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単勝
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01025 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10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

59 サイモンコーラル 牝3青鹿54 松山 弘平澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 B452－ 21：56．4 47．9�
58 グラングスト 牝3栗 54 D．イーガン �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 542± 0 〃 ハナ 20．1�

（英）

11 スマートアイ 牝3栗 54 武 豊大川 徹氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 504－ 21：56．82 1．8�
34 ベ フ ァ ー ナ 牝3黒鹿54 幸 英明 �グリーンファーム松下 武士 千歳 社台ファーム 496± 01：57．12 35．9�
46 ガ ウ ラ 牝3芦 54 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 日高 前川 義則 478－ 61：57．2� 5．5	
611 リボンピーチ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 464＋ 41：57．83� 177．3

814 リグレイアー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心上田 秀二氏 北出 成人 日高 槇本牧場 464＋ 21：58．01� 20．3�
47 ナウズザタイム 牝3青鹿54 北村 友一村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 クビ 181．0�
35 ヘイチャンプ 牝3栗 54 �島 克駿佐々木將吉氏 吉村 圭司 日高 アイズスタッド株式会社 484－ 41：58．21 39．7
815 フラッシュダンス 牝3鹿 54 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 浦河 �川 啓一 466－ 81：58．3� 133．0�
712 キャロルビアンカ 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 480＋ 61：58．5� 29．9�
610 ライジングラパス 牝3黒鹿54 国分 恭介�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 424± 01：58．92� 3．8�
23 スパークルスカイ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 442－ 41：59．21� 117．1�
713 ビ レ イ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452± 02：01．8大差 26．0�
22 ハイグッドミネルバ 牝3鹿 54 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 新ひだか へいはた牧場 450－ 62：02．54 137．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，624，800円 複勝： 80，117，400円 枠連： 17，352，900円
馬連： 82，110，300円 馬単： 42，658，100円 ワイド： 96，983，400円
3連複： 163，698，800円 3連単： 170，235，600円 計： 718，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，790円 複 勝 � 590円 � 430円 � 120円 枠 連（5－5） 22，370円

馬 連 �� 27，180円 馬 単 �� 70，930円

ワ イ ド �� 5，620円 �� 1，560円 �� 910円

3 連 複 ��� 16，580円 3 連 単 ��� 238，260円

票 数

単勝票数 計 656248 的中 � 10944（10番人気）
複勝票数 計 801174 的中 � 23709（9番人気）� 34424（5番人気）� 287923（1番人気）
枠連票数 計 173529 的中 （5－5） 601（29番人気）
馬連票数 計 821103 的中 �� 2341（44番人気）
馬単票数 計 426581 的中 �� 451（95番人気）
ワイド票数 計 969834 的中 �� 4286（44番人気）�� 15962（19番人気）�� 28452（6番人気）
3連複票数 計1636988 的中 ��� 7403（44番人気）
3連単票数 計1702356 的中 ��� 518（483番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．1―50．4―1：03．6―1：17．0―1：30．0―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．4
1
3
・（1，13）（6，10，12）2（7，14）－5，11－15，9，3（4，8）
1（13，10）（6，12）（14，9）（2，7，11，8）（5，4）（3，15）

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

勝馬の
紹 介

サイモンコーラル �
�
父 ビーチパトロール �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．10．2 中京7着

2020．2．27生 牝3青鹿 母 オールドフレイム 母母 オーラオブザムーン 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビレイ号・ハイグッドミネルバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月8日ま

で平地競走に出走できない。
※出走取消馬 テイエムフジッコ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。

01026 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第2競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 マリアナトレンチ 牡3栗 56 �島 克駿谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472＋ 21：26．2 23．1�
59 � スリーアイランド 牝3栗 54 浜中 俊永井商事� 橋田 満 愛 Cn Farm Ltd 468＋ 61：26．83� 4．7�
612 ファイアネイド 牝3黒鹿54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 8 〃 アタマ 6．6�
35 ル ガ ル 牡3青鹿56 坂井 瑠星江馬 由将氏 杉山 晴紀 浦河 三嶋牧場 514± 0 〃 クビ 3．4�
12 ジャスティンカプリ 牡3鹿 56 福永 祐一三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：27．22� 15．7�
11 フライングブレード 牡3鹿 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 474－ 21：27．51� 17．1	
24 マイネルフォーコン 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 千代田牧場 B470± 01：27．6� 6．6


（独）

816 エナジーポコアポコ 牡3青鹿 56
55 ☆松本 大輝 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 460＋ 61：27．7� 159．5�

48 スナークドリアン 牡3鹿 56
54 △角田 大河杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 522＋10 〃 ハナ 46．3�

510� レッドカフラー 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 米 Kinsman
Farm 492－ 21：28．22� 31．5

714 ギーロカスタル 牡3鹿 56 松山 弘平桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 452＋ 2 〃 アタマ 21．9�
47 ラ イ ヴ リ ー 牝3栗 54 D．イーガン 吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 470＋ 41：28．51� 23．7�

（英）

23 タガノヴィクター 牡3黒鹿 56
53 ▲大久保友雅八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋161：28．6� 139．4�
713 ヴィヴィッシモ 牡3鹿 56 武 豊 �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 450－ 21：28．81� 8．0�
815 タガノルークス 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 21：29．01	 355．5�

36 アプレイザー 牡3鹿 56 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 前川 勝春 418－ 21：30．06 202．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，195，800円 複勝： 97，024，600円 枠連： 19，049，600円
馬連： 98，186，000円 馬単： 38，607，300円 ワイド： 109，058，500円
3連複： 178，869，100円 3連単： 160，801，100円 計： 768，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 650円 � 220円 � 210円 枠 連（5－6） 1，360円

馬 連 �� 8，980円 馬 単 �� 20，720円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 2，750円 �� 800円

3 連 複 ��� 15，970円 3 連 単 ��� 136，510円

票 数

単勝票数 計 671958 的中 � 23232（9番人気）
複勝票数 計 970246 的中 � 31671（10番人気）� 127949（3番人気）� 132385（2番人気）
枠連票数 計 190496 的中 （5－6） 10795（8番人気）
馬連票数 計 981860 的中 �� 8469（36番人気）
馬単票数 計 386073 的中 �� 1397（77番人気）
ワイド票数 計1090585 的中 �� 8241（46番人気）�� 9985（39番人気）�� 36801（6番人気）
3連複票数 計1788691 的中 ��� 8400（63番人気）
3連単票数 計1608011 的中 ��� 854（486番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―35．3―48．3―1：01．1―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリアナトレンチ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2022．11．26 阪神5着

2020．4．1生 牡3栗 母 アイアムルビー 母母 Cativa 3戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェネロジテ号
（非抽選馬） 2頭 ネフェルウラー号・ルクスシュナイダー号
※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。

第１回 中京競馬 第３日



01027 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第3競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

811 ハギノサステナブル 牡3鹿 56 松若 風馬日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－ 21：55．1 4．8�

79 サンテックス 牡3鹿 56 川田 将雅橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 524＋281：55．2� 2．6�
55 レッドラグラス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 61：55．94 2．3�
78 ネ イ ロ ン 牡3芦 56

54 △角田 大河西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 482－ 6 〃 クビ 14．8�
22 クリノトランプ 牡3芦 56 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 新井 弘幸 542－ 41：57．38 24．5�
66 モノクロームスター 牡3鹿 56 荻野 琢真星加 浩一氏 今野 貞一 浦河 谷川牧場 B482－ 41：57．5� 32．9	
67 ブ ラ ス タ ー 牡3鹿 56 富田 暁金山 政信氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 486－ 41：58．35 64．8

33 テーオーマルサス 牡3栗 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：59．04 99．6�
44 ミ オ カ ー ロ 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 清水 久詞 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 546＋ 61：59．85 16．4
（独）

810 ミ フ ネ 牡3黒鹿56 松山 弘平副島 義久氏 北出 成人 新ひだか 静内山田牧場 492－ 82：00．22� 45．5�
11 カモンザファースト 牡3栗 56 松田 大作中野 秀樹氏 武 英智 日高 奥山牧場 430－ 62：03．3大差 292．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，427，100円 複勝： 80，460，200円 枠連： 12，776，400円
馬連： 75，661，600円 馬単： 43，389，600円 ワイド： 79，374，300円
3連複： 127，101，600円 3連単： 201，464，000円 計： 687，654，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 260円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 674271 的中 � 112087（3番人気）
複勝票数 計 804602 的中 � 123358（3番人気）� 151341（2番人気）� 326992（1番人気）
枠連票数 計 127764 的中 （7－8） 14637（3番人気）
馬連票数 計 756616 的中 �� 76393（3番人気）
馬単票数 計 433896 的中 �� 17436（6番人気）
ワイド票数 計 793743 的中 �� 68166（3番人気）�� 98201（2番人気）�� 142816（1番人気）
3連複票数 計1271016 的中 ��� 202322（1番人気）
3連単票数 計2014640 的中 ��� 28552（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．7―52．1―1：05．1―1：18．2―1：30．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．9
1
3
9，11（5，8）1（2，6）－4，7（3，10）・（9，11，5）8（1，2）（7，6，10）4，3

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

勝馬の
紹 介

ハギノサステナブル �
�
父 サトノダイヤモンド �

�
母父 タートルボウル デビュー 2022．10．29 阪神10着

2020．4．20生 牡3鹿 母 ハギノエスカーダ 母母 ルミナスグルーヴ 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミフネ号・カモンザファースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月8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。

01028 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第4競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

611 タガノシャーンス 牝3青鹿54 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452 ―1：12．5 10．2�

612 バスドラムガール 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 454 ―1：13．35 4．3�
59 ダノンミカエル 牝3黒鹿54 横山 典弘�ダノックス 安田 翔伍 日高 白井牧場 410 ―1：14．25 18．4�
47 ケイアイクビラ 牡3鹿 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 502 ―1：14．51� 3．0�
510 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 536 ―1：15．77 73．5�
23 デジタルテーラー 牡3鹿 56 和田 竜二中西 浩一氏 河内 洋 日高 浜本牧場 540 ―1：15．8� 7．4	
11 ロックジャム 牝3栗 54 富田 暁山内 邦一氏 安達 昭夫 新ひだか 山田牧場 462 ― 〃 アタマ 20．4

35 タイセイグッドマン 牡3黒鹿56 �島 克駿田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：16．11� 34．5�
24 アヴィニヨン 牝3黒鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 434 ―1：16．2� 19．9
12 キ ャ ン ベ ル 牝3鹿 54

52 △角田 大河薪浦 亨氏 石橋 守 新ひだか 高橋 修 448 ― 〃 アタマ 46．6�
713 ウ マ オ ト 牝3青鹿 54

53 ☆小沢 大仁巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 412 ―1：16．3� 118．0�
48 リ ュ ウ キ シ 牡3黒鹿56 吉田 隼人二口 雅一氏 畑端 省吾 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514 ―1：16．51� 18．6�
815 ザ ゴ ー ト 牝3栗 54 D．イーガン 深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 新井 昭二 448 ―1：16．92� 7．0�

（英）

816 タマモオトメ 牝3黒鹿54 酒井 学タマモ� 木原 一良 新冠 守矢牧場 442 ―1：17．53� 134．6�
36 メイショウスイケイ 牡3鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 谷岡スタット 456 ― 〃 クビ 64．1�
714 ウ ニ タ 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド B478 ―1：17．92� 57．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，103，100円 複勝： 62，129，800円 枠連： 19，428，700円
馬連： 72，558，400円 馬単： 32，349，000円 ワイド： 75，989，500円
3連複： 116，670，300円 3連単： 112，909，900円 計： 547，138，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 290円 � 190円 � 430円 枠 連（6－6） 2，230円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，440円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 56，180円

票 数

単勝票数 計 551031 的中 � 43165（5番人気）
複勝票数 計 621298 的中 � 53870（5番人気）� 99109（2番人気）� 32627（9番人気）
枠連票数 計 194287 的中 （6－6） 6749（10番人気）
馬連票数 計 725584 的中 �� 26925（6番人気）
馬単票数 計 323490 的中 �� 4269（20番人気）
ワイド票数 計 759895 的中 �� 30258（3番人気）�� 7724（29番人気）�� 13706（13番人気）
3連複票数 計1166703 的中 ��� 8748（31番人気）
3連単票数 計1129099 的中 ��� 1457（179番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．1―48．4―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノシャーンス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．3．27生 牝3青鹿 母 タガノジョイナー 母母 タガノチャーリーズ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ザゴート号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ザゴート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウニタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月8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。



01029 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第5競走 2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

510 コレオグラファー 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 大谷 正嗣氏 高柳 大輔 日高 戸川牧場 478＋122：14．1 15．4�
（独）

611 トラストエムシー 牡3黒鹿56 藤岡 康太�コスモ・コスモ 北出 成人 安平 ノーザンファーム 444－ 42：14．31 20．1�
713 ウインルーティン 牡3芦 56 �島 克駿�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム B462－ 2 〃 クビ 16．3�
59 ル ナ ビ ス 牝3鹿 54 松山 弘平阿部東亜子氏 森田 直行 浦河 谷川牧場 462－102：14．4� 13．3�
23 コパノサントス 牡3青鹿56 岩田 望来小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464－ 62：14．61 34．6�
11 カズボニファシオ 牡3鹿 56 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 508＋ 62：14．7� 3．0	
714 カズピレウス 牡3鹿 56

54 △角田 大河合同会社雅苑興業 新谷 功一 新ひだか チャンピオンズファーム 442± 02：15．02 196．2

36 スズカハービン 牡3栗 56 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 462－ 4 〃 クビ 40．5�
12 ブルーペクトライト 牝3鹿 54 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 462－ 42：15．42� 8．8

（英）

24 ロコルルハーツ 牡3黒鹿 56
53 ▲今村 聖奈佐々木幸弘氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 468± 02：15．61 48．9�

48 ビルトインアデイ 牝3栗 54 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 むかわ 新井牧場 458＋ 2 〃 アタマ 423．2�
35 エンライトメント 牡3鹿 56 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 480± 0 〃 クビ 15．0�
816 ノレッジビューティ 牝3鹿 54 北村 友一�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 430－10 〃 ハナ 7．9�
715 ジュンフカリ 牡3鹿 56 坂井 瑠星河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 42：15．7� 24．5�
612 ウインエクラン 牡3栗 56 国分 優作�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 470－ 42：16．01� 145．8�
47 グラシリスティラ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 438－ 22：16．21� 4．3�

818 ララオーベルジュ 牝3黒鹿 54
53 ☆松本 大輝フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 460－ 82：16．3� 364．5�

（法942）

817 クリスタルゴールド 牡3栗 56 和田 竜二岡田 勇氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 478－ 2 〃 クビ 278．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 68，407，800円 複勝： 102，368，100円 枠連： 24，516，800円
馬連： 100，670，600円 馬単： 39，621，700円 ワイド： 120，033，500円
3連複： 183，258，400円 3連単： 167，952，000円 計： 806，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 520円 � 510円 � 420円 枠 連（5－6） 5，000円

馬 連 �� 16，830円 馬 単 �� 30，160円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 3，420円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 59，910円 3 連 単 ��� 361，320円

票 数

単勝票数 計 684078 的中 � 35416（7番人気）
複勝票数 計1023681 的中 � 51244（9番人気）� 52159（8番人気）� 65651（6番人気）
枠連票数 計 245168 的中 （5－6） 3794（18番人気）
馬連票数 計1006706 的中 �� 4633（51番人気）
馬単票数 計 396217 的中 �� 985（97番人気）
ワイド票数 計1200335 的中 �� 5968（54番人気）�� 9084（42番人気）�� 9505（40番人気）
3連複票数 計1832584 的中 ��� 2294（172番人気）
3連単票数 計1679520 的中 ��� 337（989番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―34．8―47．8―1：00．8―1：13．6―1：26．1―1：38．5―1：50．3―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3

・（9，16）（12，15）7（11，13）（1，14）（2，6，18）（3，4，17）10，5，8・（9，16，15）（7，12，10）13（11，1，17）（2，6，14）18，3（5，4）8
2
4

・（9，16）（7，12，15）（11，13）1，14（2，6，18）（3，4，17）（5，10）－8・（9，16，15）（7，12，10）13（11，17）（2，1，14）6（3，18）（5，4）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コレオグラファー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2022．7．24 福島10着

2020．3．17生 牡3鹿 母 ソルトオブジアース 母母 アシヤマダム 3戦1勝 賞金 6，020，000円
〔制裁〕 トラストエムシー号の騎手藤岡康太は，決勝線手前での御法（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。

01030 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走13時00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

34 ミッキーツインクル 牝3黒鹿54 D．イーガン 野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456 ―2：02．4 4．8�
（英）

59 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 534 ―2：02．51 1．8�
46 ヨシノクラウン 牡3鹿 56 団野 大成清水 義德氏 中尾 秀正 新ひだか 服部 牧場 476 ―2：02．6� 36．5�
11 アンバーホーク 牡3栗 56 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 蛯名 正義 新ひだか フジワラフアーム 530 ― 〃 アタマ 12．3�
814 ルージュアウラ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 西村 真幸 千歳 社台ファーム 434 ―2：02．7� 11．0	
22 リードブロー 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 524 ―2：02．8� 14．2


（独）

58 ツーウィング 牝3黒鹿54 �島 克駿増田 和啓氏 橋口 慎介 新冠 ハシモトフアーム 426 ―2：03．01� 21．0�
610 ルソルティール 牝3黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428 ―2：03．1� 12．1�
611 アーケイディア 牝3黒鹿 54

53 ☆角田 大和吉田 千津氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466 ―2：04．27 123．5
35 ミツルスピード 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真守内ひろ子氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496 ―2：04．41� 175．5�
713 フォルテカヴァロ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河猪又 晶介氏 石橋 守 浦河 三好牧場 478 ―2：04．61� 183．0�
23 ロイヤルバイオ 牝3黒鹿54 菱田 裕二バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B436 ―2：04．91� 68．6�
47 クーファアドーブス 牝3栗 54 武 豊大迫 正善氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 428 ―2：05．0� 20．3�
815 ヒ シ ア ン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星阿部 雅英氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490 ―2：05．74 37．0�
712 ウインガレオン 牡3芦 56 黒岩 悠�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 484 ―2：08．1大差 148．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，722，900円 複勝： 76，696，500円 枠連： 19，797，600円
馬連： 84，407，400円 馬単： 44，011，000円 ワイド： 92，185，700円
3連複： 133，276，100円 3連単： 163，059，800円 計： 691，157，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 120円 � 490円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，770円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 23，910円

票 数

単勝票数 計 777229 的中 � 128958（2番人気）
複勝票数 計 766965 的中 � 136270（2番人気）� 215009（1番人気）� 25004（9番人気）
枠連票数 計 197976 的中 （3－5） 25323（1番人気）
馬連票数 計 844074 的中 �� 114492（1番人気）
馬単票数 計 440110 的中 �� 20197（5番人気）
ワイド票数 計 921857 的中 �� 104298（1番人気）�� 11981（23番人気）�� 20416（14番人気）
3連複票数 計1332761 的中 ��� 20271（17番人気）
3連単票数 計1630598 的中 ��� 4943（68番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．8―12．9―12．5―12．5―12．3―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．5―37．3―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．5―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
1，14（6，15）11（2，8）7（5，4，9）3，10（12，13）
1，14（6，15）11（2，8）（5，7）（4，9）10，3，13＝12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーツインクル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Astronomer Royal 初出走

2020．2．29生 牝3黒鹿 母 テーブルロンド 母母 Tanzania 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※ミツルスピード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



01031 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，56�
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

35 ティントリップ 牝4黒鹿56 西村 淳也中村 祐子氏 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 482－ 21：12．8 4．8�
47 ルシャリーブル 牝5栗 56 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 430－ 6 〃 ハナ 12．6�
24 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 450＋ 41：12．9� 12．3�
815 ビーストアタック 牝4鹿 56 岩田 康誠 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B462－121：13．0� 3．4�
59 ルージュシェノン 牝4栗 56 D．イーガン �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 アタマ 4．3	

（英）

12 � プレイテシア 牝4栗 56
55 ☆亀田 温心水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 420－ 21：13．31� 68．8


23 ロックユアハート 牝4鹿 56
52 ★古川 奈穂青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 前谷 武志 454－ 41：13．51� 6．3�

36 メルテッドハニー 牝6黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 410± 01：13．6クビ 87．0�
510 スマイルバック 牝4青 56 藤岡 康太ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：14．02� 15．5
612 ア ド ゥ ー ル 牝4鹿 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 518－ 11：14．21� 180．1�
611 ヤマイチエスポ 牝4鹿 56 古川 吉洋森 和久氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 468＋14 〃 アタマ 67．0�
816� ア ザ ル 牝5栗 56

55 ☆泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B446＋ 81：14．41� 256．7�
11 � パルフェアンジュ 牝7栗 56 岩田 望来�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 482－ 61：14．61� 90．4�
713 カグラマツリウタ 牝4鹿 56 秋山真一郎�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 472＋ 61：15．13 42．1�
48 スマートプレジール 牝4鹿 56

52 ★永島まなみ大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 B478－ 61：15．52� 25．4�
714 グランデレジーナ 牝4鹿 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 茶木 太樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 4 〃 クビ 52．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，938，000円 複勝： 84，180，300円 枠連： 24，428，400円
馬連： 101，155，700円 馬単： 40，211，400円 ワイド： 104，795，400円
3連複： 167，037，100円 3連単： 170，644，700円 計： 749，391，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 340円 � 300円 枠 連（3－4） 2，340円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，000円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 13，610円 3 連 単 ��� 59，790円

票 数

単勝票数 計 569380 的中 � 93443（3番人気）
複勝票数 計 841803 的中 � 124007（3番人気）� 58720（7番人気）� 71065（5番人気）
枠連票数 計 244284 的中 （3－4） 8073（11番人気）
馬連票数 計1011557 的中 �� 21408（15番人気）
馬単票数 計 402114 的中 �� 4665（29番人気）
ワイド票数 計1047954 的中 �� 24777（15番人気）�� 27493（12番人気）�� 10252（26番人気）
3連複票数 計1670371 的中 ��� 9202（43番人気）
3連単票数 計1706447 的中 ��� 2069（196番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―47．1―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 3（5，13）9（8，10，15）11（1，2）16（4，14）（12，7）－6 4 3，5，13（8，10，9）（11，15）（1，2）（4，16）（12，14，7）6

勝馬の
紹 介

ティントリップ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．11．28 阪神1着

2019．2．24生 牝4黒鹿 母 レディルージュ 母母 サッカーマム 8戦2勝 賞金 23，870，000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 サミュエル号
※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。

01032 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第8競走 1，900�4歳以上1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 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

812 ウインザナドゥ 牡5栗 58 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 478－ 22：01．2 6．1�
33 グリューヴルム 牡4黒鹿57 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488－ 42：01．41� 3．4�

（独）

68 シ ャ ン バ ラ 牡4黒鹿57 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± 02：01．5クビ 1．9�

811 タマモエイトビート 牡4鹿 57 田中 健タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 518－ 62：01．81� 44．1�
710 ジョーコモド 牡4青鹿 57

55 △角田 大河上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 488－ 22：01．9� 33．0	
79 アークデトリオンフ 牡4鹿 57

56 ☆角田 大和藤井 一雄氏 角田 晃一 浦河 不二牧場 494± 02：02．43 132．2

55 ウ ラ エ ウ ス 牡5青 58

54 ★永島まなみ吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム B474＋ 82：03．46 17．9�
67 � シンゼンハット 牡4鹿 57

54 ▲今村 聖奈原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 456－ 92：03．5� 51．2�
44 タマモモンレーブ 牡4芦 57 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 502＋ 42：03．71� 54．0
56 � フ ロ イ ン グ 牡5鹿 58 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474－ 6 〃 ハナ 174．8�
22 バ イ ス �5鹿 58 岩田 望来ケーエスHD 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 B500－ 22：03．91� 11．1�
11 グランメテオール �5栗 58 D．イーガン �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B488＋ 42：05．28 38．0�

（英）

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，215，600円 複勝： 146，612，700円 枠連： 18，818，500円
馬連： 100，932，800円 馬単： 55，704，300円 ワイド： 106，292，700円
3連複： 178，888，600円 3連単： 266，790，100円 計： 945，255，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 1，210円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 320円 �� 250円 �� 150円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 712156 的中 � 92499（3番人気）
複勝票数 計1466127 的中 � 125803（3番人気）� 212122（2番人気）� 811493（1番人気）
枠連票数 計 188185 的中 （3－8） 12002（4番人気）
馬連票数 計1009328 的中 �� 62145（4番人気）
馬単票数 計 557043 的中 �� 13752（10番人気）
ワイド票数 計1062927 的中 �� 69592（4番人気）�� 100532（2番人気）�� 214642（1番人気）
3連複票数 計1788886 的中 ��� 234739（1番人気）
3連単票数 計2667901 的中 ��� 26624（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．1―31．3―44．8―58．0―1：10．8―1：23．4―1：36．1―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインザナドゥ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．7．12 福島9着

2018．4．23生 牡5栗 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 16戦2勝 賞金 31，168，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 タマモエイトビート号の騎手田中健は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 ナムラショウグン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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。



01033 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第9競走 ��1，800�
の う び

濃 尾 特 別
発走14時35分 （ダート・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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

36 ジ ロ ー 牡6鹿 58 水口 優也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 482＋ 21：54．0 65．9�
713 シンヨモギネス 牡5鹿 58 吉田 隼人岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 0 〃 クビ 8．0�
510� スナークレジスト 牡6鹿 58 永島まなみ杉本 豊氏 川村 禎彦 浦河 高昭牧場 508＋ 61：54．1クビ 102．2�
11 タガノエスコート 牡4鹿 57 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 4 〃 クビ 3．7�
816 タイセイエピソード 牡4栗 57 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：54．3� 23．0�
59 ヴォルゴグラード 牡4鹿 57 D．イーガン �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B512＋ 21：54．83 5．6	

（英）

23 ピ オ ノ ノ 牡6黒鹿58 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス
 奥村 武 安平 ノーザンファーム B526＋ 2 〃 クビ 26．5�

611 メイショウゲキリン 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520＋ 81：55．0� 4．6�
35 ラッキーモー �5鹿 58 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 452－ 41：55．32 21．4

（独）

24 シュルレアリスト 牡5鹿 58 和田 竜二
G1レーシング 中村 直也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 41：55．72 59．0�

48 ダイシンピスケス 牡5鹿 58 福永 祐一大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 512＋14 〃 クビ 6．7�
12 ナムラゴロフキン 牡6鹿 58 国分 優作奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 524＋ 81：56．23 88．9�
612� ビヨンドザシーン 牡5黒鹿58 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 466－ 21：56．3	 18．8�
47 マイネルタイムリー 牡5青鹿58 森 裕太朗 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B500－ 41：56．4クビ 340．1�
815 スズカマジェスタ 牡4栗 57 武 豊永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 438＋ 61：56．61
 15．4�
714 ドンレパルス 牡4栗 57 団野 大成山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B514＋ 41：58．7大差 75．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，994，600円 複勝： 98，443，400円 枠連： 27，837，300円
馬連： 154，395，300円 馬単： 53，044，900円 ワイド： 135，560，100円
3連複： 265，389，100円 3連単： 259，966，500円 計： 1，062，631，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，590円 複 勝 � 1，180円 � 270円 � 2，850円 枠 連（3－7） 6，880円

馬 連 �� 23，510円 馬 単 �� 62，060円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 35，250円 �� 12，060円

3 連 複 ��� 444，280円 3 連 単 ��� 2，581，850円

票 数

単勝票数 計 679946 的中 � 8252（12番人気）
複勝票数 計 984434 的中 � 20358（11番人気）� 114087（4番人気）� 8092（15番人気）
枠連票数 計 278373 的中 （3－7） 3135（28番人気）
馬連票数 計1543953 的中 �� 5089（55番人気）
馬単票数 計 530449 的中 �� 641（127番人気）
ワイド票数 計1355601 的中 �� 7893（45番人気）�� 987（107番人気）�� 2897（79番人気）
3連複票数 計2653891 的中 ��� 448（407番人気）
3連単票数 計2599665 的中 ��� 73（2379番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．6―13．0―12．8―12．5―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．7―49．7―1：02．5―1：15．0―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
14，9（1，11）（4，16）（2，7，15）5，12，8，6（10，13）3・（14，9，3）（11，13）（1，15）16（2，4，7，5，8）（6，12，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ロ ー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．10．5 京都6着

2017．2．26生 牡6鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 29戦3勝 賞金 57，076，000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。

01034 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

しんしゅん

新春ステークス
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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

67 ヒメノカリス 牝6鹿 56 D．イーガン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：20．1 8．7�
（英）

79 サトノラムセス 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ 里見 治氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 ハナ 19．8�
（独）

810 ソ ウ テ ン 牡4鹿 57 藤岡 佑介林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 8．6�
44 メイショウホシアイ 牝5栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 490－ 41：20．31� 6．2�
78 ア ビ エ ル ト 牡6鹿 58 荻野 極野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 498－ 21：20．61	 60．7�
811 ショウナンアレス 牡5鹿 58 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 542＋ 41：20．7
 12．7	
11 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 472＋121：21．12
 15．6

33 � サマートゥリスト 牝5黒鹿56 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 482＋ 6 〃 ハナ 3．1�
22 トーホウディアス 牡5栗 58 秋山真一郎東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 462＋ 21：21．2クビ 12．1
55 ミスボニータ 牝4青 55 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 462＋12 〃 ハナ 4．6�
66 カバーガール 牝5黒鹿56 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 480－ 41：21．52 31．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 95，598，300円 複勝： 125，725，400円 枠連： 30，578，400円
馬連： 191，969，300円 馬単： 72，893，400円 ワイド： 162，832，100円
3連複： 308，954，900円 3連単： 360，004，600円 計： 1，348，556，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 560円 � 260円 枠 連（6－7） 3，700円

馬 連 �� 8，050円 馬 単 �� 13，450円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，220円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 22，820円 3 連 単 ��� 134，330円

票 数

単勝票数 計 955983 的中 � 87386（5番人気）
複勝票数 計1257254 的中 � 135107（5番人気）� 51784（9番人気）� 136774（4番人気）
枠連票数 計 305784 的中 （6－7） 6390（19番人気）
馬連票数 計1919693 的中 �� 18459（32番人気）
馬単票数 計 728934 的中 �� 4062（58番人気）
ワイド票数 計1628321 的中 �� 22766（28番人気）�� 35161（17番人気）�� 13850（38番人気）
3連複票数 計3089549 的中 ��� 10152（89番人気）
3連単票数 計3600046 的中 ��� 1943（487番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．4―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．3―56．6―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒメノカリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2019．11．30 阪神3着

2017．4．1生 牝6鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 19戦4勝 賞金 60，426，000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。

３レース目１レース目



01035 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第57回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

22 ライトクオンタム 牝3青鹿54 武 豊 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 428＋ 21：33．7 3．0�
77 	 ペースセッティング 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 安田 隆行 英 Northern

Farm 486－ 41：33．81 5．4�
（独）

44 トーホウガレオン 牡3鹿 56 福永 祐一東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：34．01 6．8�
33 スズカダブル 牡3栗 56 
島 克駿永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 494＋ 2 〃 クビ 9．7�
11 サンライズピース 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 486－ 41：34．21 16．0	
66 シンゼンイズモ 牡3鹿 56 浜中 俊原 司郎氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 500＋ 61：34．83� 56．4

55 ク フ ァ シ ル 牡3青鹿56 D．イーガン �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．01 2．4�

（英）

（7頭）

売 得 金
単勝： 440，553，100円 複勝： 299，453，800円 枠連： 発売なし 馬連： 736，783，100円 馬単： 396，125，400円
ワイド： 475，908，500円 3連複： 999，755，900円 3連単： 3，027，008，000円 5重勝： 658，470，600円 計： 7，034，058，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 390円 �� 370円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，520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����� 13，169，410円

票 数

単勝票数 計4405531 的中 � 1140314（2番人気）
複勝票数 計2994538 的中 � 692157（2番人気）� 436500（4番人気）
馬連票数 計7367831 的中 �� 584963（5番人気）
馬単票数 計3961254 的中 �� 199159（6番人気）
ワイド票数 計4759085 的中 �� 330224（6番人気）�� 354640（4番人気）�� 299613（7番人気）
3連複票数 計9997559 的中 ��� 579619（5番人気）
3連単票数 計30270080 的中 ��� 397206（18番人気）
5重勝票数 計6584706 的中 ����� 35

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．8―46．3―58．1―1：09．6―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．6

3 7，5＝（3，4）－2（1，6）
2
4
7，5，3，4－2，1－6
7－5－4，3，2（1，6）

勝馬の
紹 介

ライトクオンタム �

父 ディープインパクト �


母父 Quality Road デビュー 2022．11．12 東京1着

2020．2．4生 牝3青鹿 母 イルミナント 母母 Sparkling Number 2戦2勝 賞金 47，308，000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。

01036 1月8日 晴 良 （5中京1） 第3日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時20分 （芝・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
1：06．2
1：05．8

良
良

813 ド グ マ 牡4鹿 58 武 豊広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 490＋221：08．7 6．5�
57 ブッシュガーデン 牝4黒鹿56 松山 弘平�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466＋ 2 〃 クビ 2．3�
710 ワンダーカタリナ 牡6鹿 58 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 520＋ 21：09．01� 4．6�
69 	 メイショウイジゲン 牡5芦 58

57 ☆角田 大和松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448± 01：09．1クビ 227．8�
68 セ イ レ ー ン 牝5栗 56

52 ★永島まなみ浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 406－ 81：09．2
 54．9	
11 ガ リ レ イ �6鹿 58 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 518－ 21：09．3
 6．6

44 サトノルーチェ 牝5鹿 56 斎藤 新里見 治氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 アタマ 8．4�
45 テーオーディエス 牝5鹿 56

53 ▲川端 海翼小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット
ファーム 442－ 21：09．4� 36．3�

33 デルマカンノン 牝5鹿 56 �島 克駿浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 458± 01：09．5� 18．5
812 テーオーメアリー 牝5鹿 56 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 6 〃 ハナ 84．5�
711	 リーゼントフラム 牡6鹿 58

54 ★古川 奈穂三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 486＋12 〃 ハナ 18．9�
22 	 ナ サ 牝5黒鹿 56

54 △角田 大河杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 B462± 01：10．13
 46．3�
56 	 ベッサラビア �6鹿 58 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B452＋ 41：11．27 249．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 127，710，900円 複勝： 135，814，500円 枠連： 37，111，100円
馬連： 209，199，600円 馬単： 85，163，800円 ワイド： 201，103，800円
3連複： 349，696，200円 3連単： 455，851，800円 計： 1，601，651，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 130円 � 150円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 400円 �� 600円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計1277109 的中 � 156843（3番人気）
複勝票数 計1358145 的中 � 142651（5番人気）� 306531（1番人気）� 249316（2番人気）
枠連票数 計 371111 的中 （5－8） 37321（2番人気）
馬連票数 計2091996 的中 �� 181935（3番人気）
馬単票数 計 851638 的中 �� 32343（6番人気）
ワイド票数 計2011038 的中 �� 129161（4番人気）�� 80520（8番人気）�� 164376（1番人気）
3連複票数 計3496962 的中 ��� 166115（4番人気）
3連単票数 計4558518 的中 ��� 38406（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―11．3―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．0―45．3―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 6－7（2，8）9，13（1，11）12－（4，3）（5，10） 4 6－7（2，8）9，13（1，11）12（4，5，10，3）

勝馬の
紹 介

ド グ マ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．8．15 小倉1着

2019．3．10生 牡4鹿 母 ショウナンカラット 母母 ニュースヴァリュー 10戦3勝 賞金 37，080，000円
〔発走状況〕 ガリレイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ガリレイ号は，発走調教再審査。

５レース目



（5中京1）第3日 1月8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
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

258，250，000円
39，670，000円
1，440，000円
28，840，000円
75，080，000円
4，684，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，261，492，000円
1，389，026，700円
251，695，700円
2，008，030，100円
943，779，900円
1，760，117，500円
3，172，596，100円
5，516，688，100円
658，470，600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
5 重 勝
計 16，961，896，700円

総入場人員 9，843名 （有料入場人員 9，504名）
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