
3501312月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時55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
1：51．2
1：50．9

重
不良

58 ツーエムルーイー 牝2黒鹿54 �島 克駿水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 三石橋本牧場 514－ 81：56．3 4．9�
711 スマートアイ 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 506－14 〃 クビ 2．5�
22 モ イ ル 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ�前川企画 角田 晃一 日高 浜本牧場 466－ 21：56．93� 6．8�
57 グッドハビッツ 牝2黒鹿 54

53 ☆松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 真歌田中牧場 412－ 41：57．21� 26．8�

712 マコトエトルリア 牝2栗 54 松山 弘平�ディアマント 武 英智 安平 ノーザンファーム 462－ 21：57．51� 3．6�
46 ヴォードヴィル 牝2黒鹿 54

53 ☆角田 大和 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 松浦牧場 444－ 2 〃 クビ 69．5	
33 リボンピーチ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 460± 01：57．6� 39．9

45 フェアリーハイ 牝2青鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474＋ 21：57．81 26．3�
11 コパノスタンリー 牝2芦 54 斎藤 新小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 460＋ 61：57．9� 30．6�
69 アルフェニン 牝2芦 54 石橋 脩�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 462－ 2 〃 アタマ 124．3
813 ヒラリーステップ 牝2鹿 54

52 △原 優介 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 468－ 61：58．75 192．1�
34 ウインドアカネール 牝2黒鹿 54

52 △横山 琉人福原 正博氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：59．44 207．1�
814 ミ ズ カ ガ ミ 牝2青鹿54 丸山 元気�シンユウ企画 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 442± 0 〃 ハナ 100．5�
610 フルーツサンド 牝2栗 54

51 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 クリアファーム 424－ 22：00．14 459．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，041，400円 複勝： 29，891，300円 枠連： 8，841，400円
馬連： 39，849，400円 馬単： 18，831，400円 ワイド： 38，497，800円
3連複： 68，689，300円 3連単： 73，144，000円 計： 307，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 110円 � 190円 枠 連（5－7） 310円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 900円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 300414 的中 � 50911（3番人気）
複勝票数 計 298913 的中 � 42234（3番人気）� 90412（1番人気）� 31663（4番人気）
枠連票数 計 88414 的中 （5－7） 21445（1番人気）
馬連票数 計 398494 的中 �� 45168（2番人気）
馬単票数 計 188314 的中 �� 10466（4番人気）
ワイド票数 計 384978 的中 �� 35722（2番人気）�� 9923（11番人気）�� 22563（4番人気）
3連複票数 計 686893 的中 ��� 20404（7番人気）
3連単票数 計 731440 的中 ��� 4223（33番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．2―13．3―13．3―13．2―12．9―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．8―51．1―1：04．4―1：17．6―1：30．5―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツーエムルーイー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．11．13 東京4着

2020．3．25生 牝2黒鹿 母 キャットガール 母母 ジャズキャット 2戦1勝 賞金 6，300，000円

3501412月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第2競走 ��1，900�3歳以上1勝クラス
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4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

66 レッドファーロ 牡3鹿 56 横山 典弘 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 510＋202：00．4 11．0�
22 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 22：00．93 1．3�
78 �� ヒノシタカイザン 牡4鹿 57 松山 弘平�山紫水明 坂口 智康 仏

Ecurie des Mon-
ceaux Ecurie
Skymarc Farm

504＋ 82：01．32� 6．4�
11 テイエムシニスター 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 492＋ 42：02．36 70．2�
55 セイハロートゥユー 牡4黒鹿57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B498－ 22：03．36 304．2�
44 クラップサンダー 牡3鹿 56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 456＋ 42：03．4	 7．0	
810� ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57

55 △横山 琉人ヌンクラブ� 堀内 岳志 浦河 不二牧場 466＋ 4 〃 クビ 404．3

77 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 斎藤 新小笹 芳央氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 486± 02：03．71	 197．1�
89 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿54 幸 英明�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B486＋ 22：04．12� 25．2�
33 � ビートエモーション 牡3芦 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 斉藤 崇史 米 Scott Dilworth &

Evan Dilworth 508＋ 22：05．48 19．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，779，400円 複勝： 122，041，000円 枠連： 6，652，800円
馬連： 34，161，700円 馬単： 23，515，200円 ワイド： 34，272，400円
3連複： 53，130，900円 3連単： 107，905，200円 計： 421，458，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 200円 � 100円 � 160円 枠 連（2－6） 530円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 320円 �� 750円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 8，500円

票 数

単勝票数 計 397794 的中 � 28854（4番人気）
複勝票数 計1220410 的中 � 34159（4番人気）� 981220（1番人気）� 47112（3番人気）
枠連票数 計 66528 的中 （2－6） 9705（3番人気）
馬連票数 計 341617 的中 �� 37880（3番人気）
馬単票数 計 235152 的中 �� 8605（8番人気）
ワイド票数 計 342724 的中 �� 26245（3番人気）�� 9724（10番人気）�� 50793（2番人気）
3連複票数 計 531309 的中 ��� 37351（5番人気）
3連単票数 計1079052 的中 ��� 9198（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．9―30．3―43．5―56．2―1：08．4―1：21．2―1：34．1―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
8－（1，3）－（2，9）－4－10－5－6－7
8－（1，3）9，2，4－（10，6）－5－7

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

勝馬の
紹 介

レッドファーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．10．9 阪神8着

2019．1．25生 牡3鹿 母 プラヤデシエルタ 母母 Puerto Azul 9戦2勝 賞金 17，600，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第６回 中京競馬 第２日



3501512月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第3競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4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

24 ソールズベリー 牝3青鹿 54
51 ▲佐々木大輔下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 450－ 41：25．9 9．9�
35 ルージュシェノン 牝3栗 54 D．レーン �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 クビ 6．4�

（豪）

611 クロンヌドラレーヌ 牝3鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース� 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 ハナ 14．6�
713 パレドジュスティス 牝4芦 55 国分 恭介 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 472＋ 21：26．32 20．4�
714 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿54 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 8 〃 クビ 12．0	
816 エリザベスミノル 牝3青鹿54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 8 〃 ハナ 5．9

12 ラブロッソー 牝5青鹿55 石橋 脩増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 482－ 81：26．4� 151．3�
23 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 丸山 元気 �YGGホースクラブ 西田雄一郎 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：26．5� 77．9�
510 ブランアルディ 牝3芦 54 松若 風馬野田 善己氏 辻野 泰之 日高 春木ファーム 478－ 21：26．71� 4．1
59 ブロードマリー 牝4鹿 55 伊藤 工真 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B436－ 61：26．8クビ 257．5�
11 オーガスタスカイ 牝3黒鹿54 �島 克駿林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494± 01：27．01 3．7�
47 � ノンズブレス 牝3栗 54 幸 英明今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 452＋ 2 〃 クビ 125．4�
48 グレースブロード 牝3鹿 54 酒井 学伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B452－ 21：27．52� 114．6�
36 キ ャ ミ 牝3黒鹿54 C．ルメール�Horse Net 田中 博康 日高 モリナガファーム 430－141：28．13� 27．7�
815 サクラカレント 牝4鹿 55 松山 弘平�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488－ 21：28．2� 25．0�

（15頭）
612 フォレクラフト 牝3青鹿 54

53 ☆角田 大和林 正道氏 四位 洋文 日高 藤本ファーム 482＋14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，304，900円 複勝： 51，360，800円 枠連： 10，915，900円
馬連： 56，270，900円 馬単： 20，660，600円 ワイド： 58，547，100円
3連複： 92，930，300円 3連単： 84，143，000円 計： 415，133，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 260円 � 210円 � 400円 枠 連（2－3） 2，100円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，930円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 14，940円 3 連 単 ��� 92，420円

票 数

単勝票数 差引計 403049（返還計 4639） 的中 � 32413（5番人気）
複勝票数 差引計 513608（返還計 6969） 的中 � 52825（5番人気）� 71486（3番人気）� 29520（7番人気）
枠連票数 差引計 109159（返還計 217） 的中 （2－3） 4022（12番人気）
馬連票数 差引計 562709（返還計 15696） 的中 �� 10881（15番人気）
馬単票数 差引計 206606（返還計 5594） 的中 �� 2075（30番人気）
ワイド票数 差引計 585471（返還計 20610） 的中 �� 12401（13番人気）�� 7711（27番人気）�� 11284（15番人気）
3連複票数 差引計 929303（返還計 47968） 的中 ��� 4665（63番人気）
3連単票数 差引計 841430（返還計 43970） 的中 ��� 660（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．7―46．7―59．4―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F39．2
3 ・（1，4，10）15，8（5，11）－（14，16）6－（2，3）－13－（9，7） 4 ・（1，4）10，5（8，15）11（14，16）6（2，3）13－（9，7）

勝馬の
紹 介

ソールズベリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．30 東京8着

2019．5．8生 牝3青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 10戦2勝 賞金 17，290，000円
〔競走除外〕 フォレクラフト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フォレクラフト号は，令和4年12月5日から令和5年1月3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。

3501612月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第4競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時25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
1：20．4
1：20．1

良
良

24 スカイロケット 牡2鹿 55 R．ムーア �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：21．4 4．1�
（英）

611 コスモグングニール 牡2鹿 55 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 長谷川浩大 日高 森永牧場 B494＋ 21：21．71� 7．9�
48 スーパーファルクス 牝2芦 54 D．レーン 吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 432－ 61：22．02 8．9�

（豪）

818 セ ミ マ ル 牡2黒鹿55 福永 祐一田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 486－ 41：22．1クビ 4．5�
12 ヴァイキングムーン 牡2鹿 55 �島 克駿ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 21：22．31� 99．9�
35 � スモーキンビリー 牡2鹿 55 武 豊江馬 由将氏 音無 秀孝 米 Mullikin Thor-

oughbreds 482－ 81：22．51	 5．7	
510 タ リ ア 牝2鹿 54

52 △原 優介ディアレストクラブ
 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 428－ 6 〃 アタマ 272．7�

817� フォミルマジック 牝2芦 54
51 ▲鷲頭 虎太 
インゼルレーシング 藤原 英昭 愛 R. Scarborough

& Carradale 448－ 2 〃 アタマ 37．9�
612 メイショウカジキ 牡2栗 55 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 470＋16 〃 アタマ 396．9
36 ピュアゴールド 牝2栗 54 松若 風馬宮﨑 吉二氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 418－ 21：22．7� 64．4�
11 ア ッ テ ィ ラ 牡2栗 55 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 444＋ 81：22．91	 22．5�
23 ゴ ン ド ワ ナ 牡2青鹿 55

53 △横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 6 〃 アタマ 57．3�
47 スターオブデイズ 牝2鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 404－ 8 〃 クビ 508．6�
715 アフターグロウ 牝2栗 54 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 440－101：23．11 19．5�
713 クワイエットドーン 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 21：23．31� 8．1�
59 グランデスパーダ 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか

有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 442－121：23．51	 589．5�

816 トーホウダリンシア 牝2栗 54 石橋 脩東豊物産
 石坂 公一 千歳 社台ファーム 432＋24 〃 クビ 94．8�
714 ロードアストラ 牡2黒鹿55 斎藤 新 
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 B428＋ 81：30．3大差 375．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，621，900円 複勝： 73，424，000円 枠連： 12，261，600円
馬連： 75，299，300円 馬単： 27，760，800円 ワイド： 77，483，500円
3連複： 116，370，600円 3連単： 104，772，400円 計： 540，994，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 270円 � 250円 枠 連（2－6） 1，620円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 690円 �� 570円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 25，160円

票 数

単勝票数 計 536219 的中 � 109889（1番人気）
複勝票数 計 734240 的中 � 130996（1番人気）� 63747（6番人気）� 72814（5番人気）
枠連票数 計 122616 的中 （2－6） 5831（9番人気）
馬連票数 計 752993 的中 �� 33499（7番人気）
馬単票数 計 277608 的中 �� 7062（8番人気）
ワイド票数 計 774835 的中 �� 29028（8番人気）�� 36457（4番人気）�� 10707（21番人気）
3連複票数 計1163706 的中 ��� 16302（17番人気）
3連単票数 計1047724 的中 ��� 3018（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．3―45．6―57．2―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．8
3 11（15，17）（5，10，18）（4，12，13，16）－（2，7）－1，9（3，8）6＝14 4 11（15，17）（5，10，18）（4，12）13（2，7）16－1，3（9，8）6＝14

勝馬の
紹 介

スカイロケット �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Royal Applause デビュー 2022．10．30 新潟3着

2020．4．30生 牡2鹿 母 ティッカーテープ 母母 Argent Du Bois 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔騎手変更〕 ピュアゴールド号の騎手角田大和は，検査のため松若風馬に変更。
〔制裁〕 フォミルマジック号の騎手鷲頭虎太は，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10，000円。（被害馬：10番・

4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードアストラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トーセンサウダージ号・ヒルズカーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3501712月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：58．5

良
良

11 ワンダイレクト 牡2鹿 55 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444 ―2：02．5 5．3�
33 メズマライジング 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 2．3�
66 トリオンファルマン 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418 ―2：02．6� 51．8�
44 ジャスティンボルト 牡2鹿 55 R．ムーア 三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534 ―2：02．7� 2．6�

（英）

88 ワイズメアリー 牝2鹿 54 武 豊新谷 正子氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 472 ―2：03．23 18．4	
77 ブロードイメル �2栗 55 川田 将雅ケーエスHD 武 英智 新ひだか 岡田牧場 454 ―2：04．47 29．1

22 システムリブート 牡2鹿 55 松山 弘平山口 裕介氏 吉岡 辰弥 浦河 富田牧場 500 ―2：05．46 19．1�
55 レ オ ニ ー ノ �2鹿 55 幸 英明畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 476 ―2：05．5� 135．7�
89 トラヴォルジェンテ 牡2黒鹿55 D．レーン �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 536 ―2：08．7大差 21．8

（豪）

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，719，300円 複勝： 34，158，500円 枠連： 6，569，300円
馬連： 37，938，400円 馬単： 23，406，300円 ワイド： 34，687，300円
3連複： 68，903，600円 3連単： 108，443，800円 計： 362，826，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 600円 枠 連（1－3） 700円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，740円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 23，490円

票 数

単勝票数 計 487193 的中 � 76816（3番人気）
複勝票数 計 341585 的中 � 49853（3番人気）� 123479（1番人気）� 8102（8番人気）
枠連票数 計 65693 的中 （1－3） 7202（2番人気）
馬連票数 計 379384 的中 �� 45796（3番人気）
馬単票数 計 234063 的中 �� 11171（6番人気）
ワイド票数 計 346873 的中 �� 38517（2番人気）�� 4631（18番人気）�� 5597（17番人気）
3連複票数 計 689036 的中 ��� 9287（16番人気）
3連単票数 計1084438 的中 ��� 3346（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．0―38．3―51．2―1：03．7―1：15．8―1：27．9―1：39．6―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．6
1
3
2，8（3，9）6（1，4）－5－7・（2，8）9（3，6）（1，4）（5，7）

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

勝馬の
紹 介

ワンダイレクト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．5．4生 牡2鹿 母 ワントゥワン 母母 ワンカラット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラヴォルジェンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月4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。

3501812月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4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
1：09．1
1：08．4

重
不良

611 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 498＋ 41：13．1 6．4�

12 � トランペットシェル �5芦 57
54 ▲佐々木大輔谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 484＋ 21：13．2� 22．3�

24 ノックトゥワイス �4栗 57 C．ルメール 飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488－ 81：13．3クビ 17．1�

815 ニシノリース 牝4黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 440＋ 41：13．4� 20．5�
48 ア ニ ー ジ ョ 牡3栗 56 斎藤 新 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 528＋ 21：13．5クビ 15．6�
23 オ ル コ ス 牝3鹿 54 川田 将雅ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 クビ 3．6	
35 ニシノラーナ 牝3鹿 54 �島 克駿西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 486± 01：13．6クビ 8．0

816 ジュラメント 牝4黒鹿55 幸 英明犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 442－ 4 〃 アタマ 156．7�
36 スマイルアップ 牝3芦 54 古川 吉洋馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 438－ 81：13．7� 169．3�
612 ワセダタンク 牡3黒鹿56 福永 祐一大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 日高大洋牧場 520＋301：14．01� 2．3
47 エヴリーサンクス 牝3鹿 54

52 △原 優介フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B470＋ 4 〃 クビ 346．7�
713 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 松若 風馬熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 506＋ 41：14．1クビ 214．9�
59 � ミキノカラクリバコ 牡4鹿 57 的場 勇人会田 裕一氏 的場 均 浦河 浦河育成牧場 540＋ 61：14．2� 328．9�
714 メイショウアポイ 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 468＋ 2 〃 ハナ 63．3�
510� マグナムハート 牡4栗 57

54 ▲鷲頭 虎太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 512＋ 61：14．4� 319．1�
11 � デンジャーマン 牡4鹿 57

53 ★永島まなみ浦野 和由氏 高橋 康之 日高 白瀬 盛雄 428－ 21：15．04 88．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，162，900円 複勝： 50，563，300円 枠連： 13，464，800円
馬連： 55，831，900円 馬単： 25，471，200円 ワイド： 59，358，200円
3連複： 96，371，900円 3連単： 98，737，900円 計： 443，962，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 350円 � 370円 枠 連（1－6） 1，230円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，270円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 60，350円

票 数

単勝票数 計 441629 的中 � 54825（3番人気）
複勝票数 計 505633 的中 � 64505（3番人気）� 35790（6番人気）� 33706（7番人気）
枠連票数 計 134648 的中 （1－6） 8436（5番人気）
馬連票数 計 558319 的中 �� 9248（16番人気）
馬単票数 計 254712 的中 �� 2524（25番人気）
ワイド票数 計 593582 的中 �� 11864（16番人気）�� 12158（14番人気）�� 8152（22番人気）
3連複票数 計 963719 的中 ��� 5817（41番人気）
3連単票数 計 987379 的中 ��� 1186（194番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．2―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ジ ェ サ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．1．16 小倉4着

2019．5．13生 牝3鹿 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 8戦2勝 賞金 15，620，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メルテッドハニー号



3501912月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4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

33 アスクビックスター 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 472＋ 61：54．0 15．7�

811 ローラスノビリス 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 492＋221：54．21� 4．6�
710 タロファイター 牡3鹿 56 幸 英明髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B460＋ 61：55．05 29．0�
44 キングレリック 牡3栗 56 松若 風馬�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 524－101：55．1クビ 40．7�
68 サムハンター 牡4栗 57 横山 典弘�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 496＋ 81：55．31� 6．3	
11 � スカイドゥエラー 牡4青鹿57 和田 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 広富牧場 448＋ 21：55．4� 79．1

812 シャドウアイル 牡3栗 56 R．ムーア 飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B472－ 41：55．71� 37．7�

（英）

55 エクセスリターン 牡3栗 56 福永 祐一今村 明浩氏 野中 賢二 日高 天羽 禮治 B538＋ 6 〃 ハナ 1．6�
56 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 石橋 脩山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B504－ 41：56．33� 261．4
79 ヴァジュランダ 牡4黒鹿57 松山 弘平高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 498± 01：56．72� 9．5�
67 パ ナ プ リ 牡4黒鹿 57

53 ★永島まなみ畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 458＋142：00．5大差 220．0�
（11頭）

22 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 492＋22 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，809，300円 複勝： 58，970，500円 枠連： 7，926，500円
馬連： 47，223，400円 馬単： 24，269，400円 ワイド： 45，319，900円
3連複： 75，184，900円 3連単： 107，462，700円 計： 409，166，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 410円 � 280円 � 650円 枠 連（3－8） 3，160円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 12，000円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 3，350円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 23，330円 3 連 単 ��� 186，830円

票 数

単勝票数 差引計 428093（返還計 8920） 的中 � 21760（5番人気）
複勝票数 差引計 589705（返還計 21878） 的中 � 37296（5番人気）� 60512（4番人気）� 21735（6番人気）
枠連票数 差引計 79265（返還計 7190） 的中 （3－8） 1941（9番人気）
馬連票数 差引計 472234（返還計 44989） 的中 �� 8402（13番人気）
馬単票数 差引計 242694（返還計 21545） 的中 �� 1516（29番人気）
ワイド票数 差引計 453199（返還計 63846） 的中 �� 10640（11番人気）�� 3414（27番人気）�� 5989（19番人気）
3連複票数 差引計 751849（返還計160934） 的中 ��� 2417（50番人気）
3連単票数 差引計1074627（返還計244501） 的中 ��� 417（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―38．1―50．9―1：03．6―1：16．0―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビックスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Galileo デビュー 2022．5．15 東京4着

2019．3．29生 牡3鹿 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 9戦2勝 賞金 19，460，000円
〔競走除外〕 ソウルユニバンス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。疾病〔左臀部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ソウルユニバンス号は，令和4年12月5日から令和5年1月3日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 パナプリ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3502012月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左）

負担重量は，3歳56�4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
1：19．2
1：19．0

良
良

48 ケ デ シ ュ 牝3黒鹿54 D．レーン �ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 482＋161：20．4 3．7�
（豪）

715 コズミックフロスト 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋121：20．5� 16．2�

11 リ ヴ ォ リ 牝3鹿 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492－101：20．6� 4．4�
713 エーティーマクフィ 牡3鹿 56 R．ムーア 荒木 徹氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 474＋ 8 〃 アタマ 2．8�

（英）

611 パ ノ テ ィ ア 牡4黒鹿57 幸 英明野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532± 01：21．02� 79．7�

510 ピ ラ テ ィ ス 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454＋141：21．21� 6．6	
816 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 452＋ 8 〃 クビ 47．5

12 ショウナンアメリア 牝3黒鹿54 丸山 元気国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 458＋221：21．3クビ 42．6�
612 スウィートメリナ 牝5栗 55

53 △小林 凌大岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 高岸 順一 442－ 81：21．4� 435．3�
24 ナ バ ロ ン 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 B490＋ 4 〃 クビ 29．5
714� センドハーマイラブ 牝4鹿 55

54 ☆松本 大輝道場 宏氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 436－16 〃 ハナ 293．8�
59 � ロイヤルブライド 牝4青 55

53 △横山 琉人柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 458－131：21．93 359．6�
36 アムールマルルー 牝4黒鹿55 酒井 学村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 464＋ 61：22．0クビ 322．2�
817 ウォータールグラン 牝3鹿 54 松山 弘平山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 504＋ 4 〃 アタマ 12．9�
23 レ イ モ ミ 牝4青鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太 �ニッシンホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋ 21：22．21� 265．6�

818 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 54 古川 吉洋山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 440－ 81：22．3� 343．7�
47 � キャットリング 牝4青鹿 55

54 ☆角田 大和榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 61：22．41 511．5�
35 ミツカネムーン 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 430－ 41：22．82� 181．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 59，210，600円 複勝： 65，391，900円 枠連： 13，036，000円
馬連： 68，536，500円 馬単： 29，092，100円 ワイド： 71，754，300円
3連複： 113，648，800円 3連単： 118，131，900円 計： 538，802，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 250円 � 190円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 980円 �� 320円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 23，040円

票 数

単勝票数 計 592106 的中 � 127215（2番人気）
複勝票数 計 653919 的中 � 118040（2番人気）� 59106（5番人気）� 91609（3番人気）
枠連票数 計 130360 的中 （4－7） 16272（1番人気）
馬連票数 計 685365 的中 �� 15741（10番人気）
馬単票数 計 290921 的中 �� 5153（16番人気）
ワイド票数 計 717543 的中 �� 17595（10番人気）�� 63775（2番人気）�� 17617（9番人気）
3連複票数 計1136488 的中 ��� 23788（9番人気）
3連単票数 計1181319 的中 ��� 3716（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．4―45．1―56．5―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 17（4，5）8，1，15（2，13，16）（7，12）14，11，9，18－（3，10）6 4 17（4，5）8（1，15）（2，13，16）（7，12，14）11（9，18）－（3，10）6

勝馬の
紹 介

ケ デ シ ュ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京2着

2019．3．7生 牝3黒鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 9戦2勝 賞金 18，810，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
※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 インディナート号・ブラックハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3502112月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第9競走 ��
��1，600�こ う や ま き 賞

発走14時15分 （芝・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

710 コレペティトール 牡2栗 55 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 472± 01：34．6 4．4�
811 サトノヴィレ 牡2黒鹿55 C．ルメール 里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 488± 01：34．81 5．3�
67 ダークブロンド 牝2黒鹿54 D．レーン 吉田 勝己氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 414－ 81：34．9� 4．2�

（豪）

44 ドットクルー 牡2鹿 55 丸山 元気幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 佐々木牧場 452－10 〃 アタマ 21．3�
55 オリオンネビュラ 牡2栗 55 幸 英明�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 452＋101：35．0� 37．7�
68 マイネルカーライル 牡2鹿 55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 490＋181：35．21� 11．5	
812 フェステスバント 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 406＋ 61：35．41� 6．8

22 アンテロース 牡2鹿 55 武 豊 �インゼルレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 440＋ 41：35．5	 10．3�
56 ブライトファントム 牡2黒鹿55 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 502± 01：35．71� 24．3�
33 ガルムキャット 牡2黒鹿55 R．ムーア �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 416± 01：35．91� 11．7

（英）

79 
 ミトノシャルマン 牡2鹿 55 岡部 誠竹内 三年氏 角田 輝也 浦河 上山牧場 452－ 41：36．54 273．7�
（愛知） （愛知）

11 
 マジェスティック 牡2鹿 55 加藤 聡一飯田 学氏 今津 博之 新冠 イワミ牧場 430－ 41：37．88 431．8�
（愛知） （愛知）

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，208，100円 複勝： 57，792，100円 枠連： 12，361，600円
馬連： 70，675，700円 馬単： 26，750，700円 ワイド： 61，234，600円
3連複： 97，453，200円 3連単： 117，989，700円 計： 498，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 542081 的中 � 102827（2番人気）
複勝票数 計 577921 的中 � 103383（2番人気）� 96620（3番人気）� 117725（1番人気）
枠連票数 計 123616 的中 （7－8） 17960（2番人気）
馬連票数 計 706757 的中 �� 62039（2番人気）
馬単票数 計 267507 的中 �� 12074（1番人気）
ワイド票数 計 612346 的中 �� 45259（1番人気）�� 36887（3番人気）�� 43436（2番人気）
3連複票数 計 974532 的中 ��� 51318（1番人気）
3連単票数 計1179897 的中 ��� 13194（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．2―47．2―59．3―1：10．9―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

3 8（6，12）11（2，7）10（4，3）5（1，9）
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コレペティトール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2022．10．23 阪神3着

2020．2．15生 牡2栗 母 ベガスナイト 母母 Words of War 3戦2勝 賞金 17，559，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3502212月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第10競走 ��1，200�
と よ か わ

豊 川 特 別
発走14時50分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳56�4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
1：09．1
1：08．4

重
不良

47 ファーンヒル 牡3黒鹿56 武 豊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 466－ 21：12．0 2．7�

612 ニルカンタテソーロ 牡5栗 57 原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 B448－ 51：12．74 74．7�

510 カネコメアサヒ 牡6栗 57 幸 英明髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B448＋ 6 〃 アタマ 29．1�
714 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 448＋ 2 〃 アタマ 6．5�
35 バーニングソウル 牝5芦 55 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 418－101：12．8� 88．8�
24 スカーレットジンク 牡4芦 57 古川 吉洋	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：12．9クビ 4．4

12 ル ー リ ン グ 牡4鹿 57 酒井 学�G1レーシング 中村 直也 安平 追分ファーム B522＋ 81：13．0� 172．0�
48 スウィートプロミス 牝3黒鹿54 C．ルメール �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 454－16 〃 クビ 7．8�
23 ゲンパチマイティー 牡5鹿 57 国分 恭介平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B528＋10 〃 クビ 22．0
36 コーリングローリー 牡5栗 57 斎藤 新伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 464＋ 41：13．1クビ 22．8�
816� ア ス カ ロ ン 牡4鹿 57 丸山 元気小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 494＋ 41：13．2� 53．1�
815 ペイシャリルキス 	6鹿 57 柴山 雄一北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 496－ 41：13．3クビ 171．6�
59 � サトノムスタング 牡4黒鹿57 �島 克駿里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC B474＋ 21：13．51
 26．7�
11 � ピンクダイヤ 牡3芦 56 松本 大輝木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 482＋ 61：13．71
 17．5�
611 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55 松若 風馬中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B490＋ 81：14．23 9．9�
713 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 54 横山 琉人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B466＋161：14．52 158．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，777，300円 複勝： 57，854，400円 枠連： 19，276，800円
馬連： 100，989，500円 馬単： 35，901，400円 ワイド： 80，680，500円
3連複： 151，971，700円 3連単： 167，845，100円 計： 663，296，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 960円 � 550円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 10，240円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，280円 �� 9，540円

3 連 複 ��� 39，430円 3 連 単 ��� 144，520円

票 数

単勝票数 計 487773 的中 � 142370（1番人気）
複勝票数 計 578544 的中 � 124700（1番人気）� 12599（12番人気）� 23431（7番人気）
枠連票数 計 192768 的中 （4－6） 13650（3番人気）
馬連票数 計1009895 的中 �� 9304（24番人気）
馬単票数 計 359014 的中 �� 2627（38番人気）
ワイド票数 計 806805 的中 �� 9974（23番人気）�� 16623（16番人気）�� 2124（67番人気）
3連複票数 計1519717 的中 ��� 2890（111番人気）
3連単票数 計1678451 的中 ��� 842（441番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．4―46．6―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーンヒル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2021．6．27 札幌3着

2019．4．5生 牡3黒鹿 母 ラブディラン 母母 ゴンチャローワ 11戦3勝 賞金 44，455，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クリノカサット号・サウンドサンビーム号・ヒヤ号・ブルースコード号

１レース目



3502312月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��1，800�第23回チャンピオンズカップ（ＧⅠ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�
減

名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 120，000，000円 48，000，000円 30，000，000円 18，000，000円 12，000，000円
付 加 賞 3，444，000円 984，000円 492，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：47．6
1：47．6
1：48．5

重
重
良

35 ジュンライトボルト 牡5鹿 57 石川裕紀人河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：51．9 7．9�
510 クラウンプライド 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 500－ 1 〃 クビ 14．3�
23 ハ ピ 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466± 01：52．11� 15．9�
612 テーオーケインズ 牡5栗 57 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 494－ 71：52．2クビ 1．5�
713 シ ャ マ ル 牡4鹿 57 川田 将雅金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B516－ 11：52．51	 23．2�
12 サンライズホープ 牡5鹿 57 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B540＋ 21：52．6
 51．9�
24 � スマッシングハーツ 牡6鹿 57 �島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522＋12 〃 クビ 41．4	
59 ノットゥルノ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス
 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 516－13 〃 アタマ 14．3�
47 オーヴェルニュ 牡6鹿 57 C．ルメール 杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 480＋ 4 〃 ハナ 38．7�
714 タガノビューティー 牡5鹿 57 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520± 01：52．7クビ 130．2
36 レッドガラン 牡7鹿 57 斎藤 新 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 520± 01：52．91	 189．2�
11 グロリアムンディ 牡4鹿 57 R．ムーア 吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B504＋ 81：53．0	 7．7�

（英）

815 サクラアリュール 牡7栗 57 酒井 学
さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B484± 01：53．21 355．6�
611 バーデンヴァイラー 牡4黒鹿57 D．レーン �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B510＋ 41：53．3	 31．8�

（豪）

48 サンライズノヴァ 牡8栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 532± 01：53．4	 239．6�
816 レッドソルダード 4黒鹿57 丸山 元気 
東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：54．67 267．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 732，907，800円 複勝： 744，342，100円 枠連： 335，149，300円
馬連： 1，736，547，600円 馬単： 884，952，900円 ワイド： 1，438，620，900円
3連複： 3，724，456，700円 3連単： 6，239，744，300円 計： 15，836，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 360円 � 400円 枠 連（3－5） 2，180円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 10，130円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，290円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 14，020円 3 連 単 ��� 81，360円

票 数

単勝票数 計7329078 的中 � 738845（3番人気）
複勝票数 計7443421 的中 � 794323（2番人気）� 531904（4番人気）� 459286（6番人気）
枠連票数 計3351493 的中 （3－5） 119121（8番人気）
馬連票数 計17365476 的中 �� 277224（13番人気）
馬単票数 計8849529 的中 �� 65491（24番人気）
ワイド票数 計14386209 的中 �� 279398（13番人気）�� 288236（12番人気）�� 190681（20番人気）
3連複票数 計37244567 的中 ��� 199195（46番人気）
3連単票数 計62397443 的中 ��� 55598（214番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．1―12．8―12．6―12．6―12．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．0―49．8―1：02．4―1：15．0―1：27．7―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡5鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 25戦7勝 賞金 277，723，000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。

3502412月4日 晴 良 （4中京6） 第2日 第12競走 ��2，200�
さかえ

栄 特 別
発走16時15分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

810 ストップザタイム 牡3栗 55 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋102：15．0 3．0�

67 � エスポワールミノル 牡5鹿 57 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 520－ 2 〃 クビ 3．1�
66 スタティスティクス 牝3黒鹿53 福永 祐一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 444＋ 22：15．52� 5．3�
22 カ イ ザ ー 牡3青鹿55 松山 弘平近藤 英子氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 492＋142：15．6� 7．0�
44 コスモフロイデ 牡3栗 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 472± 02：15．7� 33．9�
811 シャドウエリス 牝4鹿 55 幸 英明飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 458± 02：15．81 56．5	
79 � リーゼントジャンボ 牡4芦 57 原 優介三浦 大輔氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 536± 02：15．9クビ 306．9

11 コナブラック 牡3黒鹿55 D．レーン �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 クビ 6．3�

（豪）

33 シュプリンガー 牡3青 55 	島 克駿ライオンレースホース� 松下 武士 千歳 社台ファーム 492－ 82：16．32� 64．5
55 ホウオウフウジン 牡3芦 55 石川裕紀人小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：16．5� 27．0�
78 シエラネバダ 
7芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋142：16．6� 141．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 112，525，700円 複勝： 89，982，900円 枠連： 26，585，900円
馬連： 145，931，300円 馬単： 69，331，100円 ワイド： 133，029，600円
3連複： 228，016，000円 3連単： 355，473，700円 計： 1，160，876，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 200円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計1125257 的中 � 298848（1番人気）
複勝票数 計 899829 的中 � 183527（2番人気）� 221312（1番人気）� 141884（3番人気）
枠連票数 計 265859 的中 （6－8） 71423（1番人気）
馬連票数 計1459313 的中 �� 243778（1番人気）
馬単票数 計 693311 的中 �� 59387（1番人気）
ワイド票数 計1330296 的中 �� 179983（1番人気）�� 101369（3番人気）�� 129515（2番人気）
3連複票数 計2280160 的中 ��� 247047（1番人気）
3連単票数 計3554737 的中 ��� 103434（1番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．2―13．5―13．3―12．4―12．1―12．2―11．7―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．6―36．8―50．3―1：03．6―1：16．0―1：28．1―1：40．3―1：52．0―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7
1
3
・（3，7）－（2，10）4，5（1，6）11，9，8・（3，7）（2，10）（4，8）（5，6）1，11－9

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

勝馬の
紹 介

ストップザタイム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2022．2．27 小倉2着

2019．2．13生 牡3栗 母 グレイトタイミング 母母 Rumors Are Flying 5戦2勝 賞金 22，744，000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。

４レース目



（4中京6）第2日 12月4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 166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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

403，160，000円
4，320，000円
30，950，000円
6，350，000円
53，090，000円
9，000，000円
74，543，000円
5，157，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，307，068，600円
1，435，772，800円
473，041，900円
2，469，255，600円
1，209，943，100円
2，133，486，100円
4，887，127，900円
7，683，793，700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 21，599，489，700円

総入場人員 14，130名 （有料入場人員 13，565名）
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