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01013 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2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

611 サンデーヒーロー 牡3鹿 56 坂井 瑠星山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 454－ 61：55．7 5．6�
610 セザンワールド 牡3黒鹿56 �島 良太瀬山 孝一氏 畑端 省吾 新冠 山岡牧場 500－ 4 〃 クビ 3．7�
34 アンクルブラック 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 472－ 21：56．12 8．6�
58 メイショウモズ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 508＋ 4 〃 クビ 54．6�
815 ホッコーソムニウム 牡3黒鹿56 中井 裕二北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 482－ 61：56．52� 4．6�
712 タイガーミノル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 496＋ 41：56．61 91．4	
22 ロジウムエポック 牡3鹿 56 富田 暁平沼 宣秀氏 四位 洋文 新冠 秋田牧場 480＋ 61：56．81� 9．8

23 コンドリュール 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464－ 81：56．9� 41．8�
46 エドノトップラン 牡3栗 56 団野 大成遠藤 喜松氏 嘉藤 貴行 新ひだか 沖田 忠幸 490－ 2 〃 ハナ 124．6�
713 キ ー ウ ィ ル 牡3黒鹿56 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 496± 01：57．43 58．0
11 ダディーズラビング 牝3鹿 54 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 市川牧場 478－ 41：58．25 16．3�
47 タイセイラファーガ 牡3鹿 56 菱田 裕二田中 成奉氏 高橋 義忠 新冠 村田牧場 498－ 61：59．05 40．3�
59 � カッチュッコ 牝3栗 54 岩田 望来ゴドルフィン 吉村 圭司 米 Godolphin 526＋ 61：59．21 12．5�
35 マルモルミエール 牡3芦 56 和田 竜二まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 480＋ 2 〃 アタマ 8．2�
814 アグネスクウ 牡3鹿 56 岩田 康誠渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 494＋ 22：03．2大差 169．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，685，700円 複勝： 63，841，400円 枠連： 17，118，700円
馬連： 73，596，500円 馬単： 29，383，300円 ワイド： 87，611，100円
3連複： 130，573，300円 3連単： 113，407，600円 計： 555，217，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 250円 枠 連（6－6） 830円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 810円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 12，560円

票 数

単勝票数 計 396857 的中 � 55816（3番人気）
複勝票数 計 638414 的中 � 94079（3番人気）� 138882（1番人気）� 54484（5番人気）
枠連票数 計 171187 的中 （6－6） 15889（3番人気）
馬連票数 計 735965 的中 �� 68112（1番人気）
馬単票数 計 293833 的中 �� 12901（2番人気）
ワイド票数 計 876111 的中 �� 70346（1番人気）�� 26090（9番人気）�� 33798（5番人気）
3連複票数 計1305733 的中 ��� 39263（4番人気）
3連単票数 計1134076 的中 ��� 6544（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―38．3―50．9―1：03．8―1：17．0―1：29．7―1：42．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーヒーロー �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2022．8．14 札幌8着

2020．4．19生 牡3鹿 母 ブラックショコラ 母母 ブラックカシミール 6戦1勝 賞金 10，740，000円
〔制裁〕 タイセイラファーガ号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・2番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスクウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月7日まで平地競走に

出走できない。

01014 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時40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
1：09．1
1：08．4

重
不良

12 プライムレート 牝3栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前谷 武志 472－ 81：13．1 12．0�
815 カネトシフラム 牝3青鹿54 秋山真一郎兼松 昌男氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 448－ 61：13．95 1．7�
59 スマートメイプル 牝3鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 462－ 21：14．11 6．2�
510 ロイヤルナタール 牝3鹿 54 �島 克駿水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 410－ 41：14．31� 98．3�
35 アウトリーチ 牝3黒鹿54 D．イーガン 吉田 千津氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：14．4� 4．0�
（英）

713 カタリナマリー 牝3鹿 54
51 ▲今村 聖奈岡 浩二氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480＋10 〃 クビ 20．9	

611 コパノスタンリー 牝3芦 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 466＋ 61：14．61 113．8

714 プロスペリダード 牝3鹿 54 幸 英明�大樹ファーム 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 6 〃 クビ 28．5�
23 シアワセノアシオト 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ �キャピタル・システム 平田 修 苫小牧 アスラン 428－141：14．7クビ 158．9
11 ショウナンアウリイ 牝3鹿 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 松下 武士 新ひだか 西村牧場 452＋ 21：14．91� 89．1�
816 ラガープリンセス 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 406± 01：15．22 104．1�
48 スーサンベガ 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 428± 01：15．3� 220．1�
36 アルティジャナーレ 牝3栗 54 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 茶木 太樹 新ひだか 佐藤 鉄也 444－221：15．5� 18．3�
24 エイヨーチャクラ 牝3青鹿54 小崎 綾也柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 444－ 21：15．71 505．2�
47 ジューンハート 牝3芦 54 長岡 禎仁吉川 潤氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 450－ 8 〃 ハナ 607．1�
612 メイショウアサゴチ 牝3黒鹿54 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 408＋ 2 〃 クビ 619．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，431，400円 複勝： 117，805，900円 枠連： 15，418，700円
馬連： 73，897，000円 馬単： 40，542，200円 ワイド： 82，652，600円
3連複： 127，583，400円 3連単： 159，720，300円 計： 671，051，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 210円 � 110円 � 170円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 430円 �� 820円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 534314 的中 � 35533（4番人気）
複勝票数 計1178059 的中 � 66076（4番人気）� 675164（1番人気）� 92862（3番人気）
枠連票数 計 154187 的中 （1－8） 13501（4番人気）
馬連票数 計 738970 的中 �� 51403（3番人気）
馬単票数 計 405422 的中 �� 9405（11番人気）
ワイド票数 計 826526 的中 �� 47855（4番人気）�� 22832（10番人気）�� 92315（2番人気）
3連複票数 計1275834 的中 ��� 53662（6番人気）
3連単票数 計1597203 的中 ��� 6451（55番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライムレート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．12．10 阪神3着

2020．4．16生 牝3栗 母 ベストレート 母母 プロモーション 2戦1勝 賞金 7，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 ヤエベニシダレ号
※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。

第１回 中京競馬 第２日



01015 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2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

710 マサハヤウォルズ 牡3栗 56
53 ▲今村 聖奈中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋ 62：02．5 39．4�

44 モーメントキャッチ 牡3鹿 56 D．イーガン �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 492－ 42：02．6クビ 3．8�
（英）

11 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 B458－ 2 〃 クビ 79．6�
68 サイモンザナドゥ 牡3栗 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 小林 真也 新ひだか 千代田牧場 486＋ 22：02．81� 5．1�
56 アヴァンタージュ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 502± 02：03．01� 18．7�
33 フィッシュポンド 牡3鹿 56 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 490＋ 2 〃 クビ 4．3	
813 ブ リ リ オ 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 中島牧場 444－ 42：03．1クビ 3．2

69 サンライズパスカル 牡3栗 56 富田 暁�ライフハウス 石坂 公一 日高 ヤナガワ牧場 526± 02：03．73� 18．0�
711 マンノステータス 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 中本牧場 500－ 42：05．410 41．3�
22 テイエムインパクト 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 538－102：05．82� 229．1
45 ビ ネ ッ サ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河神田 宏治氏 中竹 和也 新ひだか 坂本 智広 452＋ 22：06．0� 407．0�
57 レインメーカー 牡3栗 56 川田 将雅原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B436－ 22：06．63� 12．6�
812 ゴッドスピードレオ 牡3鹿 56 岩田 康誠重野 心平氏 宮本 博 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 B500＋ 42：07．34 217．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，160，300円 複勝： 76，957，900円 枠連： 14，264，500円
馬連： 78，638，500円 馬単： 34，410，000円 ワイド： 88，000，500円
3連複： 139，840，900円 3連単： 148，316，100円 計： 635，588，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，940円 複 勝 � 860円 � 200円 � 1，260円 枠 連（4－7） 3，310円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 18，810円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 16，020円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 109，590円 3 連 単 ��� 716，860円

票 数

単勝票数 計 551603 的中 � 11185（8番人気）
複勝票数 計 769579 的中 � 20540（9番人気）� 126990（3番人気）� 13664（10番人気）
枠連票数 計 142645 的中 （4－7） 3336（12番人気）
馬連票数 計 786385 的中 �� 7954（23番人気）
馬単票数 計 344100 的中 �� 1372（49番人気）
ワイド票数 計 880005 的中 �� 9781（26番人気）�� 1399（52番人気）�� 5063（32番人気）
3連複票数 計1398409 的中 ��� 957（118番人気）
3連単票数 計1483161 的中 ��� 150（736番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―11．4―13．1―12．7―12．8―13．5―13．5―13．0―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．9―30．3―43．4―56．1―1：08．9―1：22．4―1：35．9―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マサハヤウォルズ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．12．25 阪神5着

2020．2．7生 牡3栗 母 ペイフォワード 母母 ハートシェイプト 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 ラミアストラーダ号の騎手�島克駿は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

01016 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時40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

55 トーホウレーゲン 牡3栗 56 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 444 ―1：56．9 50．5�
710 パワフルボンド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム B530 ―1：57．0クビ 8．4�
79 ケイアイメキラ �3鹿 56 中井 裕二亀田 和弘氏 村山 明 新ひだか 佐竹 学 454 ―1：57．32 47．3�
56 イージスバローズ 牡3鹿 56 D．イーガン 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 460 ―1：57．61� 4．3�

（英）

67 テイエムバクソウ 牡3栗 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 田端牧場 510 ―1：58．34 10．2�
22 � モ ン テ ル ナ 牝3黒鹿54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Peter J. Callahan, Run-
nymede Farm, Inc., Enid
Cafritz & Haras d’Etr

480 ―1：58．61� 2．1	
68 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 464 ―1：59．13 35．8


11 � ハ カ イ シ ン 牡3鹿 56 岩田 望来カカムーチョレーシング 安田 翔伍 米 Chiyoda
Farm 520 ―1：59．2� 7．8�

33 ヨ ン ダ イ メ 牡3芦 56 和田 翼中西 功氏 服部 利之 日高 高山牧場 482 ―2：00．69 108．5�
811 マ カ ー リ オ 牝3芦 54 幸 英明村田 博司氏 飯田 祐史 新ひだか 藤沢牧場 486 ―2：01．98 9．1
44 キックオンブーツ 牡3黒鹿56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 504 ―2：04．3大差 65．0�

（11頭）
812 イ ー ヴ イ 牡3鹿 56 秋山真一郎齊藤 雅志氏 	島 一歩 浦河 高松牧場 450 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，336，500円 複勝： 44，647，300円 枠連： 11，801，800円
馬連： 47，098，700円 馬単： 23，855，300円 ワイド： 48，036，900円
3連複： 60，874，100円 3連単： 71，755，600円 計： 351，406，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，050円 複 勝 � 890円 � 250円 � 980円 枠 連（5－7） 1，700円

馬 連 �� 16，530円 馬 単 �� 39，840円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 10，240円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 92，980円 3 連 単 ��� 896，940円

票 数

単勝票数 差引計 433365（返還計 32454） 的中 � 6856（9番人気）
複勝票数 差引計 446473（返還計 45471） 的中 � 12061（8番人気）� 54961（3番人気）� 10848（9番人気）
枠連票数 差引計 118018（返還計 3632） 的中 （5－7） 5353（9番人気）
馬連票数 差引計 470987（返還計116642） 的中 �� 2208（31番人気）
馬単票数 差引計 238553（返還計 58661） 的中 �� 449（69番人気）
ワイド票数 差引計 480369（返還計111698） 的中 �� 2684（36番人気）�� 1200（48番人気）�� 4410（24番人気）
3連複票数 差引計 608741（返還計267803） 的中 ��� 491（121番人気）
3連単票数 差引計 717556（返還計336286） 的中 ��� 58（803番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―15．1―13．0―11．8―12．3―12．9―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―40．7―53．7―1：05．5―1：17．8―1：30．7―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウレーゲン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2020．5．17生 牡3栗 母 トーホウアスティ 母母 トーホウガイア 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走除外〕 イーヴイ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 マカーリオ号の調教師飯田祐史は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

イージスバローズ号の騎手D．イーガンは，1コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・11番・10番）
〔その他〕 イージスバローズ号は，1コーナー通過後に外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キックオンブーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月7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。



01017 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30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
1：32．2
1：30．3

良
良

58 � エアメテオラ 牡3鹿 56 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

492－ 41：34．0 1．9�
713 ペプチドタイガー 牡3鹿 56 岩田 康誠沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 460＋ 41：34．32 66．6�
610 アスクエピソード 牡3鹿 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 平取 株式会社

ASK STUD 470＋ 21：34．4クビ 8．2�
47 マテンロウジョイ 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 四位 洋文 浦河 丸幸小林牧場 448＋ 21：34．72 8．0�
22 マ チ カ ゼ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 490－ 41：34．91� 5．1�
814 デアデルマーレ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 486－12 〃 クビ 14．4	
34 ピ ピ オ ラ 牝3黒鹿54 D．イーガンストレートレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 462－ 81：35．0� 16．1


（英）

11 フレッチャネーラ 牡3青鹿56 高倉 稜野田 政義氏 荒川 義之 青森 ワールドファーム 476－ 21：35．42� 204．7�
46 デルマモナーク 牡3鹿 56 川田 将雅浅沼 廣幸氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450－ 61：35．5クビ 12．1�
712� ア ヘ ッ ド 牝3芦 54 	島 克駿前田 葉子氏 中竹 和也 英 North Hills

Co. Ltd 454－ 81：36．03 68．3
611 フェゲフォイア 牡3鹿 56 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456－ 61：36．21� 38．7�
59 ナムラアダム 牡3鹿 56 古川 吉洋奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 藤本 直弘 430＋ 21：36．62� 432．8�
35 セ セ ラ ギ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 村上 雅規 410－ 6 〃 クビ 395．6�
23 ヤマカツリン 牝3黒鹿54 水口 優也山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 8 〃 ハナ 499．9�
815 シュテルンロット 牝3芦 54

51 ▲今村 聖奈会田 浩史氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 434－121：37．23� 157．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 68，496，400円 複勝： 100，281，700円 枠連： 17，544，500円
馬連： 86，476，000円 馬単： 41，546，800円 ワイド： 99，610，400円
3連複： 152，918，900円 3連単： 175，633，200円 計： 742，507，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 820円 � 190円 枠 連（5－7） 3，300円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 360円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 14，210円 3 連 単 ��� 61，690円

票 数

単勝票数 計 684964 的中 � 285829（1番人気）
複勝票数 計1002817 的中 � 297608（1番人気）� 19647（9番人気）� 133469（3番人気）
枠連票数 計 175445 的中 （5－7） 4120（10番人気）
馬連票数 計 864760 的中 �� 6769（25番人気）
馬単票数 計 415468 的中 �� 3294（30番人気）
ワイド票数 計 996104 的中 �� 8312（27番人気）�� 81939（2番人気）�� 7159（30番人気）
3連複票数 計1529189 的中 ��� 8066（41番人気）
3連単票数 計1756332 的中 ��� 2064（174番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．0―12．0―11．4―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．0―1：00．0―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

�エアメテオラ �
�
父 Goldencents �

�
母父 Empire Maker デビュー 2022．11．20 阪神2着

2020．5．9生 牡3鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 2戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 シュテルンロット号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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。

01018 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第6競走 ��
��1，200�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
1：06．2
1：05．8

良
良

44 プロトポロス 牡3鹿 56 D．イーガン �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482－ 21：08．3 1．7�
（英）

33 グランテスト 牝3芦 54 坂井 瑠星下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 452－ 21：08．41 9．8�
11 � ヤ ク シ マ 牡3芦 56 福永 祐一ゴドルフィン 寺島 良 英 Whitsbury

Manor Stud 506＋ 81：08．71� 3．3�
22 フォルテース 牡3黒鹿56 菱田 裕二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 450＋ 81：08．91� 10．3�
77 タガノタント 牡3栗 56 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520＋161：09．11 27．5�
66 メイショウオトギ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 424± 01：09．2� 27．8	
88 アスクドリームモア 牡3鹿 56 岩田 望来廣崎利洋HD
 藤原 英昭 日高 天羽牧場 508＋ 8 〃 アタマ 11．4�
89 コーヒーカフェ 牡3黒鹿56 菅原 隆一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 斉藤英牧場 454－ 41：10．05 380．2�
55 	 エムオーチロ 牝3栗 54 岡部 誠
門別牧場 角田 輝也 日高 湯浅 一夫 382－ 21：10．21
 280．5

（愛知） （愛知）

（9頭）

売 得 金
単勝： 66，360，600円 複勝： 103，682，300円 枠連： 10，880，800円
馬連： 69，445，000円 馬単： 43，927，500円 ワイド： 65，556，100円
3連複： 109，227，300円 3連単： 243，721，100円 計： 712，800，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－4） 500円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 140円 �� 310円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 663606 的中 � 310031（1番人気）
複勝票数 計1036823 的中 � 606932（1番人気）� 74737（3番人気）� 161408（2番人気）
枠連票数 計 108808 的中 （3－4） 16542（2番人気）
馬連票数 計 694450 的中 �� 66432（2番人気）
馬単票数 計 439275 的中 �� 32657（3番人気）
ワイド票数 計 655561 的中 �� 55856（2番人気）�� 149523（1番人気）�� 44994（7番人気）
3連複票数 計1092273 的中 ��� 148522（3番人気）
3連単票数 計2437211 的中 ��� 72381（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．6―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―45．9―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 6（1，2）4（3，7）－8－（5，9） 4 6（1，2）4，3，7，8，9，5

勝馬の
紹 介

プロトポロス �
�
父 War Front �

�
母父 Sunday Break デビュー 2022．6．12 中京1着

2020．3．28生 牡3鹿 母 キャヴァルドレ 母母 Sweet Alabama 3戦2勝 賞金 19，500，000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。



01019 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30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

68 マジックスピーチ �6黒鹿 58
55 ▲今村 聖奈前田 幸治氏 飯田 祐史 浦河 日の出牧場 470＋ 41：53．9 2．6�

79 ブラジリアンソング 牡4青鹿57 D．イーガン �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B502± 01：54．21� 4．0�
（英）

44 デ ィ サ イ ド 牡4芦 57 松若 風馬前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ B474± 01：54．83� 14．7�

710 テイエムフォンテ 牡4鹿 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B488＋ 2 〃 アタマ 208．9�
811 ソウルユニバンス �6黒鹿58 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498＋281：55．54 30．2�
55 � トリプルスリル 牡4黒鹿57 川須 栄彦吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム B464± 0 〃 ハナ 21．4	
33 タマモエース 牡4栗 57 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 478＋ 41：55．82 6．0

11 � マイレッドスター 牡4青鹿57 松山 弘平大島 昌也氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B502－121：56．22 4．2�
22 スピリトーゾ 牡4黒鹿57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 474± 01：56．52 29．7�
812 サ ル ー テ �8鹿 58 団野 大成小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 550－ 21：57．13� 340．2
67 � テーオールノワール �5黒鹿58 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B506＋161：57．73� 170．0�
56 テイエムオードリー 牝4青鹿 55

51 ★永島まなみ竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 466＋ 41：58．44 26．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 51，880，600円 複勝： 68，783，600円 枠連： 12，991，300円
馬連： 87，099，800円 馬単： 39，916，400円 ワイド： 85，876，900円
3連複： 144，692，700円 3連単： 181，202，000円 計： 672，443，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 240円 �� 500円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 518806 的中 � 154549（1番人気）
複勝票数 計 687836 的中 � 187041（1番人気）� 114451（2番人気）� 59675（5番人気）
枠連票数 計 129913 的中 （6－7） 17405（1番人気）
馬連票数 計 870998 的中 �� 123490（1番人気）
馬単票数 計 399164 的中 �� 28018（1番人気）
ワイド票数 計 858769 的中 �� 104512（1番人気）�� 41324（6番人気）�� 28175（8番人気）
3連複票数 計1446927 的中 ��� 69677（4番人気）
3連単票数 計1812020 的中 ��� 21436（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．0―49．8―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マジックスピーチ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 In The Wings デビュー 2019．9．1 小倉6着

2017．2．22生 �6黒鹿 母 レイジーリヴァー 母母 Dreamboat 19戦2勝 賞金 38，800，000円
〔制裁〕 トリプルスリル号の騎手川須栄彦は，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。
※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。

01020 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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
1：47．6
1：47．6

重
重

58 キングスフィリア 牝5黒鹿56 岩田 康誠 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 21：54．4 16．2�

23 メイショウミズモ 牝5黒鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 426＋ 2 〃 クビ 4．5�
814 ジ ャ ル ジ ェ 牝6青 56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 492＋ 21：54．82� 12．9�
712 エ ル ソ ー ル 牝5鹿 56 団野 大成 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 436－ 41：54．9� 77．6�
46 セ レ ッ ソ 牝4黒鹿55 岩田 望来中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 462－ 2 〃 クビ 4．3	
35 タガノカンデラ 牝4栗 55 松山 弘平八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 21：55．11� 15．0

815 エピックジョイ 牝4栗 55 浜中 俊�ノースヒルズ 武 幸四郎 新ひだか 土居牧場 484± 0 〃 ハナ 24．8�
59 ダンツチョイス 牝8栗 56 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 474＋ 81：55．2クビ 97．6�
611 リ ー ス タ ル 牝4鹿 55 西村 淳也中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム B438－ 41：55．3� 17．2
713 タ ガ ノ ペ カ 牝5鹿 56 幸 英明八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－ 21：55．83 28．5�
11 アイスヴィスタ 牝6芦 56

55 ☆松本 大輝村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：56．12 98．7�
34 � メリディアン 牝6鹿 56 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B442＋ 4 〃 クビ 73．9�
22 テーオーアリエス 牝4黒鹿55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：56．31� 71．7�
610 タイセイヴィーナス 牝5鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 474＋101：56．4アタマ 11．5�
47 プレミアムスマイル 牝4鹿 55 D．イーガン �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 3．1�

（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，324，800円 複勝： 73，266，400円 枠連： 21，363，900円
馬連： 88，172，400円 馬単： 31，870，800円 ワイド： 91，266，100円
3連複： 151，266，400円 3連単： 135，483，400円 計： 645，014，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 330円 � 180円 � 470円 枠 連（2－5） 3，740円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，890円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 20，450円 3 連 単 ��� 93，370円

票 数

単勝票数 計 523248 的中 � 25719（7番人気）
複勝票数 計 732664 的中 � 54018（4番人気）� 127833（2番人気）� 34803（8番人気）
枠連票数 計 213639 的中 （2－5） 4424（13番人気）
馬連票数 計 881724 的中 �� 21520（11番人気）
馬単票数 計 318708 的中 �� 2937（35番人気）
ワイド票数 計 912661 的中 �� 24075（5番人気）�� 7942（32番人気）�� 13242（23番人気）
3連複票数 計1512664 的中 ��� 5546（72番人気）
3連単票数 計1354834 的中 ��� 1052（287番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―14．1―13．8―12．0―12．5―12．3―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．7―52．5―1：04．5―1：17．0―1：29．3―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングスフィリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．3．28 中京16着

2018．3．4生 牝5黒鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 13戦3勝 賞金 37，575，000円
〔発走状況〕 メイショウミズモ号は，枠入り不良。
※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。



01021 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第9競走 ��
��2，200�

な が ら が わ

長 良 川 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，2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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

610 チャックネイト 牡5鹿 58 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B490＋122：12．9 16．8�

814 レッドバリエンテ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 4．1�
813 ストップザタイム 牡4栗 57 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 522＋ 42：13．0クビ 7．5�
69 リ ア ド 牡4鹿 57 D．イーガン 大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 62：13．21� 7．1�

（英）

11 メイショウブレゲ 牡4栗 57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 464＋ 2 〃 クビ 15．4�
45 リンフレスカンテ 牡5黒鹿58 和田 竜二名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 438± 02：13．3クビ 54．7	
34 エイカイマッケンロ 牡4鹿 57 岩田 望来二木 英実氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 2．5

22 ジャスティンヴェル 牡4黒鹿57 福永 祐一三木 正浩氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 498＋122：13．4	 20．9�
712 ダークエクリプス 牡4青鹿57 吉田 隼人矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 492＋12 〃 クビ 12．3�
57 ヒヅルジョウ 牝4鹿 55 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 478－ 42：13．71
 17．7
46 エルディアブロ 牡5黒鹿58 �島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B456＋ 62：13．8クビ 103．6�
711 タイセイコマンド 牡5鹿 58 北村 友一田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B502＋ 22：14．12 221．8�
58 コスモジェミラ 牝6芦 56 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 4 〃 ハナ 485．8�
33 インディゴブラック 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 508－ 42：15．05 97．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 78，104，800円 複勝： 108，635，400円 枠連： 27，029，000円
馬連： 131，544，200円 馬単： 52，332，100円 ワイド： 118，440，300円
3連複： 214，066，900円 3連単： 228，761，800円 計： 958，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 450円 � 190円 � 270円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 12，400円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，970円 �� 930円

3 連 複 ��� 11，360円 3 連 単 ��� 88，690円

票 数

単勝票数 計 781048 的中 � 37135（7番人気）
複勝票数 計1086354 的中 � 53487（8番人気）� 178269（2番人気）� 102927（4番人気）
枠連票数 計 270290 的中 （6－8） 24970（3番人気）
馬連票数 計1315442 的中 �� 19816（16番人気）
馬単票数 計 523321 的中 �� 3163（45番人気）
ワイド票数 計1184403 的中 �� 19566（16番人気）�� 15212（27番人気）�� 33524（10番人気）
3連複票数 計2140669 的中 ��� 14128（38番人気）
3連単票数 計2287618 的中 ��� 1870（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．0―47．8―1：00．5―1：13．2―1：25．9―1：38．1―1：49．5―2：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
3－9－7（5，10）－13，4，2，6，12，1，14，8－11・（3，9）（5，7）（14，13，10）（8，2，4，1）（12，6）11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャックネイト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2021．2．6 東京3着

2018．5．8生 牡5鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 10戦3勝 賞金 42，802，000円
〔制裁〕 ストップザタイム号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

01022 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第10競走 ��
��2，000�

ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

57 ヤマニンサルバム 牡4黒鹿57 浜中 俊土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 500＋122：00．2 3．4�
813 ゼッフィーロ 牡4鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470－ 22：00．41� 6．7�
45 セファーラジエル 牡5鹿 58 D．イーガン �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 532＋ 4 〃 クビ 12．3�

（英）

22 アサケレディ 牝5黒鹿56 菱田 裕二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 492－ 42：00．61 24．9�
711 エリオトローピオ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 412± 02：00．81� 43．0	
11 ヴェイルネビュラ 	5鹿 58 和田 竜二吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500－10 〃 クビ 73．1

812 ハートオブアシティ 牡5青鹿58 
島 克駿吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 446± 02：01．01 81．7�
68 ナリタブレード 牡6黒鹿58 富田 暁�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 アタマ 115．6�
56 レヴァンジル 牡4黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 3．5
69 ソウルトレイン 牡6芦 58 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 8 〃 クビ 10．4�
710 ボ ー デ ン 牡5鹿 58 坂井 瑠星吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 アタマ 4．2�
44 メイショウボサツ 牡6青鹿58 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 478＋ 42：01．21� 106．5�
33 � ターキッシュパレス 牡6青鹿58 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 486＋ 62：01．4� 79．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 92，983，200円 複勝： 116，589，700円 枠連： 28，966，300円
馬連： 164，239，200円 馬単： 59，114，000円 ワイド： 142，048，200円
3連複： 254，268，900円 3連単： 275，503，200円 計： 1，133，712，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 510円 �� 710円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 15，110円

票 数

単勝票数 計 929832 的中 � 214102（1番人気）
複勝票数 計1165897 的中 � 197836（3番人気）� 148764（4番人気）� 105570（5番人気）
枠連票数 計 289663 的中 （5－8） 39848（2番人気）
馬連票数 計1642392 的中 �� 102254（5番人気）
馬単票数 計 591140 的中 �� 18481（9番人気）
ワイド票数 計1420482 的中 �� 74455（4番人気）�� 51401（11番人気）�� 30801（13番人気）
3連複票数 計2542689 的中 ��� 49915（13番人気）
3連単票数 計2755032 的中 ��� 13217（43番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．5―12．8―12．6―12．3―11．9―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―36．2―49．0―1：01．6―1：13．9―1：25．8―1：37．0―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4
1
3
9（7，13）10，2（4，6）（1，11）5，12，3＝8・（9，13，10）（7，4，6，12）（2，1，11，5）3－8

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンサルバム �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2022．1．30 小倉2着

2019．4．9生 牡4黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 12戦4勝 賞金 73，383，000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。



01023 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス（Ｌ）

発走15時45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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

610 バトルクライ 牡4栗 56 川田 将雅 �Gリビエール・
レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 41：23．8 2．8�
712 ドライスタウト 牡4黒鹿58 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 538＋ 41：23．9クビ 1．8�
45 セ キ フ ウ 牡4栗 58 藤岡 康太中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 B484＋ 81：24．11	 19．1�
813 ケイアイターコイズ 牡7芦 58 
島 克駿 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 530＋ 41：24．2	 14．7�
58 イ バ ル 牡6青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 520＋141：24．3クビ 83．7�
34 クリノフラッシュ 牝8青鹿55 岩田 望来栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B450－ 2 〃 クビ 181．3	
11 オーヴァーネクサス 牡6鹿 58 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 512－ 41：24．4クビ 12．6

33 シャイニーブランコ 牡7芦 57 酒井 学小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 460－ 21：24．5	 216．1�
57 メイショウテンスイ 牡6栗 58 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 544＋221：24．71� 37．5�
814 サンライズラポール 牡6栗 57 西村 淳也松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B516＋ 2 〃 ハナ 41．8
711 レディオマジック 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 498－ 61：24．8	 171．6�
69 シゲルタイタン 牡6鹿 57 松山 弘平森中 啓子氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B498＋ 41：25．43	 17．3�
46 コパノマーキュリー 牡6鹿 57 松若 風馬小林 祥晃氏 村山 明 浦河 金成吉田牧場 B512± 01：25．5	 307．2�
22 � ドウドウキリシマ 牡7栗 57 和田 竜二西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 B506－101：26．03	 205．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 156，088，800円 複勝： 201，341，000円 枠連： 66，135，500円
馬連： 338，818，400円 馬単： 159，224，200円 ワイド： 276，707，900円
3連複： 601，299，000円 3連単： 953，608，200円 計： 2，753，223，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 250円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 160円 �� 580円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計1560888 的中 � 444607（2番人気）
複勝票数 計2013410 的中 � 427548（2番人気）� 805758（1番人気）� 102077（6番人気）
枠連票数 計 661355 的中 （6－7） 223924（1番人気）
馬連票数 計3388184 的中 �� 1014350（1番人気）
馬単票数 計1592242 的中 �� 177333（2番人気）
ワイド票数 計2767079 的中 �� 595142（1番人気）�� 100367（9番人気）�� 113711（7番人気）
3連複票数 計6012990 的中 ��� 405936（4番人気）
3連単票数 計9536082 的中 ��� 147144（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルクライ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．24 新潟4着

2019．5．16生 牡4栗 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 13戦5勝 賞金 96，441，000円

01024 1月7日 晴 良 （5中京1） 第2日 第12競走 1，400�4歳以上1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 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
1：19．2
1：19．0

良
良

714 スコールユニバンス 牝4鹿 55 坂井 瑠星亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－ 81：20．7 2．6�
24 オラヴェリタス 牡4黒鹿 57

54 ▲今村 聖奈杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B508＋ 21：21．23 12．1�
715 ナ バ ロ ン 牡4鹿 57 荻野 極�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 B496＋ 6 〃 ハナ 27．8�
35 � ダノンカオス �6栗 58

54 ★永島まなみ�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 498＋ 3 〃 クビ 29．5�
510 キタサンシュガー 牝4鹿 55 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 442－ 41：21．3� 4．3	
59 � ロ ゼ ク ラ ン 牝5黒鹿56 藤岡 康太水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 450± 01：21．4クビ 10．5

47 チャオバンビーナ 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 436＋16 〃 クビ 27．9�
612 ト ラ ー パ ニ 牝4黒鹿55 D．イーガン 吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 454－ 81：21．61� 35．0�

（英）

36 � モラトリアム 牝5鹿 56 富田 暁安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 444± 01：21．7� 28．3
818 ウイングスオブラヴ �4鹿 57 秋山真一郎太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 464－ 2 〃 クビ 118．7�
23 アメイジングタイム 牡5鹿 58 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：21．8クビ 27．7�
611� モンストルシチー 牡5黒鹿58 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 61：21．9� 212．3�
713 ソルトキャピタル 牡6鹿 58 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 木原 一良 日高 オリオンファーム 548＋141：22．11� 66．0�
48 � ラッセルリー 牝5黒鹿56 菱田 裕二田島 政光氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446－ 6 〃 アタマ 302．0�
12 ア ー ダ レ イ 牝5鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 450－ 21：22．2� 78．5�
11 エイシンピクセル 牝5栗 56 松若 風馬�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 468＋ 21：22．41 5．2�
816 スプリットザシー 牝4鹿 55 団野 大成吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 388＋ 41：22．5� 235．6�
817 グランデフィオーレ 牝5芦 56

54 △角田 大河 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋141：22．6クビ 41．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 100，598，800円 複勝： 125，391，000円 枠連： 46，592，800円
馬連： 179，069，300円 馬単： 66，594，800円 ワイド： 183，758，800円
3連複： 315，229，300円 3連単： 335，821，100円 計： 1，353，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 350円 � 630円 枠 連（2－7） 1，220円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，590円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 16，060円 3 連 単 ��� 61，790円

票 数

単勝票数 計1005988 的中 � 302241（1番人気）
複勝票数 計1253910 的中 � 273518（1番人気）� 82279（5番人気）� 41173（9番人気）
枠連票数 計 465928 的中 （2－7） 29568（4番人気）
馬連票数 計1790693 的中 �� 66382（6番人気）
馬単票数 計 665948 的中 �� 17637（7番人気）
ワイド票数 計1837588 的中 �� 62291（6番人気）�� 29572（15番人気）�� 11341（43番人気）
3連複票数 計3152293 的中 ��� 14720（53番人気）
3連単票数 計3358211 的中 ��� 3940（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．0―56．9―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 ・（1，2，4）（9，6，8，15，17）（12，11）7，14－10，3（18，5）－16－13 4 ・（1，4）2（9，15，17）（6，8）（7，12，11）14（3，10）5，18－16，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スコールユニバンス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Firebreak デビュー 2021．9．11 中京2着

2019．1．8生 牝4鹿 母 カレドニアレディ 母母 Granuaile O’Malley 16戦2勝 賞金 34，580，000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中京1）第2日 1月7日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

230，880，000円
13，830，000円
34，640，000円
1，410，000円
29，630，000円
75，870，000円
4，537，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
858，451，900円
1，201，223，600円
290，107，800円
1，418，095，000円
622，717，400円
1，369，565，800円
2，401，841，100円
3，022，933，600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 11，184，936，200円

総入場人員 5，808名 （有料入場人員 5，461名）
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