
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

01001 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

813 マコトヴィクラント 牡3栗 56 坂井 瑠星�ディアマント �島 一歩 新ひだか 木村 秀則 472＋ 61：56．4 4．1�
711 アズマサクラエモン 牡3鹿 56 吉田 隼人東 哲次氏 加用 正 日高 木村牧場 526－ 61：57．25 37．2�
710 ネ ー ブ ル 牝3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 444± 0 〃 ハナ 31．9�
11 ダンツビガー 牡3黒鹿56 横山 典弘山元 哲二氏 四位 洋文 日高 スマイルファーム 500＋ 81：57．3� 7．6�
45 サダムターゲット 牡3鹿 56

54 △角田 大河大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 松浦牧場 480＋ 21：57．93� 58．7�
812 カースソーサラー 牡3鹿 56 松山 弘平飯田 貴大氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 504＋ 61：58．0� 1．6	
33 テイエムタイフーン 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 浦河 桑田牧場 538－ 8 〃 ハナ 14．7

57 ノイアーターク �3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B454± 01：58．21� 11．3�
69 トーホウジェンマ 牝3黒鹿54 川島 信二東豊物産� 新谷 功一 日高 竹島 幸治 440± 01：59．47 246．1
56 グレイスオブゴッド 牝3芦 54 国分 優作キャピタルクラブ 服部 利之 新ひだか 岡田 猛 482－ 21：59．93 111．3�
68 テリオスカイ 牡3芦 56 古川 吉洋鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 496－102：00．64 248．0�
44 マイプレイス 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�ターフ・スポート高橋 康之 浦河 市川牧場 448＋ 22：02．210 78．4�
22 コパノミステリー 牡3鹿 56 城戸 義政小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 468＋102：03．05 261．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，158，700円 複勝： 54，144，100円 枠連： 13，494，900円
馬連： 52，614，500円 馬単： 30，319，300円 ワイド： 58，338，900円
3連複： 100，862，000円 3連単： 131，026，200円 計： 476，958，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 720円 � 550円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 950円 �� 710円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 43，450円

票 数

単勝票数 計 361587 的中 � 69094（2番人気）
複勝票数 計 541441 的中 � 96771（2番人気）� 16746（7番人気）� 22828（6番人気）
枠連票数 計 134949 的中 （7－8） 19566（3番人気）
馬連票数 計 526145 的中 �� 10555（12番人気）
馬単票数 計 303193 的中 �� 3802（20番人気）
ワイド票数 計 583389 的中 �� 15887（12番人気）�� 21881（8番人気）�� 5663（24番人気）
3連複票数 計1008620 的中 ��� 8394（27番人気）
3連単票数 計1310262 的中 ��� 2186（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．2―50．5―1：03．3―1：16．4―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
13，7，12，2（4，9）－（6，11）（5，8）－10，3－1・（13，12）7（9，3）（4，11，10）6（5，8）－2，1

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

勝馬の
紹 介

マコトヴィクラント �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 デュランダル デビュー 2022．10．15 阪神5着

2020．2．7生 牡3栗 母 マコトカンパネッロ 母母 マコトコーラン 5戦1勝 賞金 9，580，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイプレイス号・コパノミステリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5日

まで平地競走に出走できない。

01002 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

47 エ リ ス グ リ 牡3芦 56 横山 典弘中西 功氏 牧田 和弥 平取 高橋 啓 492－ 41：13．7 34．0�
34 ナ リ サ 牝3鹿 54 D．イーガン 吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：14．76 6．8�

（英）

59 ジューンアース 牝3黒鹿 54
51 ▲今村 聖奈吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 522－101：14．8� 9．7�

58 ヘヴンズタイム 牡3芦 56 和田 竜二�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472± 0 〃 アタマ 5．0�

46 ブ ラ ー ヴ 牡3鹿 56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482± 01：15．0� 3．3�
814 キージョーカー 牡3青鹿56 川又 賢治北前孔一郎氏 杉山 佳明 新冠 中本牧場 478－ 21：15．32 59．9	
35 ゴルトリッチ 牡3栗 56 坂井 瑠星前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 488－ 21：15．4クビ 5．6

611 クリノヒーロー 牡3栗 56

54 △角田 大河栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 476＋ 21：15．61� 12．5�
610 ヴァンサンブル 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ増田江利子氏 中村 直也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 4 〃 クビ 16．5�

713 ノ リ ノ リ 牡3鹿 56
53 ▲川端 海翼岡 浩二氏 石橋 守 青森 マルシチ牧場 486＋ 2 〃 アタマ 45．2

11 クルーエルワーク 牝3黒鹿54 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 ノースガーデン 480－ 21：15．7クビ 90．2�
23 マテンロウナスカ 牝3鹿 54 小崎 綾也寺田千代乃氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 432－ 21：15．8� 197．7�
712 コパノモンテカルロ 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 水丸牧場 468－121：15．9� 331．6�
22 ミッキースピナッチ 牡3栗 56 �島 克駿野田みづき氏 音無 秀孝 日高 白井牧場 496＋ 41：16．53� 11．2�
815 テイケイヴィエント 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 416－ 41：16．6クビ 82．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，776，600円 複勝： 55，073，700円 枠連： 15，207，100円
馬連： 61，780，400円 馬単： 25，602，000円 ワイド： 71，048，300円
3連複： 107，461，900円 3連単： 100，884，200円 計： 472，834，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，400円 複 勝 � 710円 � 210円 � 300円 枠 連（3－4） 500円

馬 連 �� 13，610円 馬 単 �� 27，990円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 4，440円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 30，660円 3 連 単 ��� 355，050円

票 数

単勝票数 計 357766 的中 � 8409（9番人気）
複勝票数 計 550737 的中 � 17178（9番人気）� 79460（2番人気）� 48004（5番人気）
枠連票数 計 152071 的中 （3－4） 23466（1番人気）
馬連票数 計 617804 的中 �� 3516（38番人気）
馬単票数 計 256020 的中 �� 686（78番人気）
ワイド票数 計 710483 的中 �� 4797（39番人気）�� 4052（40番人気）�� 17213（14番人気）
3連複票数 計1074619 的中 ��� 2628（96番人気）
3連単票数 計1008842 的中 ��� 206（798番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．8―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―35．2―47．7―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ リ ス グ リ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2022．12．24 阪神10着

2020．3．5生 牡3芦 母 ファンクザゴールド 母母 ダンゼロゴールド 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ミッキースピナッチ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※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１日



01003 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

79 マテンロウガイ 牡3鹿 56
55 ☆角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 平取 稲原牧場 518＋ 42：02．8 12．0�

33 � ラップスター 牡3黒鹿56 岩田 康誠藤田 晋氏 森 秀行 米 Hartmut H. Mallu-
che & Silesia Farm 500＋ 42：02．9� 4．2�

22 フミヤングフェイス 牡3鹿 56
54 △角田 大河 STレーシング 新谷 功一 日高 ナカノファーム B508± 02：03．0クビ 63．7�

55 イエスウィズキャン 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 三石橋本牧場 556－ 22：03．42� 9．0�

56 スマイルスルー 牡3鹿 56 D．イーガン 吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502－ 42：03．5� 1．9�
（英）

44 ナイトアクアリウム 牡3芦 56 加藤 祥太 �グリーンファーム杉山 佳明 千歳 社台ファーム 492－ 62：03．6� 40．6	
11 ホ ー ム ラ ン 牡3鹿 56 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 506－ 22：04．24 10．4

68 レッドマグナス 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 484＋ 22：04．4� 7．0�
67 アルフェニン 牝3芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 B464－ 2 〃 アタマ 203．8�
811 カ ン ノ ー リ 牝3鹿 54 富田 暁加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 440± 02：04．61	 70．0
812 ロードパレス 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 464± 02：04．7� 153．2�
710 タニセンイメル 牡3栗 56 西村 淳也染谷 幸雄氏 加藤士津八 新ひだか 前田ファーム 468－ 62：10．3大差 234．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，003，200円 複勝： 52，460，400円 枠連： 10，022，100円
馬連： 56，190，000円 馬単： 32，577，000円 ワイド： 58，044，100円
3連複： 90，813，900円 3連単： 134，182，100円 計： 480，292，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 420円 � 190円 � 1，050円 枠 連（3－7） 2，630円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 960円 �� 4，670円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 26，350円 3 連 単 ��� 128，500円

票 数

単勝票数 計 460032 的中 � 30659（6番人気）
複勝票数 計 524604 的中 � 30549（6番人気）� 90896（2番人気）� 10682（9番人気）
枠連票数 計 100221 的中 （3－7） 2950（10番人気）
馬連票数 計 561900 的中 �� 16327（10番人気）
馬単票数 計 325770 的中 �� 4321（22番人気）
ワイド票数 計 580441 的中 �� 16157（12番人気）�� 3114（35番人気）�� 6750（20番人気）
3連複票数 計 908139 的中 ��� 2584（60番人気）
3連単票数 計1341821 的中 ��� 757（279番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．6―30．3―44．0―57．3―1：10．4―1：23．8―1：37．2―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．0
1
3
・（3，11）8（5，6）12，9，10－4（7，2）－1・（3，11，8）（5，6，9）（4，12）2，7，1－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウガイ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Empire Maker デビュー 2022．11．6 阪神9着

2020．3．1生 牡3鹿 母 エアベルヘザー 母母 Macarena Macarena 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ロードパレス号の騎手川須栄彦は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。

ホームラン号の騎手和田翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）
スマイルスルー号の騎手D．イーガンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニセンイメル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月5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。

01004 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第4競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

67 レイクリエイター 牡5芦 58 福永 祐一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 484＋181：55．0 22．6�
56 キングロコマイカイ 牡4黒鹿57 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488± 01：55．2� 3．9�
33 シュガーコルト �4鹿 57

54 ▲今村 聖奈飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 81：55．41 37．4�
811 グローバルブラッド 牡4青鹿 57

56 ☆角田 大和中村 祐子氏 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 8 〃 クビ 11．3�
812 メジャークオリティ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 ハナ 9．0�
44 デルマグレムリン 牡4栗 57

55 △角田 大河浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448± 01：55．61� 6．6	
68 タガノバルコス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488± 01：56．02� 40．5

22 レッドバロッサ �4鹿 57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 01：56．1クビ 7．1�
710 ビナホイアン 牡4鹿 57

56 ☆松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 462＋181：56．2� 13．7
79 ヒ ロ シ ク ン �4芦 57 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550＋20 〃 クビ 32．9�
11 ワンダーウィルク 牡4芦 57 松山 弘平山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 504＋ 21：56．4� 3．2�
55 クリノアンビシャス �5青鹿58 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488＋ 81：57．04 305．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，171，700円 複勝： 64，724，700円 枠連： 12，775，000円
馬連： 64，898，700円 馬単： 27，860，000円 ワイド： 69，775，400円
3連複： 108，262，600円 3連単： 112，230，000円 計： 504，698，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 500円 � 200円 � 670円 枠 連（5－6） 3，110円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 4，760円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 31，920円 3 連 単 ��� 225，390円

票 数

単勝票数 計 441717 的中 � 15599（8番人気）
複勝票数 計 647247 的中 � 30606（8番人気）� 104776（2番人気）� 22118（9番人気）
枠連票数 計 127750 的中 （5－6） 3179（15番人気）
馬連票数 計 648987 的中 �� 10536（20番人気）
馬単票数 計 278600 的中 �� 1724（48番人気）
ワイド票数 計 697754 的中 �� 15446（14番人気）�� 3688（48番人気）�� 8910（29番人気）
3連複票数 計1082626 的中 ��� 2543（93番人気）
3連単票数 計1122300 的中 ��� 361（602番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．0―51．2―1：03．6―1：16．5―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レイクリエイター �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．10 中京1着

2018．2．15生 牡5芦 母 レインボーローズ 母母 チ ー タ ー 15戦2勝 賞金 28，160，000円



01005 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第5競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

56 ヒメナデシコ 牝3芦 54 岩田 望来林 正道氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 434 ―2：03．5 15．1�
22 アイヲヨブテーラー 牝3青鹿54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 478 ―2：03．61 11．6�
55 ト レ チ ー メ 牡3鹿 56 D．イーガン 金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 平取 坂東牧場 504 ―2：03．7� 1．8�
（英）

811 タガノクルシータ 牝3栗 54 川島 信二八木 良司氏 新谷 功一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418 ―2：04．01� 48．2�

68 ゴールデンスナップ 牝3芦 54 吉田 隼人エースレーシング 田中 克典 浦河 三嶋牧場 448 ―2：04．1� 39．2�
67 クイーンノジョウ 牝3鹿 54 藤岡 康太 TNレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 440 ―2：04．2� 4．8	
33 クラシカルスカラー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 444 ―2：04．41� 34．4

812 オ シ ゲ 牝3鹿 54 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 476 ―2：04．5� 13．5�
79 チュウワヒーロー 牡3栗 56 加藤 祥太中西 忍氏 庄野 靖志 日高 若林 順一 446 ―2：04．82 42．8�
11 サウンドジャッカル 牡3芦 56 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 488 ―2：05．22� 7．5
710 シュトラーセ 牝3栗 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―2：06．05 39．2�
44 ノーザンクロス 牡3鹿 56 和田 竜二山内 晃氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 498 ―2：06．53 78．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，567，400円 複勝： 49，115，900円 枠連： 10，315，500円
馬連： 56，542，300円 馬単： 31，100，400円 ワイド： 60，138，600円
3連複： 85，740，900円 3連単： 120，421，700円 計： 464，942，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 310円 � 250円 � 130円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 510円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 35，430円

票 数

単勝票数 計 515674 的中 � 27292（6番人気）
複勝票数 計 491159 的中 � 31066（6番人気）� 43615（4番人気）� 137693（1番人気）
枠連票数 計 103155 的中 （2－5） 8669（4番人気）
馬連票数 計 565423 的中 �� 7737（19番人気）
馬単票数 計 311004 的中 �� 1625（44番人気）
ワイド票数 計 601386 的中 �� 9714（21番人気）�� 31027（5番人気）�� 33214（4番人気）
3連複票数 計 857409 的中 ��� 21980（7番人気）
3連単票数 計1204217 的中 ��� 2464（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―37．1―50．0―1：02．8―1：15．7―1：28．4―1：40．5―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒメナデシコ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 アドマイヤジャパン 初出走

2020．4．3生 牝3芦 母 ナデシコニッポン 母母 ロイヤルペルラ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 トレチーメ号の騎手D．イーガンは，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：1番）

トレチーメ号の騎手D．イーガンは，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：3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。

01006 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

33 フリームファクシ 牡3青鹿56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：00．2 1．4�

89 ダノントルネード 牡3黒鹿56 D．イーガン �ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 520＋102：00．41� 5．2�
（英）

66 シェイクユアハート 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 千津氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 432± 02：00．82� 22．8�
44 ノーブルライジング 牡3黒鹿56 国分 恭介吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 490＋12 〃 ハナ 38．8�
22 スマラグドス 牡3栗 56 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 474＋ 42：01．22� 11．3�
88 マイネルカーライル 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �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± 02：01．41� 79．5	
55 ト ン ジ ン チ 牝3青鹿54 福永 祐一幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム 460－ 42：01．5	 5．4

77 マルカシャルマン 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438± 02：01．6� 84．5�
11 コンクシェル 牝3黒鹿54 岩田 望来前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 62：02．02� 45．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 76，666，900円 複勝： 175，143，800円 枠連： 9，622，700円
馬連： 67，506，000円 馬単： 48，219，800円 ワイド： 68，950，700円
3連複： 114，865，400円 3連単： 247，878，900円 計： 808，854，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 766669 的中 � 412636（1番人気）
複勝票数 計1751438 的中 � 1279358（1番人気）� 137479（2番人気）� 59433（5番人気）
枠連票数 計 96227 的中 （3－8） 30851（1番人気）
馬連票数 計 675060 的中 �� 178286（1番人気）
馬単票数 計 482198 的中 �� 93008（1番人気）
ワイド票数 計 689507 的中 �� 138807（1番人気）�� 39786（5番人気）�� 19889（9番人気）
3連複票数 計1148654 的中 ��� 50227（5番人気）
3連単票数 計2478789 的中 ��� 56705（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．3―12．2―12．2―12．1―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：00．5―1：12．7―1：24．8―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリームファクシ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．10．9 東京2着

2020．4．7生 牡3青鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 3戦2勝 賞金 15，800，000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。



01007 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第7競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

47 タイセイグラシア 牝5黒鹿 56
52 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－ 41：12．4 89．9�

714� タイセイブレイズ 牡5鹿 58 岩田 望来田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 478± 0 〃 ハナ 4．8�
815 サウンドサンビーム 牡6黒鹿58 坂井 瑠星増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 496＋ 41：12．61 18．2�
12 オ カ リ ナ 牡6栗 58

55 ▲川端 海翼八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 536－ 61：12．7� 25．5�

24 イルデレーヴ 牡5鹿 58 団野 大成 �シルクレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：12．8クビ 36．2�
35 ア タ カ ン テ 牝4鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B480－ 21：13．01� 28．3	
713	 ケルンコンサート 牡4芦 58 D．イーガン 風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 472＋ 21：13．31� 10．2

（英）

48 カネコメシスター 牝4栗 56 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 488＋ 8 〃 ハナ 17．6�
36 ウ ー ゴ 牡6鹿 58 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508＋ 21：13．4� 24．9
611 コ ウ バ コ 牝5栗 56

55 ☆亀田 温心増田江利子氏 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 492＋ 61：13．5� 117．3�
612 メイショウヒヅクリ 牝4黒鹿 56

55 ☆角田 大和松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 468± 0 〃 ハナ 7．6�
510 ペプチドサンライズ 牡5鹿 58 富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 452＋ 41：13．6� 13．9�
11 ク レ ア 牝4鹿 56 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 518＋ 81：13．8� 2．6�
23 グ ラ ウ ク ス 
7栗 58 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋ 8 〃 アタマ 164．9�
59 ポ メ ラ ー ト 牝4黒鹿 56

52 ★永島まなみ合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 486＋10 〃 クビ 13．4�
816 コ ウ イ チ 牡6芦 58 吉田 隼人桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 506＋101：14．33 54．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，238，800円 複勝： 64，241，600円 枠連： 19，080，000円
馬連： 80，945，700円 馬単： 30，703，600円 ワイド： 88，596，200円
3連複： 139，146，500円 3連単： 122，086，500円 計： 591，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，990円 複 勝 � 1，780円 � 190円 � 420円 枠 連（4－7） 2，930円

馬 連 �� 19，560円 馬 単 �� 51，980円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 12，540円 �� 860円

3 連 複 ��� 48，040円 3 連 単 ��� 478，440円

票 数

単勝票数 計 462388 的中 � 4114（14番人気）
複勝票数 計 642416 的中 � 7568（14番人気）� 114280（1番人気）� 37668（7番人気）
枠連票数 計 190800 的中 （4－7） 5031（13番人気）
馬連票数 計 809457 的中 �� 3207（62番人気）
馬単票数 計 307036 的中 �� 443（137番人気）
ワイド票数 計 885962 的中 �� 4364（64番人気）�� 1765（86番人気）�� 28087（4番人気）
3連複票数 計1391465 的中 ��� 2172（152番人気）
3連単票数 計1220865 的中 ��� 185（1305番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．7―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイグラシア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．20 小倉9着

2018．4．29生 牝5黒鹿 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 19戦3勝 賞金 30，500，000円
〔制裁〕 ケルンコンサート号の騎手D．イーガンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ドンフクリン号・メイショウツワブキ号
※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。

01008 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第8競走 ��1，900�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

612� バハルダール 牡4黒鹿57 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-
poration 502＋162：00．0 3．1�

714 レッドファーロ 牡4鹿 57 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± 02：00．21� 3．5�
35 プリモスペランツァ 牡4栗 57

55 △角田 大河伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 490＋ 22：00．3クビ 4．2�
713 ダッシュダクラウン �5青鹿58 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B466－ 42：00．83 17．9�
24 ワセダハーツ 牡5栗 58 浜中 俊大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 442＋ 4 〃 ハナ 11．8�
59 キングダムウイナー 牡6鹿 58 D．イーガンライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 アタマ 30．7	

（英）

611 タイスケフェイス 牡5鹿 58
57 ☆小沢 大仁 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 472＋ 22：01．0	 46．7


510� キミコソシャチョウ 牡4芦 57 松山 弘平 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-
ners8，LLC 514＋ 22：01．32 26．9�

815 エクセレントラン �6鹿 58 秋山真一郎田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 482＋ 62：01．93� 69．9�
36 サイモンメガライズ 牡5鹿 58 幸 英明澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B516＋162：02．32� 34．0
48 クラーベドラド 牡4青鹿57 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B498＋142：02．93� 45．5�
23 ダノンマヴロス 牡5鹿 58 北村 友一�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム B476－ 82：03．22 237．8�
12 ラ ル フ 牡5栗 58 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 506＋242：03．3	 43．5�
47 イツカハシャチョウ 牡5鹿 58 岩田 康誠 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500± 02：03．72� 44．5�
816 サンライズグリット 牡5栗 58 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 42：03．8� 53．2�
11 ヘ キ ク ウ 牡4芦 57 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム B532± 02：07．5大差 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，329，700円 複勝： 69，052，500円 枠連： 18，102，000円
馬連： 80，261，500円 馬単： 30，108，200円 ワイド： 85，572，300円
3連複： 135，571，000円 3連単： 122，978，800円 計： 588，976，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 473297 的中 � 121292（1番人気）
複勝票数 計 690525 的中 � 144505（1番人気）� 117792（3番人気）� 120730（2番人気）
枠連票数 計 181020 的中 （6－7） 27351（1番人気）
馬連票数 計 802615 的中 �� 94650（1番人気）
馬単票数 計 301082 的中 �� 18072（1番人気）
ワイド票数 計 855723 的中 �� 75885（1番人気）�� 63524（3番人気）�� 64481（2番人気）
3連複票数 計1355710 的中 ��� 91851（1番人気）
3連単票数 計1229788 的中 ��� 21735（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―29．6―42．4―55．1―1：07．9―1：21．0―1：34．3―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

�バハルダール �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2021．10．30 阪神2着

2019．4．28生 牡4黒鹿 母 Llanarmon 母母 Gold Strike 10戦3勝 賞金 36，765，000円
〔制裁〕 ワセダハーツ号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘキクウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月5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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ピオノノ号・ブロフェルド号・メイショウヨシテル号
（非抽選馬） 1頭 セブンスレター号
※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。



01009 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第9競走 ��
��1，400�

かどまつ

門松ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 ヴァルキュリア 牝6鹿 56 D．イーガン �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480± 01：24．5 4．8�
（英）

612 テイエムランウェイ 牡4栗 57 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B486＋101：24．92 5．4�
714 メイショウヒューマ 牡5鹿 58 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 492± 0 〃 クビ 8．1�
35 ワイドソロモン 牡6栗 58 福永 祐一幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 494＋ 81：25．21� 78．9�
815 ボルサリーノ 牡6鹿 58 亀田 温心草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B476＋ 21：25．3	 29．3�
47 グットディール 牡4鹿 57 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：25．4クビ 2．7	
59 クインズレモン 牝5栗 56 幸 英明 
ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 512－ 6 〃 同着 117．2�
510
 ヘイセイメジャー 牡6黒鹿58 和田 竜二菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 498± 0 〃 ハナ 146．8�
713 スズカマクフィ 牝5鹿 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436－ 21：25．5� 88．0
23 テーオーステルス 牡4鹿 57 松山 弘平小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 530＋ 6 〃 クビ 9．1�
24 タガノクリステル 牝4黒鹿55 �島 克駿八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484± 01：25．6	 12．3�
11 ド ン カ ポ ノ 牡5鹿 58 吉田 隼人山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 538＋ 4 〃 アタマ 120．1�
48 タイキフォース 牡5栗 58 浜中 俊�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498＋ 21：25．91	 11．5�
611 モズピンポン 牡6栗 58 坂井 瑠星 
キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 526＋121：26．22 76．8�
36 ダイシンイナリ 牡6鹿 58 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534－ 21：26．3クビ 319．1�
816 サトノガイア 牝6鹿 56 太宰 啓介里見 治氏 高橋 亮 新ひだか ウエスタンファーム B476－ 6 〃 クビ 358．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，719，800円 複勝： 81，620，500円 枠連： 20，561，400円
馬連： 113，567，700円 馬単： 42，879，700円 ワイド： 106，450，700円
3連複： 179，933，600円 3連単： 201，280，100円 計： 808，013，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 190円 � 270円 枠 連（1－6） 1，400円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 590円 �� 940円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 617198 的中 � 101080（2番人気）
複勝票数 計 816205 的中 � 129115（2番人気）� 114751（3番人気）� 68382（5番人気）
枠連票数 計 205614 的中 （1－6） 11377（7番人気）
馬連票数 計1135677 的中 �� 60704（4番人気）
馬単票数 計 428797 的中 �� 11693（10番人気）
ワイド票数 計1064507 的中 �� 47693（5番人気）�� 28524（11番人気）�� 29234（10番人気）
3連複票数 計1799336 的中 ��� 33898（12番人気）
3連単票数 計2012801 的中 ��� 7021（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―35．0―47．5―1：00．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルキュリア �
�
父 Tapit �

�
母父 War Front デビュー 2020．2．15 京都1着

2017．4．1生 牝6鹿 母 ピースアンドウォー 母母 More Oats Please 11戦4勝 賞金 65，841，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アシタバ号・ワイドカント号
※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。

01010 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第10競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，R4．1．5以降R4．12．28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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � 基準タイム

中央レコード
3：03．9
3：01．0

良
良

815 ミクソロジー 牡4栗 53 西村 淳也江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 436＋ 23：03．4レコード 3．0�
23 タイセイモナーク 牡7鹿 53 吉田 隼人田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B504－ 23：03．72 29．5�
11 シ ロ ニ イ 牡9白 53 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B512－ 43：03．8� 33．0�
612 レクセランス 牡6鹿 56 D．イーガン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：03．9クビ 5．4�

（英）

47 ナムラカミカゼ 牡6鹿 52 酒井 学奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 496＋ 23：04．0� 7．1	
59 � ア ス テ ィ 	7栗 52 浜中 俊山口謙太郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 430＋ 63：04．1クビ 10．4

611 タイセイシリウス 	6鹿 50 角田 大河田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 496＋103：04．2
 75．0�
36 エドノフェリーチェ 牝6芦 52 藤岡 康太遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 464± 03：04．73 5．4�
12 サトノラディウス 	7鹿 52 川島 信二里見 治氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 468－ 23：04．8
 50．4
713 メイショウテンゲン 牡7芦 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472－ 23：04．9� 18．4�
816 マンオブスピリット 	6鹿 55 菱田 裕二ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488－ 23：05．0� 41．9�
48 ウインヴァカンス 牝5栗 49 今村 聖奈�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B460＋ 83：05．2� 59．7�
510 フォルテデイマルミ 牡5黒鹿52 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム B500＋ 63：05．62
 41．7�
24 アドマイヤアルバ 	8鹿 53 北村 友一近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム B464－ 6 〃 クビ 150．2�
714 エンデュミオン 牡6黒鹿55 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 466＋ 23：05．81� 19．0�
35 レッドソルダード 	5黒鹿56 団野 大成 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 500－ 23：10．0大差 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，316，500円 複勝： 74，323，100円 枠連： 26，722，000円
馬連： 133，326，200円 馬単： 44，731，200円 ワイド： 110，035，400円
3連複： 232，452，800円 3連単： 224，867，100円 計： 900，774，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 710円 � 810円 枠 連（2－8） 3，650円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 7，410円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 3，210円 �� 5，940円

3 連 複 ��� 45，340円 3 連 単 ��� 184，630円

票 数

単勝票数 計 543165 的中 � 141117（1番人気）
複勝票数 計 743231 的中 � 150552（1番人気）� 22948（8番人気）� 19874（11番人気）
枠連票数 計 267220 的中 （2－8） 5668（17番人気）
馬連票数 計1333262 的中 �� 21332（16番人気）
馬単票数 計 447312 的中 �� 4526（24番人気）
ワイド票数 計1100354 的中 �� 16024（15番人気）�� 8803（39番人気）�� 4717（61番人気）
3連複票数 計2324528 的中 ��� 3845（130番人気）
3連単票数 計2248671 的中 ��� 883（523番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．3―12．0―12．5―13．0―12．4―13．3―12．6―12．3―11．8―11．8―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．1―35．4―47．4―59．9―1：12．9―1：25．3―1：38．6―1：51．2―2：03．5―2：15．3―2：27．1

2，600� 2，800�
―2：38．8―2：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．1―3F36．3
1
�
3，14，1（5，8）－15（7，11）（9，13）－12－16，2，10（4，6）
3，14，1，8－（15，11）5（9，7）13，12（2，16）－（10，6）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミクソロジー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．10．16 阪神5着

2019．5．4生 牡4栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ 9戦4勝 賞金 57，208，000円
〔その他〕 レッドソルダード号は，1着馬がレコードタイムであったため，「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。

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第61回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，R4．1．5以降R4．12．28まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

47 イルーシヴパンサー 牡5黒鹿58 岩田 望来草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 488＋141：32．7 7．4�
35 エアロロノア 牡6鹿 58 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 502＋ 21：32．8� 5．9�
12 プレサージュリフト 牝4黒鹿54 D．イーガン �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋161：32．9� 5．2�

（英）

23 ピースワンパラディ 牡7鹿 57．5 松山 弘平長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 476± 01：33．0� 5．9�
714 カイザーミノル 牡7鹿 57 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B462± 0 〃 アタマ 105．2	
713 オニャンコポン 牡4鹿 56 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 10．4

36 タイムトゥヘヴン 牡5鹿 58 北村 友一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 484－ 4 〃 アタマ 23．3�
612 シ ュ リ 牡7黒鹿58 	島 克駿前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 61：33．21 36．7�
816 ミッキーブリランテ 牡7鹿 57．5 藤岡 佑介野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 61：33．41
 102．9
611 エントシャイデン 牡8芦 57．5 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 6 〃 ハナ 79．6�
815 シャーレイポピー 牝5鹿 53 富田 暁 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：33．61
 117．8�
48 ヴィクティファルス 牡5鹿 57 団野 大成�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：33．91� 51．2�
510 マテンロウオリオン 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 486＋ 21：34．11
 4．4�
59 ダイワキャグニー �9黒鹿58 岩田 康誠大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B504＋ 61：34．41� 55．1�
24 ア ル サ ト ワ 牡6鹿 57．5 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 01：34．5� 14．1�
11 ベ レ ヌ ス 牡6鹿 58 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 530＋101：34．71� 20．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 318，285，300円 複勝： 352，554，600円 枠連： 160，232，200円 馬連： 871，016，700円 馬単： 270，558，600円
ワイド： 775，128，100円 3連複： 1，843，535，800円 3連単： 1，868，782，100円 5重勝： 527，309，300円 計： 6，987，402，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 220円 � 210円 枠 連（3－4） 1，660円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 880円 �� 920円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 24，480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����� 179，610円

票 数

単勝票数 計3182853 的中 � 341933（5番人気）
複勝票数 計3525546 的中 � 307923（5番人気）� 437663（4番人気）� 460674（3番人気）
枠連票数 計1602322 的中 （3－4） 74372（10番人気）
馬連票数 計8710167 的中 �� 295191（10番人気）
馬単票数 計2705586 的中 �� 46354（19番人気）
ワイド票数 計7751281 的中 �� 239986（8番人気）�� 225959（10番人気）�� 273617（6番人気）
3連複票数 計18435358 的中 ��� 333957（10番人気）
3連単票数 計18687821 的中 ��� 55340（59番人気）
5重勝票数 計5273093 的中 ����� 2055

ハロンタイム 12．4―11．2―11．1―11．3―11．6―11．4―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．7―46．0―57．6―1：09．0―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イルーシヴパンサー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．15 新潟1着

2018．2．15生 牡5黒鹿 母 イルーシヴキャット 母母 レッドキャット 12戦6勝 賞金 149，698，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テンハッピーローズ号・ワールドバローズ号
（非抽選馬） 1頭 ウイングレイテスト号
※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。

01012 1月5日 晴 良 （5中京1） 第1日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

44 カワキタレブリー 牡4黒鹿57 松山 弘平川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 446＋121：34．1 2．9�
56 タ イ ゲ ン 牡4栗 57 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋101：34．41� 18．5�
79 マイプレシャス 牡5鹿 58

57 ☆泉谷 楓真�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502－ 8 〃 クビ 24．9�
68 ショウナンアデイブ 牡4青鹿57 D．イーガン 国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B506＋ 21：34．5アタマ 5．8�

（英）

11 � サトノペルセウス �5黒鹿58 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 494＋ 21：34．6	 5．8�
811 ショーヒデキラ 牡7鹿 58 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 484－ 8 〃 クビ 56．2	
55 エアミアーニ 牡5鹿 58 岩田 康誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B444± 01：34．7アタマ 11．7

812 メイショウカクウン 牡8青鹿 58

56 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 468＋14 〃 クビ 202．6�
67 サトノヘリオス 牡4鹿 57 川田 将雅里見 治氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 470－ 41：34．8	 4．5�
33 ヒルノショパン 牡4栗 57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 444－ 4 〃 アタマ 7．8
710 テーオーアマゾン 牡7青鹿 58

55 ▲川端 海翼小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：35．22	 73．5�
22 � クリノキララ 牝5鹿 56

53 ▲大久保友雅栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 B460－ 21：35．41 175．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 107，595，200円 複勝： 121，263，000円 枠連： 36，473，900円
馬連： 185，775，100円 馬単： 79，668，800円 ワイド： 182，363，900円
3連複： 307，048，800円 3連単： 440，823，200円 計： 1，461，011，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 410円 � 470円 枠 連（4－5） 1，190円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，090円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 40，960円

票 数

単勝票数 計1075952 的中 � 290284（1番人気）
複勝票数 計1212630 的中 � 259122（1番人気）� 66372（7番人気）� 55456（8番人気）
枠連票数 計 364739 的中 （4－5） 23610（7番人気）
馬連票数 計1857751 的中 �� 64181（10番人気）
馬単票数 計 796688 的中 �� 18042（13番人気）
ワイド票数 計1823639 的中 �� 60647（11番人気）�� 43148（16番人気）�� 12827（32番人気）
3連複票数 計3070488 的中 ��� 21325（39番人気）
3連単票数 計4408232 的中 ��� 7801（147番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4

3 10（2，7）4（3，1）（6，12）（5，9）8，11
2
4

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

カワキタレブリー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．3 函館1着

2019．4．4生 牡4黒鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 13戦3勝 賞金 88，977，000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。

５レース目



（5中京1）第1日 1月5日（木曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

301，030，000円
8，210，000円
39，060，000円
1，880，000円
39，290，000円
77，335，000円
4，809，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
925，829，800円
1，213，717，900円
352，608，800円
1，824，424，800円
694，328，600円
1，734，442，600円
3，445，695，200円
3，827，440，900円
527，309，300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 14，545，797，900円

総入場人員 11，463名 （有料入場人員 11，105名）
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