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01121 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

牝；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

713 メイショウコボケ 牝3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 494＋161：55．5 3．4�
22 オ シ ゲ 牝3鹿 54 M．デムーロ大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 476＋ 21：55．61 15．0�
23 パ ス カ リ 牝3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 458± 01：55．81 9．7�
58 チ ア ー ズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：55．9� 7．5�
46 スライスヘリテージ 牝3鹿 54 酒井 学ニットー商事� 金成 貴史 新ひだか 元道牧場 484－ 41：56．64 223．1�
35 ブレードランナー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 452－ 21：57．13 20．4	
712 ハッピーバンド 牝3鹿 54 吉田 隼人馬場 幸夫氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 490－ 21：57．63 2．4

610 エムズシップ 牝3黒鹿54 �島 克駿本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 482－ 41：57．81� 23．9�
611 メイショウアダーラ 牝3栗 54

52 △角田 大河松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 赤田牧場 470－ 61：57．9クビ 202．8�
814 ビナカントー 牝3鹿 54 国分 優作井之口二三雄氏 服部 利之 新冠 大林ファーム 472－ 41：58．11� 149．0
34 エクレアジョーイ 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁李 柱坤氏 石坂 公一 新ひだか 木村 秀則 462± 01：58．52� 98．6�
11 ビ ギ ド リ 牝3鹿 54 松田 大作 TSレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 464－ 2 〃 ハナ 77．0�
815 リ ヨ ン 牝3鹿 54 国分 恭介�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B448－ 21：59．24 92．5�
47 コリアンドリ 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 2 〃 クビ 9．1�
59 クールシュヴェル 牝3鹿 54 荻野 極水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 428＋ 22：03．5大差 533．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，717，700円 複勝： 47，184，100円 枠連： 10，392，900円
馬連： 50，787，000円 馬単： 22，432，400円 ワイド： 51，314，200円
3連複： 88，659，800円 3連単： 90，917，100円 計： 395，405，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 210円 � 450円 � 330円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 860円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 35，570円

票 数

単勝票数 計 337177 的中 � 77700（2番人気）
複勝票数 計 471841 的中 � 69017（2番人気）� 24078（6番人気）� 35704（5番人気）
枠連票数 計 103929 的中 （2－7） 16969（1番人気）
馬連票数 計 507870 的中 �� 12124（12番人気）
馬単票数 計 224324 的中 �� 3813（15番人気）
ワイド票数 計 513142 的中 �� 12535（13番人気）�� 15773（9番人気）�� 6883（22番人気）
3連複票数 計 886598 的中 ��� 6646（32番人気）
3連単票数 計 909171 的中 ��� 1853（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．4―37．6―50．8―1：03．2―1：16．0―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

メイショウコボケ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 サマーバード デビュー 2022．12．3 阪神4着

2020．4．4生 牝3黒鹿 母 メイショウワカクサ 母母 メイショウボナール 4戦1勝 賞金 8，700，000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〕 クールシュヴェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月4日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 クールシュヴェル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月4日まで平地競走に出走でき

ない。

01122 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11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 5，500，000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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 ツークフォーゲル 牡3栗 56 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 532－ 21：26．4 17．1�

714 ドンアチェカ 牡3黒鹿56 岩田 望来山田 貢一氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492＋ 61：26．82 7．1�

48 ア ル ル カ ン 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 472＋ 6 〃 クビ 1．6�

12 リュクスドレフォン 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 浦河 三嶋牧場 512± 01：27．12 8．9�
816 ストリートジャガー 牡3青鹿56 津村 明秀吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 486－ 21：27．41� 52．7�
611 ペイシャモノノフ 牡3栗 56 国分 優作北所 直人氏 畑端 省吾 平取 赤石牧場 474＋ 61：27．72 250．0	
35 ツィスカリーゼ 牡3黒鹿56 斎藤 新永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434± 01：27．8� 83．3

24 ディープマインド 牡3栗 56

54 △角田 大河深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 524－ 21：28．12 12．1�
11 リリアナフェアリー 牝3鹿 54 �島 克駿�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 480－ 21：28．2クビ 52．0
815 グ ッ ジ ョ ブ 牡3鹿 56 吉田 隼人馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 444＋ 61：28．62� 9．5�
713 リ ト ル ミ ム 牝3栗 54 団野 大成栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 520＋ 21：28．7� 27．7�
510 サトノラピス 牝3鹿 54 M．デムーロ里見 治氏 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 442－ 21：28．8クビ 79．6�
23 スタンプブック 牡3鹿 56 荻野 極橋詰 弘一氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 478＋ 2 〃 クビ 72．9�
47 キクノビースト 牡3栗 56 坂井 瑠星菊池 五郎氏 高柳 大輔 日高 日西牧場 514－ 61：28．9� 112．1�
612 メイショウマイタケ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 木原 一良 浦河 村中牧場 410－ 41：29．53� 403．1�
36 ティーティースター 牡3黒鹿56 川須 栄彦康本 利幸氏 羽月 友彦 新ひだか タガミファーム 440＋ 21：29．6� 204．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，133，000円 複勝： 162，004，600円 枠連： 10，459，500円
馬連： 42，554，400円 馬単： 27，985，600円 ワイド： 51，719，200円
3連複： 74，863，700円 3連単： 99，308，600円 計： 505，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 270円 � 190円 � 110円 枠 連（5－7） 3，140円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 11，990円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 410円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 31，800円

票 数

単勝票数 計 361330 的中 � 16887（6番人気）
複勝票数 計1620046 的中 � 46370（6番人気）� 80600（4番人気）� 1154650（1番人気）
枠連票数 計 104595 的中 （5－7） 2581（9番人気）
馬連票数 計 425544 的中 �� 7779（13番人気）
馬単票数 計 279856 的中 �� 1750（32番人気）
ワイド票数 計 517192 的中 �� 11289（11番人気）�� 32005（4番人気）�� 49579（2番人気）
3連複票数 計 748637 的中 ��� 25827（6番人気）
3連単票数 計 993086 的中 ��� 2264（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．0―47．2―59．9―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F39．2
3 ・（16，8）13（2，4，15）－（5，14）11－6（1，3）12－（9，10）7 4 ・（16，8）2（4，13，15）5，14，11（1，6）－（3，12）（9，10）－7

勝馬の
紹 介

ツークフォーゲル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2023．1．8 中京5着

2020．4．6生 牡3栗 母 トラディション 母母 シネマスコープ 3戦1勝 賞金 6，950，000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 ショウナンハクウン号・デルマツキオトシ号・プレザントアンクル号・ホームランダービー号

第１回 中京競馬 第11日



01123 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11時00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

611 ラミアストラーダ 牡3鹿 56 �島 克駿前田 幸治氏 田中 克典 日高 木村牧場 B452－ 42：03．5 4．9�
714 メイショウコガシラ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 508＋142：03．71� 3．4�
816 クールブロン 牡3芦 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 武 幸四郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520± 02：04．33� 13．2�
12 タイセイマイティ 牡3鹿 56 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 496± 0 〃 クビ 2．7�
36 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 550－ 62：04．51 6．2�
59 � シゲルソロソロ 牝3鹿 54 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 米

Kathryn Nikkel,
Old Dominion &
Sanford Robertson

464－ 62：04．81� 69．9	
24 セイウンカノープス 牡3栗 56 松山 弘平西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田中 裕之 480－ 42：05．11� 36．4

48 ゲットザフェイム 牡3芦 56

54 △角田 大河槙 和美氏 清水 久詞 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 462－ 42：05．41� 136．4�

11 シュンコッチャン 牡3栗 56
53 ▲大久保友雅矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 428－102：05．61� 536．1�
35 テーオーレガシー 牡3芦 56 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 浦河 大島牧場 506＋ 6 〃 クビ 58．3
713 センチュリヒーロー 牡3黒鹿56 加藤 祥太中水 英紀氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 418± 02：05．7� 792．3�
23 リリーブースター 牡3鹿 56 水口 優也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 556＋ 62：06．01� 424．8�
815 ニホンピロビート 牡3青鹿56 国分 優作小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470－16 〃 クビ 587．7�
47 ヴ ィ ヴ マ ン 牡3鹿 56 和田 竜二加藤 裕司氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 574± 02：06．63� 148．7�
510 テイエムリッキー 牡3青鹿56 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 508＋ 42：07．12� 59．0�
612 フレイムソード 牡3青鹿56 坂井 瑠星橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 474－ 22：07．42 16．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，410，300円 複勝： 52，443，600円 枠連： 10，010，800円
馬連： 50，669，900円 馬単： 23，280，500円 ワイド： 53，600，000円
3連複： 85，831，400円 3連単： 90，274，600円 計： 406，521，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 160円 � 260円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 320円 �� 870円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 15，050円

票 数

単勝票数 計 404103 的中 � 65160（3番人気）
複勝票数 計 524436 的中 � 91996（3番人気）� 93189（2番人気）� 42189（5番人気）
枠連票数 計 100108 的中 （6－7） 10673（3番人気）
馬連票数 計 506699 的中 �� 46370（3番人気）
馬単票数 計 232805 的中 �� 9250（7番人気）
ワイド票数 計 536000 的中 �� 47948（2番人気）�� 14793（10番人気）�� 16303（8番人気）
3連複票数 計 858314 的中 ��� 20842（7番人気）
3連単票数 計 902746 的中 ��� 4348（42番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．4―14．2―13．7―13．2―13．1―12．7―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―31．1―45．3―59．0―1：12．2―1：25．3―1：38．0―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．2
1
3
2（10，14，16）4（5，6）11（7，15）（1，9，12）（3，8）－13・（2，10，14，16）（4，6，11）15（7，5）（1，9）（3，8，12）－13

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ラミアストラーダ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2022．9．18 中京6着

2020．5．18生 牡3鹿 母 タカミツサクラ 母母 キタノオーロラ 7戦1勝 賞金 9，080，000円

01124 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・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
1：47．6
1：47．6

重
重

88 スマートサニー 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 466 ―1：55．1 18．3�

66 ワンダーエッジ 牡3栗 56 和田 竜二山本 能成氏 石坂 公一 新ひだか 城地牧場 562 ―1：56．58 6．1�
44 ヒルノヴィクトリア 牡3青鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 下屋敷牧場 518 ―1：57．99 6．0�
89 アルファマドンナ 牝3栗 54 坂井 瑠星�貴悦 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 456 ―1：58．21� 4．0�
11 カ ビ ー リ ア 牡3黒鹿56 太宰 啓介竹下千亜子氏 飯田 祐史 浦河 辻 牧場 500 ― 〃 クビ 56．6�
77 サトノトライアンフ 牡3黒鹿56 松山 弘平里見 治氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 542 ―1：58．41� 2．5	
55 チリセラーノ 牡3鹿 56 岩田 望来 
社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 492 ―1：59．46 8．9�
22 イ ー ヴ イ 牡3鹿 56 団野 大成齊藤 雅志氏 �島 一歩 浦河 高松牧場 452 ―1：59．61� 18．7�
33 クリノビッグボス 牡3鹿 56

54 △角田 大河栗本 博晴氏 川村 禎彦 新冠 カミイスタット 470 ―1：59．8� 27．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，772，800円 複勝： 35，842，900円 枠連： 4，773，600円
馬連： 35，856，300円 馬単： 20，948，600円 ワイド： 32，961，600円
3連複： 50，986，900円 3連単： 85，253，800円 計： 303，396，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 520円 � 200円 � 210円 枠 連（6－8） 1，370円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 11，210円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，470円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 59，950円

票 数

単勝票数 計 367728 的中 � 16019（6番人気）
複勝票数 計 358429 的中 � 14645（7番人気）� 51874（3番人気）� 48802（4番人気）
枠連票数 計 47736 的中 （6－8） 2691（5番人気）
馬連票数 計 358563 的中 �� 5287（18番人気）
馬単票数 計 209486 的中 �� 1401（41番人気）
ワイド票数 計 329616 的中 �� 6222（16番人気）�� 5578（18番人気）�� 16730（7番人気）
3連複票数 計 509869 的中 ��� 4959（26番人気）
3連単票数 計 852538 的中 ��� 1031（199番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―14．2―13．2―12．4―12．4―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．5―52．7―1：05．1―1：17．5―1：30．1―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートサニー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．4．30生 牡3鹿 母 スマートスピカ 母母 ショウナンガッド 1戦1勝 賞金 6，200，000円



01125 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11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 5，500，000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
2：09．0
2：09．0

良
良

813 アドマイヤイル 牡3鹿 56 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528－ 62：15．2 2．2�
57 シャドウソニック 牡3鹿 56 松山 弘平飯塚 知一氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 10．3�
710 トラストエムシー 牡3黒鹿56 和田 竜二�コスモ・コスモ 北出 成人 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：15．3クビ 12．4�
45 サンスノーフレーク 牝3栗 54 酒井 学 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社 加

藤ステーブル 454－102：15．83 188．2�
22 ム ジ ェ ロ 牡3鹿 56 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：15．9� 4．7�
68 イ ン タ ク ト 牡3黒鹿56 坂井 瑠星前田 幸大氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 22：16．32� 36．1	
812 ウインフランシーズ 牝3栗 54 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450± 02：16．83 99．8

11 サダムターゲット 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 松浦牧場 474－ 4 〃 クビ 398．0�
711 エルトンバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 杉山 晴紀 浦河 桑田牧場 510＋ 2 〃 ハナ 2．8�
56 ム テ ィ ア ラ 牝3芦 54 �島 克駿 社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 420－ 22：17．54 48．5�
69 ラインシュトラール 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 株式会社
ケイズ 472＋ 22：17．92� 588．7�

33 レ ブ ロ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦 ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 加野牧場 474－ 42：18．21� 314．9�
44 アルマドゥーラ 牝3鹿 54 荻野 極田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 奥山牧場 442－ 62：22．9大差 366．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，680，600円 複勝： 73，817，800円 枠連： 12，935，000円
馬連： 62，639，400円 馬単： 31，597，200円 ワイド： 61，822，300円
3連複： 99，938，400円 3連単： 141，805，500円 計： 539，236，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 210円 � 210円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 470円 �� 410円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 546806 的中 � 190764（1番人気）
複勝票数 計 738178 的中 � 311205（1番人気）� 60851（4番人気）� 59635（5番人気）
枠連票数 計 129350 的中 （5－8） 8781（4番人気）
馬連票数 計 626394 的中 �� 38401（5番人気）
馬単票数 計 315972 的中 �� 13233（8番人気）
ワイド票数 計 618223 的中 �� 34456（6番人気）�� 40000（4番人気）�� 15707（10番人気）
3連複票数 計 999384 的中 ��� 28117（8番人気）
3連単票数 計1418055 的中 ��� 10289（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．8―35．8―48．8―1：02．0―1：14．9―1：27．6―1：40．3―1：52．1―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9
1
3
12，10，6，7（3，11）8，13（2，9）1，5＝4・（12，10）7，6，11（3，8，13）（2，9）1，5＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤイル �
�
父 Saxon Warrior �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2023．1．8 中京2着

2020．4．19生 牡3鹿 母 アイムユアーズⅡ 母母 Rebelline 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ウインフランシーズ号の騎手国分優作は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルマドゥーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月4日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ラインシュトラール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月4日まで平地競走に出走でき

ない。

01126 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

負担重量は，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
1：09．1
1：08．4

重
不良

47 オ ス テ リ ア 牡4栗 58 荻野 極 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 506－ 21：12．9 28．0�
713 ヤマイチエスポ 牝4鹿 56

53 ▲川端 海翼森 和久氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 468－ 21：13．11� 169．0�
24 フラップシグナス 牡4鹿 58 坂井 瑠星吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 492± 01：13．2� 2．4�
35 リッキーヤスオカ 牡4栗 58 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 494± 01：13．3� 52．5�
59 � プレイテシア 牝4栗 56 川須 栄彦水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 416－ 4 〃 ハナ 130．6�
815 エリザベスミノル 牝4青鹿56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456＋101：13．4� 22．2	
23 トモノボーイ 牡4栗 58 �島 克駿共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 490＋ 4 〃 ハナ 50．5

510 ベ ル ド ラ ゴ 牡4鹿 58

57 ☆小沢 大仁吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 478－ 21：13．6� 16．6�
11 サ ク ハ ル 牡4鹿 58

56 △角田 大河落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 502＋ 61：13．7� 7．7�
36 テイエムフェロー 牡4鹿 58 和田 竜二竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 492＋ 2 〃 アタマ 6．8
714� ジャコエマリックン 牡7栗 58 太宰 啓介晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 486＋151：13．8� 324．6�
611 リオンラファール 	4鹿 58 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 520－10 〃 ハナ 5．0�
12 � パレフォーコン 牡4鹿 58 団野 大成 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 446＋ 81：13．9� 14．1�
612� マイアミュレット 	4鹿 58 国分 恭介�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 480＋ 21：14．11� 350．7�
48 ナムラデイリリー 牝4黒鹿56 酒井 学奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 472＋ 21：14．2クビ 13．3�
816 トモジャアルマンド 牡6鹿 58 古川 吉洋吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 508－ 2 〃 クビ 43．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，294，100円 複勝： 75，311，200円 枠連： 13，561，600円
馬連： 68，735，700円 馬単： 27，584，500円 ワイド： 78，575，300円
3連複： 120，311，700円 3連単： 120，573，800円 計： 549，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 550円 � 1，870円 � 140円 枠 連（4－7） 18，660円

馬 連 �� 114，310円 馬 単 �� 240，560円

ワ イ ド �� 22，220円 �� 1，300円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 73，660円 3 連 単 ��� 1，079，200円

票 数

単勝票数 計 452941 的中 � 12920（9番人気）
複勝票数 計 753112 的中 � 28523（9番人気）� 7496（13番人気）� 212742（1番人気）
枠連票数 計 135616 的中 （4－7） 563（30番人気）
馬連票数 計 687357 的中 �� 466（88番人気）
馬単票数 計 275845 的中 �� 86（177番人気）
ワイド票数 計 785753 的中 �� 892（85番人気）�� 16105（14番人気）�� 3946（49番人気）
3連複票数 計1203117 的中 ��� 1225（159番人気）
3連単票数 計1205738 的中 ��� 81（1400番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．8―12．3―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．1―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ス テ リ ア �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．12．26 阪神1着

2019．5．6生 牡4栗 母 グ ロ ー ブ 母母 ホワイトトルネード 10戦2勝 賞金 16，200，000円
※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 ロイヤルブライド号



01127 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第7競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：54．7
1：53．7

重
不良

79 イシュタルゲート 牡7鹿 58 吉田 隼人吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B522＋ 42：01．0 3．5�
78 ルイナールカズマ 牡4黒鹿57 松山 弘平合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 504＋102：02．06 6．0�
811� ウインヴェルデ 牡4黒鹿57 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム B484－ 2 〃 アタマ 30．5�
44 アルムブラーヴ 牡4青鹿57 岩田 望来﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 02：02．1� 3．7�
33 テイエムシップ 牡4黒鹿57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 524＋ 62：02．63 4．4�
22 セイカヤマノ 牡7黒鹿58 団野 大成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B512± 02：03．34 16．7	
11 レ デ ィ ベ ル 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512± 02：03．51� 7．6

66 スピリトーゾ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 474± 02：04．35 33．3�
55 � サードフォース 牡4栗 57 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B582＋262：04．72� 57．6�
810� テーオールノワール �5黒鹿58 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B504－ 22：04．8クビ 125．2
67 エルデスペラード 牡4青鹿57 古川 吉洋 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 新冠 村上 進治 446± 02：06．07 34．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，831，600円 複勝： 42，787，500円 枠連： 10，776，400円
馬連： 54，553，300円 馬単： 24，598，700円 ワイド： 50，887，700円
3連複： 89，765，100円 3連単： 107，581，000円 計： 418，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 180円 � 610円 枠 連（7－7） 1，000円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，090円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 23，010円

票 数

単勝票数 計 378316 的中 � 85298（1番人気）
複勝票数 計 427875 的中 � 94753（1番人気）� 67145（3番人気）� 12601（8番人気）
枠連票数 計 107764 的中 （7－7） 8290（5番人気）
馬連票数 計 545533 的中 �� 41225（4番人気）
馬単票数 計 245987 的中 �� 9908（5番人気）
ワイド票数 計 508877 的中 �� 39556（3番人気）�� 11410（13番人気）�� 9401（17番人気）
3連複票数 計 897651 的中 ��� 13845（19番人気）
3連単票数 計1075810 的中 ��� 3389（81番人気）

ハロンタイム 7．4―11．6―11．7―13．7―13．2―12．0―12．8―12．9―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．0―30．7―44．4―57．6―1：09．6―1：22．4―1：35．3―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イシュタルゲート �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．8．12 新潟3着

2016．4．11生 牡7鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス 35戦2勝 賞金 53，070，000円

01128 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第8競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 � カズプレスト 牡4鹿 58 川田 将雅合同会社雅苑興業 高柳 大輔 新ひだか 稲葉牧場 534＋ 41：24．5 1．5�
36 ウインアウォード 牡4栗 58 岩田 康誠�ウイン 五十嵐忠男 日高 木村牧場 512－ 21：24．82 5．5�
35 サンデーミラージュ �6鹿 58 水口 優也エムズレーシング 宮本 博 千歳 社台ファーム B490－ 61：25．75 122．7�
24 サブロンカズマ 牡5鹿 58 津村 明秀合同会社雅苑興業 深山 雅史 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：25．8� 200．2�
48 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 B512＋ 4 〃 アタマ 33．0�
510 トーアエレクトロン 牡5鹿 58 酒井 学高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 486± 01：25．9クビ 83．0	
816 ヴァクストゥーム 牡6鹿 58 和田 竜二 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 478± 0 〃 クビ 32．1

47 スカーレットジンク 牡5芦 58 �島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：26．11 17．7�
23 ジョウショーリード 牝6黒鹿 56

54 △角田 大河熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 484＋ 41：26．2� 87．4
713 ニホンピロオーセン 牡4黒鹿58 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 502－ 21：26．3� 91．3�
611 モ ナ ル ヒ 牡4鹿 58 岩田 望来�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 474± 01：26．4クビ 14．8�
714 プレジールミノル 牡5栗 58 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B500＋ 61：26．61� 29．2�
815 キ ッ シ ョ ウ 牝4鹿 56

55 ☆小沢 大仁 �ニッシンホール
ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 440＋101：26．81 71．3�

59 トランキリテ 牡4鹿 58 団野 大成 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：27．01� 7．0�

612 ロードサージュ 牡5栗 58 M．デムーロ �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 21：27．21 72．6�
12 � クリノクノイチ 牝8黒鹿56 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 460＋ 41：27．51� 375．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，352，400円 複勝： 148，433，200円 枠連： 13，229，000円
馬連： 63，564，200円 馬単： 36，356，400円 ワイド： 70，407，100円
3連複： 110，670，500円 3連単： 149，332，700円 計： 635，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，740円 枠 連（1－3） 520円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，940円 �� 10，340円

3 連 複 ��� 16，470円 3 連 単 ��� 39，990円

票 数

単勝票数 計 433524 的中 � 218960（1番人気）
複勝票数 計1484332 的中 � 1028742（1番人気）� 76126（4番人気）� 5968（14番人気）
枠連票数 計 132290 的中 （1－3） 19364（2番人気）
馬連票数 計 635642 的中 �� 100581（2番人気）
馬単票数 計 363564 的中 �� 43133（2番人気）
ワイド票数 計 704071 的中 �� 72844（2番人気）�� 4180（34番人気）�� 1574（60番人気）
3連複票数 計1106705 的中 ��� 5037（42番人気）
3連単票数 計1493327 的中 ��� 2707（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．0―46．9―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カズプレスト �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Lemon Drop Kid

2019．4．13生 牡4鹿 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 9戦2勝 賞金 25，780，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ウーゴ号の騎手太宰啓介は，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30，000円。（被害馬：9番・14番・5番）
※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。
（非当選馬） 1頭 メイショウフンケイ号
（非抽選馬） 1頭 フローラルビアンカ号



01129 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第9競走 ��
��1，400�トリトンステークス

発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 サトノラムセス 牡5鹿 58 川田 将雅里見 治氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 486＋ 61：19．8 2．0�
89 タイセイシェダル 牡5栗 58 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 468＋ 61：20．33 9．4�
66 ショウナンアレス 牡5鹿 58 松山 弘平国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：20．4� 4．5�
77 ミスボニータ 牝4青 56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 61：20．6� 4．2�
33 スズカカナロア 牡7鹿 58 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：20．81	 99．6�
55 セ リ シ ア 牝5芦 56 和田 竜二西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 474＋ 21：20．9	 19．0	
11 ヴァーチャリティ 牝5鹿 56 松田 大作
桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 B468＋ 61：21．22 55．5�
44 ブライトオンベイス 牝4鹿 56 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 436－141：21．3	 8．9�
88 アイスリアン 牝5黒鹿56 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476－ 61：21．93	 130．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，108，300円 複勝： 56，229，300円 枠連： 8，941，700円
馬連： 72，708，900円 馬単： 38，115，500円 ワイド： 54，819，800円
3連複： 105，855，200円 3連単： 191，357，800円 計： 580，136，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（2－8） 750円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 370円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 521083 的中 � 202225（1番人気）
複勝票数 計 562293 的中 � 219382（1番人気）� 53749（4番人気）� 95814（2番人気）
枠連票数 計 89417 的中 （2－8） 9221（3番人気）
馬連票数 計 727089 的中 �� 62233（3番人気）
馬単票数 計 381155 的中 �� 22666（6番人気）
ワイド票数 計 548198 的中 �� 46914（3番人気）�� 100048（1番人気）�� 31590（6番人気）
3連複票数 計1058552 的中 ��� 135074（2番人気）
3連単票数 計1913578 的中 ��� 50420（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．1―11．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．0―56．0―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノラムセス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．26 阪神2着

2018．5．1生 牡5鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 14戦4勝 賞金 58，181，000円

01130 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・左）
牝，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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

55 ユ リ ー シ ャ 牝3栗 54 松山 弘平竹下 佳利氏 中村 直也 新冠 スカイビーチステーブル 446－ 81：34．2 10．2�
811 コナコースト 牝3青鹿54 	島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462－101：34．62
 5．9�
78 シングザットソング 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 61：34．7クビ 8．5�
67 クイーンオブソウル 牝3栗 54 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 460＋12 〃 クビ 5．3�
810 アルーリングビュー 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 3．7�
22 レッドヒルシューズ 牝3栗 54 酒井 学呉本 昌時氏 武 英智 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 41：34．8� 5．2	
33 ダークブロンド 牝3黒鹿54 岩田 望来吉田 勝己氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 420＋ 61：35．11� 14．9

79 マルクパージュ 牝3青鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 402＋ 21：35．2
 24．8�
66 ヒメナデシコ 牝3芦 54 坂井 瑠星林 正道氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 430－ 41：35．3
 48．4�
44 ランフリーバンクス 牝3鹿 54 横山 典弘藤田 晋氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：35．51 15．7
11 � エイムインライフ 牝3鹿 54 角田 大河前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 472＋101：35．92
 31．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 86，309，400円 複勝： 114，914，800円 枠連： 23，411，500円
馬連： 149，563，200円 馬単： 53，141，900円 ワイド： 137，280，800円
3連複： 224，113，200円 3連単： 245，468，800円 計： 1，034，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 310円 � 240円 � 250円 枠 連（5－8） 1，670円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，980円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 86，510円

票 数

単勝票数 計 863094 的中 � 67649（6番人気）
複勝票数 計1149148 的中 � 90049（6番人気）� 129053（4番人気）� 122344（5番人気）
枠連票数 計 234115 的中 （5－8） 10846（8番人気）
馬連票数 計1495632 的中 �� 30486（18番人気）
馬単票数 計 531419 的中 �� 4880（37番人気）
ワイド票数 計1372808 的中 �� 26656（18番人気）�� 18699（26番人気）�� 30325（16番人気）
3連複票数 計2241132 的中 ��� 12699（54番人気）
3連単票数 計2454688 的中 ��� 2057（341番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．6―47．7―59．8―1：11．2―1：22．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユ リ ー シ ャ �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．10．22 阪神2着

2020．3．31生 牝3栗 母 アンジェリカス 母母 ジョリーノエル 4戦2勝 賞金 29，261，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01131 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

47 メイショウフンジン 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 518± 01：59．7 6．4�
12 ホウオウルバン 牡5黒鹿57 吉田 隼人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B524＋ 21：59．8クビ 48．0�
24 バイシュラバナ 	6栗 57 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 474＋ 61：59．91 2．8�
816 ペプチドナイル 牡5鹿 57 岩田 望来沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 530＋ 22：00．0クビ 5．8�
36 ロードリバーサル 牡7鹿 57 角田 大河 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 502－ 4 〃 クビ 185．6�
611 フィニステール 牡6黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 484＋ 82：00．1
 4．8	
612 ダノンスプレンダー 牡7黒鹿59 団野 大成�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B512＋ 22：00．31� 36．1

11 マテンロウスパーク 牡6黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 B520＋ 62：00．93
 53．9�
815 フ ラ ー レ ン 牝6鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 520＋ 12：01．0
 7．0
59 トランスナショナル 	7栗 57 斎藤 新吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B480－ 4 〃 アタマ 62．8�
510 ペルセウスシチー 牡6黒鹿57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B490＋ 2 〃 ハナ 32．1�
35 キ ス ラ ー 牡7青鹿57 島 克駿�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋ 62：01．21� 19．6�
713 ユアヒストリー 牡5鹿 57 古川 吉洋 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470＋ 42：01．3� 158．6�
23 ヒロイックテイル 	6栗 58 松田 大作吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 496＋ 62：01．61
 85．9�
714 ゴッドセレクション 牡5鹿 58 岩田 康誠川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 530＋122：01．7� 29．6�
48 アイスジャイアント 	4栗 56 荻野 極吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B506＋ 42：02．33
 143．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 119，885，900円 複勝： 171，480，700円 枠連： 61，431，400円
馬連： 283，334，300円 馬単： 98，815，700円 ワイド： 237，479，900円
3連複： 525，757，800円 3連単： 573，362，700円 計： 2，071，548，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 850円 � 140円 枠 連（1－4） 4，480円

馬 連 �� 11，590円 馬 単 �� 19，820円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 420円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 76，870円

票 数

単勝票数 計1198859 的中 � 149009（4番人気）
複勝票数 計1714807 的中 � 191624（4番人気）� 36016（11番人気）� 437546（1番人気）
枠連票数 計 614314 的中 （1－4） 10611（18番人気）
馬連票数 計2833343 的中 �� 18941（33番人気）
馬単票数 計 988157 的中 �� 3739（56番人気）
ワイド票数 計2374799 的中 �� 15742（38番人気）�� 160149（2番人気）�� 23221（27番人気）
3連複票数 計5257578 的中 ��� 34426（33番人気）
3連単票数 計5733627 的中 ��� 5407（218番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．7―13．4―13．3―12．7―12．5―12．6―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．2―43．6―56．9―1：09．6―1：22．1―1：34．7―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．6
1
3
・（3，7）15，8，9，16（4，12）－（10，6）14，13（1，2）－11－5・（3，7）（9，15，2）（8，4，16）（12，6）10，1（13，14）－11－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフンジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．4．27生 牡5黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 18戦5勝 賞金 97，934，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 メイショウフンジン号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッドジェニアル号
（非抽選馬） 4頭 キタノヴィジョン号・ダンツキャッスル号・ノーブルシルエット号・ヘラルドバローズ号

01132 2月4日 晴 良 （5中京1） 第11日 第12競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走16時10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
1：57．2
1：56．1

良
良

22 アップデート 牡4鹿 57 和田 竜二石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 506＋ 22：00．1 8．3�
78 ヘネラルカレーラ 牝5鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466－ 8 〃 アタマ 7．8�
11 シンシアリダーリン 牝5鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 452＋ 22：00．41� 78．1�
67 ル ミ ネ イ ト 牝4鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 クビ 21．9�
79 ホウオウバニラ 牝4栗 55 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：00．5	 4．5�
55 カンティプール 牝4鹿 55 川田 将雅 	社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 492－ 42：00．6クビ 1．9

810 ウインミニヨン 牝5栗 56 M．デムーロ�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 420－ 42：00．92 50．2�
44 ジャスティンヴェル 牡4黒鹿57 岩田 康誠三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 492＋ 4 〃 ハナ 6．6�
33 セグレドスペリオル 牡7鹿 58 坂井 瑠星名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 502＋102：01．0	 33．4
811 アトミックフレア 牝5鹿 56 
島 克駿天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 452＋12 〃 クビ 70．5�
66 マイネルステレール 牡7鹿 58 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 22：01．53 230．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 73，048，300円 複勝： 84，165，800円 枠連： 19，357，000円
馬連： 101，520，500円 馬単： 47，814，000円 ワイド： 91，129，200円
3連複： 154，580，900円 3連単： 228，277，400円 計： 799，893，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 350円 � 330円 � 1，370円 枠 連（2－7） 1，270円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 5，670円

ワ イ ド �� 930円 �� 4，690円 �� 5，980円

3 連 複 ��� 47，780円 3 連 単 ��� 242，670円

票 数

単勝票数 計 730483 的中 � 70031（5番人気）
複勝票数 計 841658 的中 � 67852（5番人気）� 72522（4番人気）� 14197（10番人気）
枠連票数 計 193570 的中 （2－7） 11807（4番人気）
馬連票数 計1015205 的中 �� 30756（11番人気）
馬単票数 計 478140 的中 �� 6314（21番人気）
ワイド票数 計 911292 的中 �� 26473（11番人気）�� 4903（33番人気）�� 3829（37番人気）
3連複票数 計1545809 的中 ��� 2426（78番人気）
3連単票数 計2282774 的中 ��� 682（398番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―12．2―12．1―12．0―12．0―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．3―49．5―1：01．6―1：13．6―1：25．6―1：36．8―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップデート �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．10．30 阪神12着

2019．4．5生 牡4鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 8戦3勝 賞金 30，129，000円



（5中京1）第11日 2月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

242，490，000円
5，620，000円
38，440，000円
1，110，000円
30，450，000円
73，970，000円
4，372，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
659，544，400円
1，064，615，500円
199，280，400円
1，036，487，100円
452，671，000円
971，997，100円
1，731，334，600円
2，123，513，800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 8，239，443，900円

総入場人員 5，831名 （有料入場人員 5，443名）
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