高 庄野牧場 B452－ 61：55．82� 23．9

811 アーテルアストレア 牝3青鹿54 池添 謙一フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：56．01 32．4�
55 コンスタンティン 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂椎名 節氏 石坂 公一 日高 新井 昭二 470＋ 6 〃 クビ 80．7�
11 ロードジャスティス 牡3栗 56 松山 弘平 �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 B468± 01：56．1� 4．3
44 コナブラック 牡3黒鹿56 岩田 望来 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506－ 21：57．48 5．1�
78 シュガーコルト 牡3鹿 56 団野 大成飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 512＋121：59．110 70．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，589，500円 複勝： 107，952，600円 枠連： 10，305，600円
馬連： 62，622，400円 馬単： 33，608，300円 ワイド： 62，126，500円
3連複： 104，252，600円 3連単： 148，299，900円 計： 579，757，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 480円 � 310円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 720円 �� 550円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 32，260円

票 数

単勝票数 計 505895 的中 � 225902（1番人気）
複勝票数 計1079526 的中 � 689716（1番人気）� 21868（7番人気）� 37563（5番人気）
枠連票数 計 103056 的中 （6－8） 10433（3番人気）
馬連票数 計 626224 的中 �� 25446（7番人気）
馬単票数 計 336083 的中 �� 8851（11番人気）
ワイド票数 計 621265 的中 �� 22359（6番人気）�� 30711（5番人気）�� 4059（27番人気）
3連複票数 計1042526 的中 ��� 8922（28番人気）
3連単票数 計1482999 的中 ��� 3332（113番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．3―12．8―12．5―13．1―12．6―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―37．0―49．8―1：02．3―1：15．4―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジオクタゴン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2021．10．17 阪神2着

2019．3．8生 牡3芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 5戦2勝 賞金 19，400，000円



01089 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・左）

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

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 エターナルビクトリ 牡3鹿 56 武 豊�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 450－ 22：13．7 3．2�
77 シ ュ テ ィ ル 牡3鹿 56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 460－ 42：13．8� 13．7�
44 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 510－ 62：13．9� 2．3�
66 ディナースタ 牡3栗 56 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 466－ 22：14．43 4．0�
33 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± 02：14．5クビ 43．2	
88 ジ ェ ン ヌ 牝3鹿 54 団野 大成エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 420－ 42：14．92� 18．1

11 インブレッドセンス 牡3鹿 56 幸 英明吉田 晴哉氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 8 〃 アタマ 26．7�
22 ニューヴァージョン 牡3鹿 56 松山 弘平髙嶋 祐子氏 坂口 智康 浦河 有限会社

吉田ファーム 484＋ 22：15．64 15．9�
89 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 丸山 元気宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510± 02：17．7大差 51．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，214，800円 複勝： 47，486，000円 枠連： 7，663，500円
馬連： 60，041，400円 馬単： 31，895，500円 ワイド： 50，584，400円
3連複： 90，735，900円 3連単： 147，940，700円 計： 475，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 2，310円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 470円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 392148 的中 � 95910（2番人気）
複勝票数 計 474860 的中 � 87495（2番人気）� 44761（4番人気）� 172801（1番人気）
枠連票数 計 76635 的中 （5－7） 2566（7番人気）
馬連票数 計 600414 的中 �� 22404（6番人気）
馬単票数 計 318955 的中 �� 7714（9番人気）
ワイド票数 計 505844 的中 �� 23853（6番人気）�� 85419（1番人気）�� 33358（4番人気）
3連複票数 計 907359 的中 ��� 67520（2番人気）
3連単票数 計1479407 的中 ��� 13705（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．4―13．0―12．8―12．6―12．1―12．1―11．6―12．0―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―23．8―35．2―48．2―1：01．0―1：13．6―1：25．7―1：37．8―1：49．4―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルビクトリ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．31 阪神8着

2019．3．28生 牡3鹿 母 バ ー バ ラ 母母 ディキシーランドジェム 4戦1勝 賞金 7，270，000円

01090 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

612 キタサンシュガー 牝3鹿 54 坂井 瑠星�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444 ―1：37．4 21．2�
510 バルタザール 牡3鹿 56 和田 竜二�LEVEL－K 茶木 太樹 浦河 ディアレスト

クラブ 486 ― 〃 ハナ 21．9�
11 � マッドクール 牡3芦 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 愛 Moyglare Stud

Farm Ltd 520 ―1：37．5� 3．0�
714 アールフォルス 牝3鹿 54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 460 ― 〃 クビ 8．2	
36 メイショウソラフネ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 446 ―1：37．71� 18．7

48 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 アタマ 34．3�
59 スマートラプター 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 518 ― 〃 クビ 16．1�
816 オ マ ツ サ マ 牝3黒鹿54 M．デムーロ諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480 ―1：38．12� 3．7
24 オースミミライ 牡3栗 56 川須 栄彦�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 494 ―1：38．2クビ 91．0�
47 サトノリーベ 牝3鹿 54 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 426 ― 〃 クビ 4．0�
611 テイエムウイン 牡3青鹿56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 オリオンファーム 466 ― 〃 ハナ 143．5�
12 ワンダーブレット 	3鹿 56 丸山 元気山本 能行氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 498 ―1：38．62� 83．5�
815 ディーズルージュ 牝3芦 54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 476 ―1：38．81� 174．7�
35 アパショナード 牡3黒鹿56 松田 大作大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 438 ― 〃 クビ 156．6�
23 フ ェ ー ド ス 牡3青鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 新冠 オリエント牧場 478 ―1：39．43� 150．6�
713 ウォーターパンドラ 牝3鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 石橋 守 新ひだか 佐竹 学 424 ―1：39．71� 313．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，850，600円 複勝： 52，226，700円 枠連： 15，003，400円
馬連： 68，863，200円 馬単： 30，212，800円 ワイド： 58，284，000円
3連複： 101，825，400円 3連単： 107，460，700円 計： 482，726，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 630円 � 420円 � 180円 枠 連（5－6） 5，110円

馬 連 �� 18，140円 馬 単 �� 32，270円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 1，630円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 20，710円 3 連 単 ��� 242，700円

票 数

単勝票数 計 488506 的中 � 18428（7番人気）
複勝票数 計 522267 的中 � 18179（9番人気）� 28915（7番人気）� 98261（2番人気）
枠連票数 計 150034 的中 （5－6） 2273（18番人気）
馬連票数 計 688632 的中 �� 2942（39番人気）
馬単票数 計 302128 的中 �� 702（75番人気）
ワイド票数 計 582840 的中 �� 3982（34番人気）�� 9255（20番人気）�� 11459（15番人気）
3連複票数 計1018254 的中 ��� 3686（63番人気）
3連単票数 計1074607 的中 ��� 321（537番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．3―12．8―13．0―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．5―49．3―1：02．3―1：14．3―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．1

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

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

勝馬の
紹 介

キタサンシュガー �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Mamool 初出走

2019．2．1生 牝3鹿 母 リップスポイズン 母母 Lips Plane 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ウォーターパンドラ号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。

フェードス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウォーターパンドラ号は，令和4年1月24日から令和4年2月13日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 フェードス号は，発走調教再審査。



01091 1月23日 曇 良 （4中京1） 第8日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

813 ディーズローリエ 牝5黒鹿55 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B446＋ 41：12．9 15．2�
57 シゲルメダリスト 牡4鹿 56 川島 信二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 B478＋ 21：13．32� 12．8�
68 � シゲルフタゴザ 牡5黒鹿57 酒井 学森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 500－ 21：13．4クビ 16．0�
44 ラブロッソー 牝5青鹿55 幸 英明増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 478－ 41：13．5� 15．1�
11 シゲルキンセイ 牡5鹿 57 国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490± 0 〃 クビ 11．6�
711 レイワプリンセス 牝4栗 54 柴山 雄一菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 508± 01：13．81� 5．4�
69 � シ ュ ロ ス 牡6栗 57 岩田 望来嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 520＋ 6 〃 アタマ 9．5	
812 フ ィ ロ ス 牝5鹿 55 松山 弘平
高橋ファーム 長谷川浩大 日高 クリアファーム B468－121：14．11� 3．4�
45 テイエムメロディー 牝6鹿 55 高倉 稜竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 498± 0 〃 ハナ 50．8�
22 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 54 団野 大成森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 462＋ 41：14．41� 4．2
710 メイショウゼッケイ 牝6栗 55 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 432＋10 〃 クビ 21．1�
56 � ディーププリモ 牡6鹿 57 加藤 祥太ライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 474－ 81：14．61� 281．3�
33 ダディフィンガー 牡6鹿 57 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 500－ 81：15．13 219．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，220，800円 複勝： 47，211，800円 枠連： 12，246，600円
馬連： 70，317，800円 馬単： 26，455，800円 ワイド： 62，931，300円
3連複： 113，025，300円 3連単： 115，373，200円 計： 481，782，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 390円 � 380円 � 470円 枠 連（5－8） 1，940円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 16，170円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，890円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 26，600円 3 連 単 ��� 159，320円

票 数

単勝票数 計 342208 的中 � 17954（8番人気）
複勝票数 計 472118 的中 � 32182（7番人気）� 33052（6番人気）� 25601（9番人気）
枠連票数 計 122466 的中 （5－8） 4881（8番人気）
馬連票数 計 703178 的中 �� 6632（35番人気）
馬単票数 計 264558 的中 �� 1227（69番人気）
ワイド票数 計 629313 的中 �� 7463（32番人気）�� 5539（40番人気）�� 12767（19番人気）
3連複票数 計1130253 的中 ��� 3186（100番人気）
3連単票数 計1153732 的中 ��� 525（611番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．9―48．2―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（5，10，11，12）（2，4）8－（3，13）7（6，9）1 4 ・（5，10，11，12）（2，4）8（3，13）7（6，9）1

勝馬の
紹 介

ディーズローリエ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 クロコルージュ デビュー 2019．11．3 京都11着

2017．3．29生 牝5黒鹿 母 ムーランルージュ 母母 ジ ャ ビ ラ バ 21戦2勝 賞金 27，520，000円
〔発走状況〕 シュロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

01092 1月23日 小雨 良 （4中京1） 第8日 第8競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

812 ショウナンアーチー 牡4鹿 56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 500± 02：00．8 2．0�
811 トモジャチャーリー 牡6鹿 57 川又 賢治吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 506＋ 2 〃 クビ 15．5�
22 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 510＋ 62：01．33 6．0�
11 ヒルノエドワード 牡5黒鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 488＋ 62：01．61� 9．3�
710 イシュタルゲート 牡6鹿 57 団野 大成吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：01．81� 19．6�
67 フォルツァンド 牡4鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 522＋20 〃 アタマ 4．6	
55 メイショウキリモン 牡4栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456± 02：02．22� 65．5

56 � 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 554＋ 22：03．15 39．3�
68 リュウセイグン 牡4栗 56 松山 弘平二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 514± 02：03．31 21．1�
44 テーオーラファエロ 牡4芦 56 丸山 元気小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B468＋162：04．04 24．3
79 � マイネルエスペルト 牡5鹿 57 城戸 義政吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 506＋ 62：04．63� 389．1�
33 ロードエルピス �4鹿 56 岩田 望来 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 82：05．66 55．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，878，800円 複勝： 66，440，000円 枠連： 13，521，600円
馬連： 75，346，800円 馬単： 33，649，800円 ワイド： 65，454，800円
3連複： 121，265，100円 3連単： 143，571，100円 計： 563，128，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（8－8） 820円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 340円 �� 240円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 438788 的中 � 173731（1番人気）
複勝票数 計 664400 的中 � 284758（1番人気）� 42559（4番人気）� 95576（2番人気）
枠連票数 計 135216 的中 （8－8） 12683（3番人気）
馬連票数 計 753468 的中 �� 64188（3番人気）
馬単票数 計 336498 的中 �� 19792（4番人気）
ワイド票数 計 654548 的中 �� 48405（3番人気）�� 77993（1番人気）�� 20931（8番人気）
3連複票数 計1212651 的中 ��� 64031（2番人気）
3連単票数 計1435711 的中 ��� 20733（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．9―31．1―44．8―57．9―1：10．6―1：23．4―1：35．6―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアーチー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．3 中京2着

2018．2．4生 牡4鹿 母 マーメイドティアラ 母母 グレイスティアラ 10戦2勝 賞金 29，160，000円



01093 1月23日 小雨 良 （4中京1） 第8日 第9競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

89 メイサウザンアワー 牝4鹿 54 M．デムーロ千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514＋142：01．4 3．5�
22 オータムヒロイン 牝4鹿 54 丸山 元気ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 42：01．5� 66．8�
44 ローゼライト 牝4鹿 54 松山 弘平中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B442＋ 6 〃 クビ 21．4�
66 ミスフィガロ 牝4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 422＋ 2 〃 ハナ 1．9�
77 ルージュメサージュ 牝4黒鹿54 団野 大成 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474± 02：01．6アタマ 5．8�
55 イ リ マ 牝4鹿 54 和田 竜二前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 02：01．81� 11．7	
33 ジ ャ ル ジ ェ 牝5青 55 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 502＋ 4 〃 ハナ 17．0

88 ウインルーア 牝4鹿 54 菱田 裕二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 2 〃 クビ 146．0�
11 フローズンスタイル 牝5黒鹿55 坂井 瑠星吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 444－122：02．22 15．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，560，900円 複勝： 77，167，000円 枠連： 11，082，400円
馬連： 92，773，000円 馬単： 46，982，700円 ワイド： 73，388，900円
3連複： 131，347，100円 3連単： 236，933，200円 計： 729，235，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 1，160円 � 540円 枠 連（2－8） 9，570円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，060円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 32，760円 3 連 単 ��� 166，120円

票 数

単勝票数 計 595609 的中 � 133160（2番人気）
複勝票数 計 771670 的中 � 129523（2番人気）� 14586（8番人気）� 33923（7番人気）
枠連票数 計 110824 的中 （2－8） 897（22番人気）
馬連票数 計 927730 的中 �� 7268（24番人気）
馬単票数 計 469827 的中 �� 2896（31番人気）
ワイド票数 計 733889 的中 �� 7907（23番人気）�� 18473（13番人気）�� 3017（30番人気）
3連複票数 計1313471 的中 ��� 3007（51番人気）
3連単票数 計2369332 的中 ��� 1034（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．7―49．3―1：01．6―1：13．8―1：26．2―1：37．8―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイサウザンアワー 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 福島2着

2018．5．7生 牝4鹿 母 デ ィ ナ シ ー 母母 トゥザヴィクトリー 8戦3勝 賞金 46，885，000円

01094 1月23日 小雨 良 （4中京1） 第8日 第10競走 ��1，400�
かしこじま

賢 島 特 別
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，2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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：19．2
1：19．0

良
良

11 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 55 川須 栄彦吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：21．2 36．9�
55 メイショウドウドウ 牡7黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488± 01：21．3� 4．9�
811 アールバロン 牡4鹿 54 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 504＋ 6 〃 アタマ 3．3�
68 アサケエース 牡5鹿 54 酒井 学大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450－ 4 〃 アタマ 20．5�
56 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 54 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋101：21．4� 41．8�
79 セ ン ト ウ ル 牡6黒鹿55 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 41：21．5� 5．0�
33 カーフライターク 牡5黒鹿54 坂井 瑠星 	サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：21．6� 15．2

67 � アルディテッツァ 牡6鹿 54 幸 英明�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 41：21．91� 9．1�
710 エイシンディーデイ 牡4栗 53 岩田 望来�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 496＋ 61：22．0� 19．1
44 ワ ザ モ ノ 牡4鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 496－ 61：22．1� 4．8�
812 ピースマインド 牡9鹿 54 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 466－ 2 〃 ハナ 128．1�
22 シオミチクレバ 牝5鹿 52 和田 竜二谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 502± 01：22．52� 96．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，522，800円 複勝： 77，068，200円 枠連： 20，390，400円
馬連： 142，957，300円 馬単： 52，751，600円 ワイド： 99，226，300円
3連複： 191，914，700円 3連単： 227，010，500円 計： 871，841，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 720円 � 180円 � 160円 枠 連（1－5） 7，520円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 18，560円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，890円 �� 430円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 90，620円

票 数

単勝票数 計 605228 的中 � 13106（9番人気）
複勝票数 計 770682 的中 � 19827（10番人気）� 127893（3番人気）� 142806（1番人気）
枠連票数 計 203904 的中 （1－5） 2100（19番人気）
馬連票数 計1429573 的中 �� 15607（26番人気）
馬単票数 計 527516 的中 �� 2131（57番人気）
ワイド票数 計 992263 的中 �� 11718（29番人気）�� 12815（24番人気）�� 65974（4番人気）
3連複票数 計1919147 的中 ��� 17309（30番人気）
3連単票数 計2270105 的中 ��� 1816（292番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．7―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．1―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ グ レ ム ニ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．8．24 小倉2着

2017．4．27生 牡5鹿 母 ビーチアイドル 母母 ビーチフラッグ 21戦3勝 賞金 50，145，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 サヴァイヴ号の騎手国分優作は，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）

１レース目



01095 1月23日 小雨 良 （4中京1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第39回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，3．1．23以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，3．1．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

35 スワーヴアラミス 牡7鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B492＋ 61：51．7 15．7�

611 オーヴェルニュ 牡6鹿 57 団野 大成杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 482＋ 41：51．8� 3．4�
713 ブルベアイリーデ 牡6鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 498＋ 61：52．01	 6．2�
815 サンライズホープ 牡5鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B552－ 2 〃 アタマ 3．7�
48 カ デ ナ 牡8鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 494＋161：52．21 52．0�
816 プリティーチャンス 牝5青鹿54 柴山 雄一廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B470＋ 21：52．41� 59．4	
510 ゲンパチルシファー 牡6鹿 56 川島 信二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 528－161：52．61 48．2

59 ケンシンコウ 牡5鹿 56 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 504＋10 〃 ハナ 41．5�
24 デュードヴァン 牡5鹿 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 クビ 11．5�
12 グレートタイム 牡7黒鹿56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B486＋ 21：52．7
 11．8
36 ミヤジコクオウ 牡5青鹿56 武 豊曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512＋ 41：52．91 71．3�
11 スマッシャー 牡4鹿 55 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 484＋ 81：53．0クビ 18．4�
23 アイオライト 牡5黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 494＋ 41：53．53� 9．0�
47 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡6白 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：53．81
 30．6�
612 イッツクール 牡6栗 56 酒井 学久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B484－121：54．97 239．2�
714� シャイニービーム 牡10鹿 56 加藤 祥太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 478＋141：56．610 362．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 259，533，000円 複勝： 328，660，100円 枠連： 121，032，600円
馬連： 740，675，700円 馬単： 252，286，400円 ワイド： 557，796，700円
3連複： 1，482，605，500円 3連単： 1，642，982，400円 計： 5，385，572，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 310円 � 150円 � 190円 枠 連（3－6） 2，520円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，270円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 39，750円

票 数

単勝票数 計2595330 的中 � 132088（7番人気）
複勝票数 計3286601 的中 � 222962（7番人気）� 655198（1番人気）� 452928（3番人気）
枠連票数 計1210326 的中 （3－6） 37092（12番人気）
馬連票数 計7406757 的中 �� 215403（12番人気）
馬単票数 計2522864 的中 �� 27591（26番人気）
ワイド票数 計5577967 的中 �� 168430（7番人気）�� 107733（16番人気）�� 292017（3番人気）
3連複票数 計14826055 的中 ��� 247283（12番人気）
3連単票数 計16429824 的中 ��� 29963（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．2―12．6―12．8―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．2―48．4―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡7鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 29戦9勝 賞金 269，580，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスワーヴアラミス号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

01096 1月23日 小雨 良 （4中京1） 第8日 第12競走 ��1，200�4歳以上2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 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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

816 ジ オ ラ マ 牡9栗 57 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 540＋101：12．7 9．6�
48 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 B446－ 2 〃 アタマ 15．9�
23 コーリングローリー 牡5栗 57

54 ▲服部 寿希伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 462－ 21：12．8クビ 41．2�
24 グランドストローク 牡5黒鹿57 岩田 望来 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 468－ 8 〃 � 6．3�
35 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 442＋ 41：13．0� 3．4	
47 � コーリンバニラ 牝5芦 55

51 ★古川 奈穂伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 516＋ 41：13．21	 142．2

815 ミ ラ ク ル 牝4鹿 54 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472－ 6 〃 クビ 5．2�
59 � ジョウショーモード 牡4栗 56 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 504＋ 21：13．3クビ 13．8�
11 セントクリーガー 牝5鹿 55 池添 謙一中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B500＋ 21：13．72� 17．2
612� メイショウヒボタン 牝8栗 55 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 456－ 6 〃 クビ 156．8�
36 メイショウナパワン 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 498＋ 8 〃 アタマ 57．8�
12 レジリエンスブルー 牡5黒鹿57 団野 大成 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 476－ 21：13．91	 14．7�
714 ウ メ タ ロ ウ 牡7黒鹿57 城戸 義政�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B502＋ 2 〃 ハナ 131．9�
713� スズカユース 牝6栗 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B448－ 61：14．11	 50．2�
611 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 466＋ 61：14．3� 6．5�
510 レインボービーム 牡5黒鹿57 柴山 雄一北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 498＋ 6 〃 ハナ 66．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，362，300円 複勝： 99，734，800円 枠連： 36，960，100円
馬連： 172，338，000円 馬単： 62，771，400円 ワイド： 136，753，900円
3連複： 281，132，100円 3連単： 321，932，700円 計： 1，194，985，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 460円 � 820円 枠 連（4－8） 2，520円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 4，790円 �� 6，680円

3 連 複 ��� 64，060円 3 連 単 ��� 310，370円

票 数

単勝票数 計 833623 的中 � 69405（5番人気）
複勝票数 計 997348 的中 � 100469（4番人気）� 55844（8番人気）� 28915（10番人気）
枠連票数 計 369601 的中 （4－8） 11327（12番人気）
馬連票数 計1723380 的中 �� 24387（22番人気）
馬単票数 計 627714 的中 �� 4185（46番人気）
ワイド票数 計1367539 的中 �� 20126（23番人気）�� 7305（48番人気）�� 5219（60番人気）
3連複票数 計2811321 的中 ��� 3291（182番人気）
3連単票数 計3219327 的中 ��� 752（889番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―12．3―12．2―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 ・（5，10）（1，7，14，15）12，4，16，8（2，3，9，13）－（6，11） 4 ・（5，10）（1，7，15）（4，14，12）16（2，8）9，3，13（6，11）

勝馬の
紹 介

ジ オ ラ マ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．11．8 京都4着

2013．5．6生 牡9栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 41戦4勝 賞金 77，665，000円
〔制裁〕 ジオラマ号の騎手幸英明は，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10，000円。（被害馬：15番・4番）
※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 ラキ号

４レース目



（4中京1）第8日 1月23日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

279，420，000円
5，570，000円
30，130，000円
2，270，000円
36，210，000円
66，670，000円
4，452，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
786，312，600円
1，089，200，700円
277，313，400円
1，645，801，800円
648，841，800円
1，312，593，800円
2，868，640，400円
3，386，577，600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 12，015，282，100円

総入場人員 3，267名 （有料入場人員 3，029名）
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