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01073 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第1競走 1，900�3歳未勝利
発走10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

813 ソッコータルマカ 牡3鹿 56 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 B512－122：02．2 4．3�
45 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 498－ 22：03．79 2．7�
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 B456－ 22：03．91 11．0�
44 サイレンスゴールド 牡3鹿 56 荻野 極辻子 依旦氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 510－ 42：04．32� 38．4�
56 ホッコーソムニウム 牡3黒鹿56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 484＋ 2 〃 クビ 7．7�
812 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 B504－ 42：04．4� 3．6	
22 ライトライズライト 牡3栗 56 岩田 康誠 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 浦河 谷口牧場 468± 02：05．14 84．3

711 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 502－ 42：05．52� 46．5�
33 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 478－ 22：05．92� 140．6�
68 アンダーザフラッグ 牡3栗 56 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 466－ 42：06．64 323．3
710 スカイゲイザー 牡3鹿 56 D．イーガン �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 42：07．45 33．2�

（英）

69 ベルオブピース 牡3栗 56 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋142：08．67 16．7�
57 ビ ネ ッ サ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希神田 宏治氏 中竹 和也 新ひだか 坂本 智広 448－ 42：10．08 483．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 39，081，500円 複勝： 55，202，500円 枠連： 12，234，100円
馬連： 53，534，900円 馬単： 25，483，500円 ワイド： 53，627，600円
3連複： 89，018，300円 3連単： 94，610，100円 計： 422，792，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（4－8） 230円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 340円 �� 810円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 390815 的中 � 72228（3番人気）
複勝票数 計 552025 的中 � 72508（3番人気）� 178670（1番人気）� 49963（5番人気）
枠連票数 計 122341 的中 （4－8） 40633（1番人気）
馬連票数 計 535349 的中 �� 51529（2番人気）
馬単票数 計 254835 的中 �� 12790（4番人気）
ワイド票数 計 536276 的中 �� 42673（2番人気）�� 15485（11番人気）�� 34891（5番人気）
3連複票数 計 890183 的中 ��� 36091（6番人気）
3連単票数 計 946101 的中 ��� 8176（23番人気）

ハロンタイム 7．5―11．3―12．0―14．8―13．5―12．4―13．0―13．0―12．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．8―30．8―45．6―59．1―1：11．5―1：24．5―1：37．5―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソッコータルマカ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．9．19 中京4着

2020．2．3生 牡3鹿 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 3戦1勝 賞金 7，120，000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〕 スカイゲイザー号・ベルオブピース号・ビネッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年2月21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。

01074 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第2競走 1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

68 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 506－ 81：13．6 2．1�
79 ボ ナ ン ザ 牡3鹿 56 福永 祐一幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 浦新 徳司 480－ 41：14．23� 3．5�
33 レヴィアタン 牡3鹿 56 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 浦河 荻伏三好フ

アーム 488± 01：14．52 5．5�
710 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 474＋ 21：14．6� 27．7�
55 タガノロビンソン 牡3栗 56 岩田 康誠八木 昌司氏 宮 徹 浦河 杵臼牧場 478＋ 21：15．02� 14．2�
56 クリノクリスタル 牝3芦 54

53 ☆小沢 大仁栗本 守氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 456± 0 〃 ハナ 74．3	
811 メイショウライジン 牡3鹿 56 武 豊松本 好
氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 4 〃 ハナ 5．9�
22 ロサムンディー 牝3黒鹿54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 440－141：15．85 376．5�
11 テイエムチョウテン 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 日高テイエム

牧場株式会社 B504＋ 6 〃 ハナ 72．4
67 タケルルーク 牡3芦 56 岩田 望来森 保彦氏 小島 茂之 浦河 栄進牧場 454± 01：16．33 55．2�
812 エーデルシュタイン 牝3黒鹿54 国分 恭介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 386＋ 2 〃 アタマ 468．1�
44 ジャッカルズサン 牡3黒鹿56 菱田 裕二木部 厳生氏 浅野洋一郎 日高 木部ファーム 422－ 4 〃 ハナ 402．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，945，900円 複勝： 43，164，300円 枠連： 6，545，200円
馬連： 46，834，400円 馬単： 22，407，000円 ワイド： 43，728，000円
3連複： 65，729，300円 3連単： 90，374，300円 計： 351，728，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 329459 的中 � 121999（1番人気）
複勝票数 計 431643 的中 � 114168（1番人気）� 98689（2番人気）� 71948（3番人気）
枠連票数 計 65452 的中 （6－7） 13681（1番人気）
馬連票数 計 468344 的中 �� 89869（1番人気）
馬単票数 計 224070 的中 �� 25092（1番人気）
ワイド票数 計 437280 的中 �� 72569（1番人気）�� 46749（2番人気）�� 38108（4番人気）
3連複票数 計 657293 的中 ��� 86395（1番人気）
3連単票数 計 903743 的中 ��� 36506（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．1―12．0―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ガ ル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 New Approach デビュー 2022．11．12 阪神9着

2020．3．7生 牡3青鹿 母 ア タ ブ 母母 Moon’s Whisper 4戦1勝 賞金 8，430，000円
〔3走成績による出走制限〕 エーデルシュタイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年3月21日まで平地競走に出走

できない。

第１回 中京競馬 第７日



01075 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第3競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時00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

815 メイトースイ 牡3栗 56
52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 404 ―1：57．9 54．3�

23 ギャングスター 牡3鹿 56 岩田 康誠川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442 ―1：58．11 23．8�
510 ヴァリージア 牡3栗 56 D．イーガン 早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 クビ 9．6�

（英）

714 エーティータキオン 牡3鹿 56 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 日高 シンボリ牧場 422 ―1：58．41� 140．2�
36 ブルーアーカイブ 牡3鹿 56 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 502 ―1：58．5� 4．8�
713 ハートフルアース 牡3栗 56 武 豊 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 新ひだか 八田ファーム 478 ―1：59．03 4．4	
612 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 ―1：59．74 28．1

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 476 ―1：59．9� 10．7�
816 ダ ビ デ ィ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 480 ― 〃 クビ 42．6�
59 ポルコスピーノ 牝3黒鹿54 川須 栄彦子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518 ―2：01．07 4．3
35 ロッキープラネット 牡3鹿 56 福永 祐一犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 556 ―2：01．42� 17．9�
48 ニホンピロシーガー 牡3鹿 56 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 446 ―2：01．5クビ 186．5�
47 ジュエルプリンス 牡3鹿 56 酒井 学杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 502 ―2：01．71� 39．6�
12 ロードトラスト 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 488 ―2：02．12� 8．5�
24 クリノスラッガー 牡3鹿 56 岩田 望来栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 542 ―2：02．2� 16．4�
11 エナジースイッチ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 宮内牧場 452 ―2：02．94 164．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，169，500円 複勝： 39，654，300円 枠連： 11，611，200円
馬連： 44，013，400円 馬単： 18，092，100円 ワイド： 42，219，900円
3連複： 65，224，900円 3連単： 62，017，200円 計： 314，002，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，430円 複 勝 � 1，100円 � 710円 � 350円 枠 連（2－8） 8，330円

馬 連 �� 60，800円 馬 単 �� 102，790円

ワ イ ド �� 15，730円 �� 8，980円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 161，440円 3 連 単 ��� 1，665，270円

票 数

単勝票数 計 311695 的中 � 4585（13番人気）
複勝票数 計 396543 的中 � 8835（12番人気）� 14217（9番人気）� 32503（6番人気）
枠連票数 計 116112 的中 （2－8） 1080（25番人気）
馬連票数 計 440134 的中 �� 561（87番人気）
馬単票数 計 180921 的中 �� 132（164番人気）
ワイド票数 計 422199 的中 �� 687（84番人気）�� 1207（66番人気）�� 4013（31番人気）
3連複票数 計 652249 的中 ��� 303（281番人気）
3連単票数 計 620172 的中 ��� 27（2090番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．6―51．5―1：04．5―1：17．7―1：31．4―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．2
1
3
6，13－（4，12）11－3（7，15）－1（5，16）（9，14）（2，8）－10・（6，13）11－（4，12，15）－（3，7）（16，9）14－8（1，5，10）＝2

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

勝馬の
紹 介

メイトースイ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2020．5．14生 牡3栗 母 ム ー ド ン 母母 マルラニビスティー 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ジュエルプリンス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ジュエルプリンス号は，発走調教再審査。
※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 カビーリア号
※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。

01076 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第4競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走11時30分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

77 ゼットリアン 牡3鹿 56 �島 克駿�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 41：25．4 16．9�
55 マ ホ ロ バ 牡3黒鹿56 M．デムーロ�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 平山牧場 512＋121：25．61� 33．5�
11 ロードフォンス 牡3鹿 56 西村 淳也 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム B464－ 6 〃 クビ 4．4�
89 エミサキホコル 牡3黒鹿56 和田 竜二亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 496＋ 61：25．81 10．6�
33 シンゼンイズモ 牡3鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 502＋ 21：25．9� 53．0	
66 キョウエイゲイル 牡3鹿 56 高倉 稜田中 晴夫氏 田中 克典 新ひだか 藤沢牧場 474± 01：26．0� 15．2

44 ドンアミティエ 牡3黒鹿56 松山 弘平山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 村田牧場 488－ 21：26．32 3．5�
88 � インヒズアイズ 牝3芦 54 坂井 瑠星江馬 由将氏 矢作 芳人 米 Kings and

Queens Farm 468± 01：26．93� 2．2�
22 ダンテバローズ 牡3鹿 56 岩田 望来猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 510＋101：27．0	 23．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，122，300円 複勝： 50，835，400円 枠連： 6，788，500円
馬連： 47，152，700円 馬単： 23，684，700円 ワイド： 45，890，400円
3連複： 68，246，500円 3連単： 102，438，700円 計： 391，159，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 290円 � 830円 � 160円 枠 連（5－7） 10，840円

馬 連 �� 16，310円 馬 単 �� 34，420円

ワ イ ド �� 4，150円 �� 840円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 17，930円 3 連 単 ��� 168，400円

票 数

単勝票数 計 461223 的中 � 21805（6番人気）
複勝票数 計 508354 的中 � 43898（5番人気）� 12326（8番人気）� 103378（2番人気）
枠連票数 計 67885 的中 （5－7） 485（21番人気）
馬連票数 計 471527 的中 �� 2240（31番人気）
馬単票数 計 236847 的中 �� 516（63番人気）
ワイド票数 計 458904 的中 �� 2762（31番人気）�� 14611（10番人気）�� 5944（21番人気）
3連複票数 計 682465 的中 ��� 2854（51番人気）
3連単票数 計1024387 的中 ��� 441（346番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．3―47．8―1：00．6―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼットリアン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．9 阪神2着

2020．5．13生 牡3鹿 母 ネオシルヴィア 母母 トレヴィサンライズ 4戦2勝 賞金 15，800，000円



01077 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

78 マテンロウアルテ 牝3黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 坂口 智康 日高 下河辺牧場 480－ 22：01．9 1．8�
22 アグラシアド 牝3鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース� 中村 直也 新ひだか 矢野牧場 468＋ 8 〃 アタマ 4．5�
66 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 412－ 62：02．11� 21．3�
810 パ ス カ リ 牝3鹿 54 和田 竜二�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 458－ 62：02．41� 9．4�
33 スリーミスラピス 牝3鹿 54 吉田 隼人永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 B470＋ 62：02．5� 11．5�
79 テーオーシルビア 牝3鹿 54 岩田 康誠小笹 公也氏 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 482－ 22：02．6クビ 6．5	
55 アルマドゥーラ 牝3鹿 54 菱田 裕二田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 奥山牧場 448－ 62：03．02� 288．9

811 デューデット 牝3鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 82：03．74 24．4�
11 ホープアイランド 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 432－ 22：04．44 126．3�
67 ウインヴィオラ 牝3芦 54 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 472－102：04．93 25．3
44 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 488－ 22：09．7大差 79．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，550，500円 複勝： 68，722，300円 枠連： 9，599，900円
馬連： 54，695，900円 馬単： 26，224，200円 ワイド： 58，611，700円
3連複： 81，426，600円 3連単： 109，306，500円 計： 458，137，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 200円 �� 540円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 495505 的中 � 210653（1番人気）
複勝票数 計 687223 的中 � 291772（1番人気）� 112835（2番人気）� 34587（6番人気）
枠連票数 計 95999 的中 （2－7） 20117（1番人気）
馬連票数 計 546959 的中 �� 93163（1番人気）
馬単票数 計 262242 的中 �� 29931（1番人気）
ワイド票数 計 586117 的中 �� 91329（1番人気）�� 25320（8番人気）�� 14527（12番人気）
3連複票数 計 814266 的中 ��� 33494（6番人気）
3連単票数 計1093065 的中 ��� 16593（9番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．7―12．5―12．6―12．4―12．5―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．3―48．8―1：01．4―1：13．8―1：26．3―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
8（1，4）（2，10）（3，6）－（9，11）－5＝7・（8，4）（1，10）2，3（11，6，7）9，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウアルテ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2022．11．27 阪神3着

2020．3．17生 牝3黒鹿 母 スキーホリデー 母母 Winter Morning 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒシアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月21日まで平地競走に出

走できない。

01078 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第6競走 1，600�3歳未勝利
発走12時55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

55 シャドウフューリー 牡3栗 56 松山 弘平飯塚 知一氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 462－ 21：35．5 2．1�
810 ル カ ン 牝3黒鹿54 �島 克駿小林 昌子氏 安田 翔伍 安平 追分ファーム 416－ 21：35．71� 3．0�
811 ア ラ メ ダ 牝3青鹿54 D．イーガン 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 436－ 61：35．81 4．7�
（英）

44 デイトナモード 牡3鹿 56 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋121：35．9� 11．5�
22 アンスリウム 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：36．53� 11．4	
78 ニホンピロアリー 牝3黒鹿54 吉田 隼人小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 420－ 41：36．6� 51．8

67 マインインパクト 牝3栗 54 松田 大作峰 哲馬氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440－ 41：37．12� 245．0�
11 ツィスカリーゼ 牡3黒鹿56 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434－ 6 〃 クビ 62．3�
79 コーヒーカフェ 牡3黒鹿56 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 斉藤英牧場 456＋ 21：37．31� 256．6
66 ミツルスピード 牡3鹿 56

54 △角田 大河守内ひろ子氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488－ 81：37．4� 129．5�
33 ラブファントム 牡3芦 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458－ 21：38．25 262．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 47，227，700円 複勝： 89，736，200円 枠連： 10，196，400円
馬連： 48，758，600円 馬単： 30，505，300円 ワイド： 45，686，500円
3連複： 76，899，300円 3連単： 135，453，600円 計： 484，463，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（5－8） 180円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 210円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 472277 的中 � 179770（1番人気）
複勝票数 計 897362 的中 � 561595（1番人気）� 112249（2番人気）� 75486（3番人気）
枠連票数 計 101964 的中 （5－8） 41630（1番人気）
馬連票数 計 487586 的中 �� 115868（1番人気）
馬単票数 計 305053 的中 �� 39237（1番人気）
ワイド票数 計 456865 的中 �� 85857（1番人気）�� 67165（2番人気）�� 49295（3番人気）
3連複票数 計 768993 的中 ��� 179293（1番人気）
3連単票数 計1354536 的中 ��� 73893（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．4―36．5―48．7―1：01．0―1：12．6―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

シャドウフューリー �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Pleasantly Perfect デビュー 2022．7．3 小倉5着

2020．4．14生 牡3栗 母 コージーロージー 母母 Felidia 6戦1勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 ツィスカリーゼ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ラブファントム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年3月21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。



01079 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第7競走 ��1，900�4歳以上2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 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

47 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 508－ 22：00．4 1．8�
816 セ レ ッ ソ 牝4黒鹿55 川田 将雅中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 42：00．5クビ 6．1�
12 メイショウゲキリン 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B530＋102：00．92� 6．2�
48 セブンスレター 牡4鹿 57 松田 大作熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 490－ 22：01．32� 22．4�
611 アスクビックスター 牡4鹿 57

53 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 476＋ 4 〃 クビ 10．7�
35 クリーンドリーム 牡5芦 58 西村 淳也石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480－ 82：01．4� 35．9	
714 アシタガアルサ 牡5栗 58 吉田 隼人千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B468－122：01．71� 80．2

59 エルディアブロ 牡5黒鹿 58

57 ☆小沢 大仁 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B452－ 42：01．8� 89．7�
36 テイエムファクター 牡4鹿 57

55 △角田 大河竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 462＋ 22：01．9� 24．2
612 ミエノナイスガイ 牡4鹿 57 川島 信二里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 B472± 02：02．11 315．7�
24 カフェキング 牡6黒鹿58 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B478－ 22：02．2� 88．3�
815 クリノナイスガイ �6栗 58 和田 竜二栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 472－ 22：02．3� 23．4�
713 トップリーチ 牡6黒鹿58 川須 栄彦紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 464－ 6 〃 アタマ 432．4�
510 サンバデジャネイロ 牝5黒鹿56 岩田 望来幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B452± 0 〃 クビ 217．9�
11 プルモナリア 牝5栗 56 	島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 474－ 42：02．51
 47．5�
23 アドマイヤベネラ 牡6黒鹿58 D．イーガン 近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 508± 02：04．09 13．0�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，438，900円 複勝： 76，254，600円 枠連： 13，741，800円
馬連： 67，598，400円 馬単： 28，895，200円 ワイド： 67，147，800円
3連複： 113，243，900円 3連単： 122，123，200円 計： 539，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 504389 的中 � 215883（1番人気）
複勝票数 計 762546 的中 � 335138（1番人気）� 83514（2番人気）� 79085（3番人気）
枠連票数 計 137418 的中 （4－8） 24929（1番人気）
馬連票数 計 675984 的中 �� 79685（2番人気）
馬単票数 計 288952 的中 �� 22143（2番人気）
ワイド票数 計 671478 的中 �� 59439（2番人気）�� 62452（1番人気）�� 24128（6番人気）
3連複票数 計1132439 的中 ��� 66683（1番人気）
3連単票数 計1221232 的中 ��� 22715（2番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．5―13．4―12．8―12．8―12．9―13．1―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．0―43．4―56．2―1：09．0―1：21．9―1：35．0―1：47．6

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

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

勝馬の
紹 介

レッドファーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．10．9 阪神8着

2019．1．25生 牡4鹿 母 プラヤデシエルタ 母母 Puerto Azul 11戦3勝 賞金 33，600，000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 ナムラゴロフキン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01080 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7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，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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611� タイミングナウ �7鹿 58 武 豊�キーファーズ 四位 洋文 米 KatieRich
Farms 486± 01：25．5 8．6�

24 � カズプレスト 牡4鹿 57 川田 将雅合同会社雅苑興業 高柳 大輔 新ひだか 稲葉牧場 530＋ 6 〃 クビ 3．0�
713 ヴ ア ー サ 牡5青 58 坂井 瑠星本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 矢野牧場 470＋ 41：25．81
 5．9�
11 ラ キ 牝6鹿 56 西村 淳也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 482－ 8 〃 ハナ 55．2�
12 � ウ ラ ヤ 牡4栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 野中 賢二 英 Godolphin 486＋ 81：25．9クビ 7．3�
23 � タガノトランキーロ 牡6鹿 58 横山 典弘八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 21：26．0
 58．8	
36 モ ナ ル ヒ 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 474＋ 4 〃 ハナ 13．9

612 ジェイエルエース 牝4栗 55 藤懸 貴志橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 478－ 81：26．21� 20．3�
35 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－ 6 〃 ハナ 43．5�
47 メイショウフンケイ 牡5栗 58

56 △角田 大河松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 530＋ 61：26．73 4．4
48 カジュフェイス 牡4鹿 57 菱田 裕二 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 502＋22 〃 クビ 21．2�
714� メイショウストーム �5鹿 58

57 ☆小沢 大仁松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468± 01：26．8クビ 166．0�
815 ニホンピロオーセン 牡4黒鹿57 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 504＋121：27．65 63．3�
59 テーオーポシブル �7鹿 58 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B480＋101：27．92 109．9�
510 スンヌンタイ 牝4鹿 55 荻野 極田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 496－ 41：29．17 86．6�
816 ダイシンウィット 牡6栗 58 	島 克駿大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B502± 01：29．41� 230．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，509，200円 複勝： 77，549，600円 枠連： 14，610，800円
馬連： 82，633，300円 馬単： 29，974，900円 ワイド： 80，414，000円
3連複： 142，187，900円 3連単： 126，678，600円 計： 607，558，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 210円 � 140円 � 170円 枠 連（2－6） 920円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 530円 �� 500円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 14，370円

票 数

単勝票数 計 535092 的中 � 49483（5番人気）
複勝票数 計 775496 的中 � 83073（4番人気）� 161058（1番人気）� 119947（2番人気）
枠連票数 計 146108 的中 （2－6） 12304（2番人気）
馬連票数 計 826333 的中 �� 43127（4番人気）
馬単票数 計 299749 的中 �� 5987（14番人気）
ワイド票数 計 804140 的中 �� 38490（5番人気）�� 40433（3番人気）�� 49681（1番人気）
3連複票数 計1421879 的中 ��� 49724（1番人気）
3連単票数 計1266786 的中 ��� 6387（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―47．0―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．5
3 8（10，11）（4，12，15）（6，16）7，5，2－（3，13）1－（9，14） 4 8（10，11）（4，12）15（7，6）（2，5，16）13（1，3）－9，14

勝馬の
紹 介

�タイミングナウ �
�
父 Tapit �

�
母父 Include デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．2．20生 �7鹿 母 Her Smile 母母 Hepburn 21戦3勝 賞金 59，071，000円
〔制裁〕 ヴアーサ号の騎手坂井瑠星は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

ジェイエルエース号の騎手藤懸貴志は，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：2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） 2頭 ジョイウイン号・フォックススリープ号



01081 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

えんしゅうなだ

遠州灘ステークス
発走14時25分 （ダート・左）
牝，4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳55�5歳以上56�

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

48 アーテルアストレア 牝4青鹿55 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 21：54．4 11．6�

24 ステイブルアスク 牝5栗 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 444＋ 81：54．5� 2．2�
47 シ ダ ー 牝4鹿 55 松山 弘平ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B490＋ 41：54．82 4．3�
23 	 ルーチェット 牝5鹿 56 荻野 極前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 472－121：54．9� 48．3�
12 カラフルキューブ 牝4鹿 55 吉田 隼人�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 41：55．0� 10．6�
59 ド ラ イ ゼ 牝4栗 55 川田 将雅 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 500± 01：55．21 4．7

11 クインズバジル 牝5鹿 56 古川 吉洋 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 6 〃 クビ 38．2�
713 キングスフィリア 牝5黒鹿56 酒井 学 	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 422＋ 21：55．3
 52．8�
35 � ブルーカルセドニー 牝5鹿 56 M．デムーロ KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 B444－ 81：55．51 81．1
612 ラグラスドシエル 牝5黒鹿56 岩田 望来 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 474＋ 4 〃 クビ 159．7�
36 ランスオブアース 牝5青鹿56 武 豊五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486－ 4 〃 アタマ 18．6�
714 メガキャット 牝5栗 56 川須 栄彦中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 538＋101：55．6クビ 110．2�
510 ギブミーラブ 牝5鹿 56 D．イーガン �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B492＋ 61：55．81� 151．4�

（英）

611 フェアリーグルーヴ 牝6鹿 56 西村 淳也 	サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：56．11
 238．3�
816 アイリッシュムーン 牝5栗 56 島 克駿�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム B486± 01：56．2
 29．7�

（15頭）
815 ク レ デ ン ザ 牝6芦 56 岩田 康誠�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 464＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 66，755，600円 複勝： 90，778，400円 枠連： 21，237，200円
馬連： 102，494，900円 馬単： 40，001，200円 ワイド： 98，458，600円
3連複： 156，161，400円 3連単： 166，883，800円 計： 742，771，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 210円 � 110円 � 160円 枠 連（2－4） 420円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 440円 �� 750円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 14，270円

票 数

単勝票数 差引計 667556（返還計 13364） 的中 � 45882（5番人気）
複勝票数 差引計 907784（返還計 24814） 的中 � 82102（5番人気）� 278010（1番人気）� 133692（3番人気）
枠連票数 差引計 212372（返還計 786） 的中 （2－4） 38926（1番人気）
馬連票数 差引計1024949（返還計 62378） 的中 �� 64630（5番人気）
馬単票数 差引計 400012（返還計 21879） 的中 �� 9227（10番人気）
ワイド票数 差引計 984586（返還計 66641） 的中 �� 54292（5番人気）�� 29398（7番人気）�� 130445（1番人気）
3連複票数 差引計1561614（返還計194767） 的中 ��� 73075（3番人気）
3連単票数 差引計1668838（返還計204994） 的中 ��� 8478（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．7―50．6―1：03．3―1：16．2―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アーテルアストレア �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．9．25 中京10着

2019．2．7生 牝4青鹿 母 スターズインヘヴン 母母 ハンドレッドスコア 10戦4勝 賞金 56，903，000円
〔競走除外〕 クレデンザ号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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。

01082 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス（Ｌ）
発走15時00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1，200万
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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

55 マイネルラウレア 牡3芦 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 42：02．9 4．0�

11 ワンダイレクト 牡3鹿 56 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 4．3�
44 セ ッ シ ョ ン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512－ 22：03．21	 4．5�
77 シリンガバルガリス 牡3栗 56 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 68．2�
33 セレンディピティ 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478± 02：03．41
 2．3	
22 ツーエムルーイー 牝3黒鹿54 �島 克駿水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 三石橋本牧場 508－ 62：03．5	 60．5

66 フォーサイドナイン 牡3鹿 56 D．イーガン �スリーエイチレーシング 奥村 豊 浦河 辻 牧場 466－ 22：04．24 10．0�

（英）

（7頭）

売 得 金
単勝： 87，312，200円 複勝： 54，371，400円 枠連： 発売なし
馬連： 93，501，200円 馬単： 53，383，900円 ワイド： 74，193，600円
3連複： 125，329，400円 3連単： 308，187，500円 計： 796，279，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 873122 的中 � 170905（2番人気）
複勝票数 計 543714 的中 � 98341（3番人気）� 110776（2番人気）
馬連票数 計 935012 的中 �� 86869（4番人気）
馬単票数 計 533839 的中 �� 24386（8番人気）
ワイド票数 計 741936 的中 �� 64289（4番人気）�� 61480（5番人気）�� 60427（6番人気）
3連複票数 計1253294 的中 ��� 79116（6番人気）
3連単票数 計3081875 的中 ��� 41834（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．2―13．0―12．6―12．6―12．5―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．8―50．8―1：03．4―1：16．0―1：28．5―1：39．9―1：51．2

コーナー
通過順位

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

2
4
2（1，4）6（7，3）－5
2－（1，4）3（7，6）5

勝馬の
紹 介

マイネルラウレア �

父 ゴールドシップ �


母父 ロージズインメイ デビュー 2022．12．18 阪神1着

2020．4．26生 牡3芦 母 マイネボヌール 母母 コスモフォーチュン 2戦2勝 賞金 27，161，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。



01083 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第11競走 ��
��1，600�

む つ き

睦月ステークス
発走15時35分 （芝・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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

33 キングエルメス 牡4鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 498＋ 21：34．1 6．8�
44 グラティアス 牡5鹿 57 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 500－ 61：34．41	 4．7�
55 ワールドバローズ 牡5鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 462＋ 21：34．51 9．0�
89 ディヴィーナ 牝5鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：34．71
 3．4�
22 ラ イ テ ィ ア 牝6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 434＋ 6 〃 クビ 6．5	

（英）

11 ダディーズビビッド 牡5鹿 58 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 526＋181：34．8� 5．3

77 メイショウオーパス 牡8黒鹿58 松山 弘平松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 526＋ 81：35．01
 116．8�
66 � トリプルエース 牡6青鹿57 岩田 康誠ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 512＋ 4 〃 クビ 6．9�
88 ド ゥ リ ト ル 牡8黒鹿57 川須 栄彦大林 一彦氏 村山 明 洞湖 レイクヴィラファーム 492－ 61：37．1大差 302．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 112，158，100円 複勝： 114，674，100円 枠連： 25，149，600円
馬連： 231，104，500円 馬単： 90，017，600円 ワイド： 151，265，800円
3連複： 329，847，900円 3連単： 527，336，600円 計： 1，581，554，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 � 170円 � 230円 枠 連（3－4） 1，690円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，080円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 24，160円

票 数

単勝票数 計1121581 的中 � 130342（5番人気）
複勝票数 計1146741 的中 � 102881（7番人気）� 201593（2番人気）� 121194（6番人気）
枠連票数 計 251496 的中 （3－4） 11518（7番人気）
馬連票数 計2311045 的中 �� 97361（12番人気）
馬単票数 計 900176 的中 �� 19441（22番人気）
ワイド票数 計1512658 的中 �� 60599（11番人気）�� 34849（21番人気）�� 59785（12番人気）
3連複票数 計3298479 的中 ��� 52039（30番人気）
3連単票数 計5273366 的中 ��� 15820（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．7―48．7―1：00．2―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4F45．4―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

キングエルメス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．26 札幌1着

2019．2．5生 牡4鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 8戦3勝 賞金 80，390，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。

01084 1月21日 晴 良 （5中京1） 第7日 第12競走 ��2，200�4歳以上1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 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
2：09．0
2：09．0

良
良

33 エンドウノハナ 牡4栗 57 川田 将雅瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト
クラブ 468＋ 62：12．4 1．5�

11 ヴィトーリア 牡5黒鹿58 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 446－ 22：13．67 6．4�
55 ジェニーアムレット 牝5鹿 56 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 B460－102：14．02� 11．9�

（英）

44 � マテンロウアレス �5鹿 58 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B498＋ 22：14．1� 24．4�
66 � エスポワールミノル 牡6鹿 58

56 △角田 大河吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 520－ 42：14．73� 4．6	
77 メ ト セ ラ 牡4黒鹿 57

53 ★古川 奈穂�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B488± 02：14．8� 14．9

22 ム ガ 牝4黒鹿55 古川 吉洋村田 博司氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 464± 02：14．9� 47．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 59，147，900円 複勝： 68，339，400円 枠連： 発売なし
馬連： 71，494，400円 馬単： 49，453，400円 ワイド： 51，156，500円
3連複： 106，810，600円 3連単： 301，630，700円 計： 708，032，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，120円

票 数

単勝票数 計 591479 的中 � 314932（1番人気）
複勝票数 計 683394 的中 � 457393（1番人気）� 66765（3番人気）
馬連票数 計 714944 的中 �� 151061（2番人気）
馬単票数 計 494534 的中 �� 79588（2番人気）
ワイド票数 計 511565 的中 �� 83313（2番人気）�� 46658（3番人気）�� 16374（10番人気）
3連複票数 計1068106 的中 ��� 74219（4番人気）
3連単票数 計3016307 的中 ��� 102846（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―10．9―12．6―12．9―12．3―12．5―12．2―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．2―34．1―46．7―59．6―1：11．9―1：24．4―1：36．6―1：48．6―2：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
・（4，7）－6，5＝2，3＝1・（4，7）（6，5）－（2，3）－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンドウノハナ �

父 トーセンラー �


母父 ハービンジャー デビュー 2021．12．4 阪神5着

2019．4．8生 牡4栗 母 ヌングロース 母母 ジェネスタキオン 9戦2勝 賞金 23，618，000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7日 1月21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 142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

244，170，000円
37，450，000円
1，020，000円
28，270，000円
64，750，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
675，419，300円
829，282，500円
131，714，700円
943，816，600円
438，123，000円
812，400，400円
1，420，126，000円
2，147，040，800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 7，397，923，300円

総入場人員 5，366名 （有料入場人員 5，022名）
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