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齢性
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01049 1月15日 曇 良 （4中京1） 第5日 第1競走 1，800�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 デ ィ パ ッ セ 牡3鹿 56 池添 謙一村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 488＋ 41：55．6 1．4�
44 ミ ア ス テ ラ 牡3栗 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 488－ 21：56．77 8．5�
33 ブランニューデイ 牡3鹿 56 川島 信二�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 21：56．91� 91．8�
55 ザ ヴ ォ ー グ 牡3栗 56 国分 恭介 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 514＋ 6 〃 アタマ 7．5�
66 カシノロックオン 牡3黒鹿56 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478± 01：58．17 150．9	
78 パトリオットラン 牡3鹿 56 松若 風馬岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 524＋ 21：58．2� 11．7

77 ソルトグリーン 牡3鹿 56 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム B502＋ 21：58．41� 29．0�
89 メイショウシヅキ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 道見牧場 470＋ 81：59．88 17．8�
11 ハーモニーオリオン 牡3鹿 56 津村 明秀日下部勝德氏 牧 光二 新冠 林 博道 464－ 42：00．12 192．6
810 チームケミストリー 牡3芦 56 団野 大成山下 貴氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 462－ 62：05．6大差 11．4�
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売 得 金
単勝： 26，365，300円 複勝： 127，961，400円 枠連： 6，846，200円
馬連： 40，644，500円 馬単： 27，580，400円 ワイド： 37，848，300円
3連複： 59，519，600円 3連単： 100，547，100円 計： 427，312，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 160円 � 750円 枠 連（2－4） 430円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，270円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 263653 的中 � 150633（1番人気）
複勝票数 計1279614 的中 � 1049655（1番人気）� 51405（3番人気）� 6741（8番人気）
枠連票数 計 68462 的中 （2－4） 12083（2番人気）
馬連票数 計 406445 的中 �� 76281（1番人気）
馬単票数 計 275804 的中 �� 38871（2番人気）
ワイド票数 計 378483 的中 �� 48703（2番人気）�� 6938（16番人気）�� 2557（25番人気）
3連複票数 計 595196 的中 ��� 10938（15番人気）
3連単票数 計1005471 的中 ��� 8356（27番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．6―12．8―13．1―13．2―13．6―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．3―49．1―1：02．2―1：15．4―1：29．0―1：41．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ パ ッ セ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2021．9．26 中京5着

2019．4．29生 牡3鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 チームケミストリー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。

01050 1月15日 曇 良 （4中京1） 第5日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

45 バ ス マ テ ィ 牝3鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 436＋ 41：26．1 7．5�
813 デルマセドナ 牝3青鹿54 高倉 稜浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 464－ 21：26．84 9．9�
33 ル シ ョ コ ラ 牝3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 4 〃 クビ 6．0�
68 ペイシャイシュタル 牝3黒鹿54 幸 英明北所 直人氏 畑端 省吾 新ひだか 友田牧場 492± 01：27．22 2．3�
69 グリーンシアター 牝3栗 54 国分 恭介平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森

本スティーブル 450± 01：27．73 120．5�
11 ウィルフルネス 牝3鹿 54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 四位 洋文 浦河 大島牧場 486－ 21：27．81 10．9	
710 ラ ニ カ イ 牝3栗 54 松山 弘平�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 41：28．11� 3．4

711 シトラスダル 牝3鹿 54 菱田 裕二杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 448－ 21：28．31� 309．8�
22 マーブルファクター 牝3鹿 54 酒井 学下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 482－ 81：28．61� 254．2�
56 ナノハナバタケ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 大栄牧場 458－181：28．92 92．1
44 カワキタオルゴ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 506± 01：29．21� 165．7�
812 オ ッ カ ナ イ 牝3芦 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 深山 雅史 浦河 ヒダカフアーム 414－121：30．05 647．1�
57 ペイシャアビイ 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 友田牧場 436－101：30．42� 755．2�
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売 得 金
単勝： 35，593，100円 複勝： 61，316，500円 枠連： 7，769，000円
馬連： 48，213，400円 馬単： 25，111，200円 ワイド： 44，667，100円
3連複： 72，758，600円 3連単： 93，457，600円 計： 388，886，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 320円 � 370円 � 280円 枠 連（4－8） 6，070円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 11，180円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 710円 �� 990円

3 連 複 ��� 12，470円 3 連 単 ��� 67，620円

票 数

単勝票数 計 355931 的中 � 37791（4番人気）
複勝票数 計 613165 的中 � 49894（4番人気）� 41455（6番人気）� 59040（3番人気）
枠連票数 計 77690 的中 （4－8） 991（16番人気）
馬連票数 計 482134 的中 �� 5361（16番人気）
馬単票数 計 251112 的中 �� 1684（28番人気）
ワイド票数 計 446671 的中 �� 6790（15番人気）�� 16585（10番人気）�� 11556（12番人気）
3連複票数 計 727586 的中 ��� 4376（29番人気）
3連単票数 計 934576 的中 ��� 1002（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．5―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ス マ テ ィ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．4 札幌5着

2019．2．27生 牝3鹿 母 イノセントデイズ 母母 レディハピネス 7戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャアビイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月15日まで平地競走

に出走できない。
※バスマティ号・ペイシャアビイ号・ルショコラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第５日



01051 1月15日 曇 良 （4中京1） 第5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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

11 ケイアイスペース �3黒鹿56 C．ルメール �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 500－ 22：03．9 2．6�
89 カレンアップラウゾ 牡3黒鹿56 横山 典弘鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488± 02：04．11� 11．8�
33 ロイエンタール 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 498－ 22：04．84 9．8�
88 ク ロ ガ ネ 牡3芦 56 岩田 望来石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 478－ 22：05．12 10．9�
44 マルトドラゴン �3鹿 56

55 ☆亀田 温心大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 478－ 62：05．3� 3．0�
55 タガノヒロック �3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 82：05．51� 56．0	
77 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 藤井勘一郎東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 474－ 62：05．6� 4．8

66 プ ラ ウ サ ス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 482＋ 62：06．02� 31．2�
22 シシリアンルージュ 牡3鹿 56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 株式会社

安達牧場 474－ 82：10．0大差 420．4�
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売 得 金
単勝： 38，684，900円 複勝： 39，475，700円 枠連： 6，000，100円
馬連： 41，121，400円 馬単： 23，071，000円 ワイド： 39，116，600円
3連複： 58，837，000円 3連単： 95，618，100円 計： 341，924，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 170円 � 350円 � 240円 枠 連（1－8） 660円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 750円 �� 460円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計 386849 的中 � 118559（1番人気）
複勝票数 計 394757 的中 � 70196（2番人気）� 24800（6番人気）� 40876（4番人気）
枠連票数 計 60001 的中 （1－8） 7039（2番人気）
馬連票数 計 411214 的中 �� 16193（10番人気）
馬単票数 計 230710 的中 �� 6634（11番人気）
ワイド票数 計 391166 的中 �� 13327（12番人気）�� 23338（6番人気）�� 7075（15番人気）
3連複票数 計 588370 的中 ��� 11327（15番人気）
3連単票数 計 956181 的中 ��� 4996（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．4―31．9―45．8―59．1―1：12．1―1：25．2―1：38．1―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイスペース 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Midnight Lute デビュー 2021．12．19 阪神6着

2019．3．10生 �3黒鹿 母 ヴィーヴィーグッドナイト 母母 Victorious Vice 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シシリアンルージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月15日まで平地

競走に出走できない。

01052 1月15日 曇 良 （4中京1） 第5日 第4競走 ��1，400�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 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ナパージュケイク 牝3芦 54 団野 大成吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480 ―1：26．6 9．8�
36 オンザダブル 牡3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 520 ―1：26．92 18．1�
48 エイシンスキャンプ 牝3鹿 54 岩田 望来�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 508 ―1：27．64 4．8�
714 メテオフリューゲル 牡3栗 56 秋山真一郎西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 524 ― 〃 アタマ 5．9�
611 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 486 ―1：27．81� 47．5	
24 � エリュシデータ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真�レッドマジック金成 貴史 米 Hakurei
Farm 492 ―1：28．22� 95．3


612 マテラハチイチ 牡3鹿 56 幸 英明大野 照旺氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 500 ―1：28．41 9．6�
23 ハクサンメモリー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ河﨑 五市氏 高橋 康之 新ひだか 三木田牧場 424 ― 〃 クビ 52．7�
35 ユウグロスファクタ 牝3栗 54 坂井 瑠星�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 502 ― 〃 ハナ 11．4
12 メイショウクサツ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 518 ―1：28．82� 66．0�
47 ミエノアラジン 牡3鹿 56 長岡 禎仁里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438 ―1：29．22� 280．4�
713 メイショウユフイン 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 林 孝輝 406 ― 〃 クビ 156．7�
59 ショウナンパーシヴ 牝3芦 54 松山 弘平国本 哲秀氏 茶木 太樹 新冠 武田牧場 506 ―1：29．3クビ 12．8�
510 ピューリファイ 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456 ― 〃 クビ 59．2�

11 クラウドボウ 	3黒鹿56 川島 信二前田 晋二氏 杉山 佳明 様似 清水 誠一 480 ―1：29．51 31．9�
815 メイショウブレゲ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 460 ―1：29．71� 3．0�
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売 得 金
単勝： 37，189，000円 複勝： 44，869，600円 枠連： 12，410，600円
馬連： 50，341，800円 馬単： 20，727，000円 ワイド： 46，772，800円
3連複： 75，740，800円 3連単： 71，259，500円 計： 359，311，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 510円 � 200円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 14，010円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 850円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 74，760円

票 数

単勝票数 計 371890 的中 � 30143（5番人気）
複勝票数 計 448696 的中 � 43714（4番人気）� 19341（8番人気）� 68359（2番人気）
枠連票数 計 124106 的中 （3－8） 14770（2番人気）
馬連票数 計 503418 的中 �� 5084（27番人気）
馬単票数 計 207270 的中 �� 1109（52番人気）
ワイド票数 計 467728 的中 �� 4507（29番人気）�� 14657（8番人気）�� 9046（14番人気）
3連複票数 計 757408 的中 ��� 5616（34番人気）
3連単票数 計 712595 的中 ��� 691（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．5―1：01．3―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナパージュケイク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．1．26生 牝3芦 母 グリサージュ 母母 リトルブレッシング 1戦1勝 賞金 6，000，000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 サンサンタイヨウ号



01053 1月15日 曇 良 （4中京1） 第5日 第5競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

47 � ショウナンハクラク 牡3黒鹿56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide
Kunimoto 472± 01：21．6 11．9�

59 サブライムアンセム 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 アタマ 4．7�
11 クリノマジン 牡3鹿 56 武 豊栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 456＋ 41：22．13 15．4�
12 メジャークオリティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 488－ 21：22．2クビ 28．7�
612 ロードオルデン 牡3鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 460－ 4 〃 クビ 23．5	
23 ラクスバラディー 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：22．41� 2．6

48 ダノンアーリー 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462－ 41：22．93 3．4�
714 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 420－ 21：23．0クビ 61．5�
510 メイショウイヌワシ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 452－ 2 〃 ハナ 54．0
817 タ ガ ノ ミ ア 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458± 01：23．1クビ 192．6�

35 サンマルヴァレー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 千田 輝彦 新ひだか 飛野牧場 462＋ 2 〃 ハナ 332．0�
816 レディズビーク 牝3青鹿54 団野 大成青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－101：23．2� 14．6�
611 キタサンシルバー 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 414－141：23．51� 292．2�
715 エムズフラッシュ 牡3黒鹿56 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 442± 01：23．82 214．2�
36 アストロバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 428＋ 21：24．33 340．4�
818 エストレアブランカ 牝3鹿 54 松若 風馬ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム B494－ 8 〃 ハナ 43．0�
713 テイエムルーラー �3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 442＋ 61：24．93	 781．8�
24 ニホンピロクレール 牝3芦 54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460－ 21：25．11	 504．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，795，000円 複勝： 79，071，800円 枠連： 14，336，400円
馬連： 75，162，800円 馬単： 33，701，700円 ワイド： 80，335，300円
3連複： 121，448，900円 3連単： 126，546，000円 計： 582，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 340円 � 220円 � 440円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，330円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 56，180円

票 数

単勝票数 計 517950 的中 � 34768（4番人気）
複勝票数 計 790718 的中 � 58621（4番人気）� 109460（3番人気）� 42585（7番人気）
枠連票数 計 143364 的中 （4－5） 18112（2番人気）
馬連票数 計 751628 的中 �� 29739（6番人気）
馬単票数 計 337017 的中 �� 4522（20番人気）
ワイド票数 計 803353 的中 �� 26140（8番人気）�� 15202（15番人気）�� 19718（13番人気）
3連複票数 計1214489 的中 ��� 11481（25番人気）
3連単票数 計1265460 的中 ��� 1633（170番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．8―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．7―57．6―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．9
3 ・（3，17）10（1，9，15）（5，7，18）（2，12）16，11－（6，8）4＝（14，13） 4 ・（3，17）（1，10）（5，9）（2，7）15（11，12）（16，18）（6，8）4－14，13

勝馬の
紹 介

�ショウナンハクラク �
�
父 Frankel �

�
母父 Deep Impact デビュー 2021．6．20 阪神4着

2019．2．2生 牡3黒鹿 母 Shonan Adela 母母 Always Willing 7戦1勝 賞金 10，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムルーラー号・ニホンピロクレール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年2月15日まで平地競走に出走できない。

01054 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

44 マテンロウボンド 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 野中 賢二 浦河 酒井牧場 484 ―2：04．2 3．3�
33 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 458 ―2：04．31 3．0�

55 ララヴォルシエル 牡3鹿 56 団野 大成フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 434 ―2：04．4クビ 34．3�
（法942）

79 ジーショウグン 牡3栗 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480 ―2：04．61� 5．3�
11 ハイエストコード 牡3黒鹿56 C．ルメール �G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―2：04．92 9．7�
56 � ヒャッカリョウラン 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 愛 Coolmore 436 ―2：05．32 9．8	
67 インベルシオン 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 520 ―2：05．4� 8．4

68 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 幸 英明日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 488 ―2：05．82� 96．8�
811 セ ン ト レ ア 牝3栗 54 横山 典弘長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 クビ 27．7�
22 マルノユズキ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎丸山 隆雄氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 486 ―2：06．86 278．5
812 キンシャチノキセキ 牝3黒鹿54 松若 風馬西村 清子氏 浜田多実雄 新ひだか 静内フアーム 428 ―2：07．32� 208．2�
710 タカラマドンナ 牝3黒鹿54 松山 弘平佐藤 範夫氏 上村 洋行 新ひだか 下屋敷牧場 438 ―2：10．9大差 30．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，876，400円 複勝： 44，909，600円 枠連： 8，313，100円
馬連： 53，545，300円 馬単： 25，147，200円 ワイド： 45，777，200円
3連複： 74，228，400円 3連単： 86，601，100円 計： 383，398，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 520円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，520円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 17，700円

票 数

単勝票数 計 448764 的中 � 107871（2番人気）
複勝票数 計 449096 的中 � 96021（2番人気）� 96644（1番人気）� 14403（8番人気）
枠連票数 計 83131 的中 （3－4） 10778（1番人気）
馬連票数 計 535453 的中 �� 69669（1番人気）
馬単票数 計 251472 的中 �� 14798（3番人気）
ワイド票数 計 457772 的中 �� 61401（1番人気）�� 6793（22番人気）�� 8052（18番人気）
3連複票数 計 742284 的中 ��� 11711（17番人気）
3連単票数 計 866011 的中 ��� 3547（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．4―37．6―50．8―1：04．0―1：17．0―1：29．7―1：41．4―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．5．6生 牡3鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ジーショウグン号の騎手坂井瑠星は，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10，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカラマドンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月15日まで平地競走

に出走できない。
※インベルシオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01055 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第7競走 1，200�3歳1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

810 ペプチドヤマト 牡3栗 56 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 470－ 41：12．9 3．2�
66 フ ル ム 牡3黒鹿56 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 480＋10 〃 アタマ 8．2�
44 ダイチラファール 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 432－ 21：13．21� 72．6�
33 バイハリウッド 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 486＋ 2 〃 クビ 5．7�
67 ミルトクリーガー 牡3黒鹿56 岩田 望来永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 468－ 21：13．41� 7．2�
78 スマートセプター 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 新ひだか 静内山田牧場 508－ 21：13．5クビ 10．8	
79 ケイティレインボー 牡3青鹿56 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 482＋161：13．71� 20．7

811 テイエムランウェイ 牡3栗 56 石川裕紀人竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 484－ 21：13．91� 12．5�
11 アメトリーチェ 牝3栗 54 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 21：14．32� 7．9�
22 ヒルノショパン 牡3栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－101：14．4� 6．7
55 イチザウイナー 牡3鹿 56 田中 健奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 熊本 奈良﨑 孝

一郎 452＋ 61：15．14 266．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，158，800円 複勝： 61，634，100円 枠連： 11，573，500円
馬連： 64，491，000円 馬単： 25，449，400円 ワイド： 57，550，800円
3連複： 97，274，700円 3連単： 107，229，900円 計： 465，362，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，550円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，760円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 29，960円 3 連 単 ��� 117，790円

票 数

単勝票数 計 401588 的中 � 98366（1番人気）
複勝票数 計 616341 的中 � 121707（1番人気）� 65001（5番人気）� 7633（10番人気）
枠連票数 計 115735 的中 （6－8） 18260（1番人気）
馬連票数 計 644910 的中 �� 25003（8番人気）
馬単票数 計 254494 的中 �� 6058（9番人気）
ワイド票数 計 575508 的中 �� 23983（5番人気）�� 3821（37番人気）�� 2286（41番人気）
3連複票数 計 972747 的中 ��� 2435（86番人気）
3連単票数 計1072299 的中 ��� 660（455番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．8―12．4―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．6―35．4―47．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヤマト �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2021．8．21 小倉2着

2019．2．11生 牡3栗 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 6戦2勝 賞金 18，700，000円

01056 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第8競走 1，800�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56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

710 フィニステール 牡5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 B472＋ 21：52．7 2．6�

812 ゴールドハイアー 牡4栗 56 松山 弘平居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 484－ 21：53．01� 2．3�
68 キ ス ラ ー 牡6青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．42� 15．7�
79 オセアダイナスティ 牡4栗 56 C．ルメール XIAOジャパン 加藤 征弘 新冠 村田牧場 520＋181：53．61� 7．0�
811 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 56 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 488± 01：53．81 40．0�
56 テイエムマジック 牡4栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 B508＋ 41：53．9クビ 18．5	
11 リメンバーメモリー 牡5鹿 57 坂井 瑠星前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 19．9

33 フレイムウィングス �5青鹿57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 81：54．0クビ 24．2�
44 イルミネーター 牡5鹿 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 500＋ 41：55．27 172．8�
22 ペイシャムートン 牡6青鹿57 酒井 学北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 540－ 21：55．62� 507．7
67 サワヤカコーズサン 牡4栗 56 団野 大成永井 啓弍氏 茶木 太樹 むかわ 新井牧場 472＋121：55．7クビ 22．3�
55 サブロンカズマ 牡4鹿 56

55 ☆亀田 温心合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：56．12� 80．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，015，400円 複勝： 81，728，100円 枠連： 16，287，100円
馬連： 78，304，000円 馬単： 34，549，900円 ワイド： 75，328，300円
3連複： 128，366，500円 3連単： 154，643，400円 計： 619，222，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（7－8） 190円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 140円 �� 500円 �� 480円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 500154 的中 � 152739（2番人気）
複勝票数 計 817281 的中 � 233892（2番人気）� 257232（1番人気）� 55860（4番人気）
枠連票数 計 162871 的中 （7－8） 64251（1番人気）
馬連票数 計 783040 的中 �� 222001（1番人気）
馬単票数 計 345499 的中 �� 43017（2番人気）
ワイド票数 計 753283 的中 �� 183932（1番人気）�� 30907（5番人気）�� 31743（4番人気）
3連複票数 計1283665 的中 ��� 103124（2番人気）
3連単票数 計1546434 的中 ��� 33378（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―50．1―1：02．3―1：14．5―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィニステール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．19 京都3着

2017．5．15生 牡5黒鹿 母 リトルダーリン 母母 エリモエクセル 11戦3勝 賞金 37，664，000円



01057 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

あ つ み

渥 美 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

33 ビッグリボン 牝4鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 496－102：00．1 1．8�
66 ノースザワールド 牡4青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468－ 22：00．84 4．4�
55 ダノンドリーマー 牡4鹿 56 C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 496－ 22：01．01 3．1�
89 サトノシャローム 牡5鹿 57 団野 大成 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：01．21� 20．6�
44 ダディーズトリップ 牡6青 57 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 B452＋ 2 〃 アタマ 24．6�
77 ポールトゥウィン 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 520－ 6 〃 アタマ 35．5	
22 シーリアスラブ 牡6鹿 57 和田 竜二吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 474＋122：01．3	 77．9

78 
� ファインスティール 牝6鹿 55 岩田 望来岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

546＋162：02．15 117．7�
11 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B504＋ 62：02．84 40．2�
810 ナスノフォルテ 牝5黒鹿55 亀田 温心須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 480＋ 22：03．11	 297．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，366，400円 複勝： 93，275，500円 枠連： 11，316，700円
馬連： 75，859，600円 馬単： 41，985，300円 ワイド： 67，654，100円
3連複： 125，447，700円 3連単： 208，405，600円 計： 679，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 190円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計 553664 的中 � 241434（1番人気）
複勝票数 計 932755 的中 � 503573（1番人気）� 105264（3番人気）� 159665（2番人気）
枠連票数 計 113167 的中 （3－6） 26144（2番人気）
馬連票数 計 758596 的中 �� 151889（2番人気）
馬単票数 計 419853 的中 �� 55383（2番人気）
ワイド票数 計 676541 的中 �� 105602（2番人気）�� 136671（1番人気）�� 77044（3番人気）
3連複票数 計1254477 的中 ��� 339195（1番人気）
3連単票数 計2084056 的中 ��� 139633（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―12．6―12．2―12．0―12．1―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．2―48．8―1：01．0―1：13．0―1：25．1―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
9－8，7，1，4，3，2（6，10）5
9，8，7（1，4）（6，2，3）10，5

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

勝馬の
紹 介

ビッグリボン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．2．7 小倉1着

2018．3．5生 牝4鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 5戦3勝 賞金 37，532，000円

01058 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス（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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

11 フォラブリューテ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：21．8 2．0�
22 ダークペイジ 牝3黒鹿54 松若 風馬 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 81：21．91 7．8�
55 ウ ィ リ ン 牝3黒鹿54 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 428＋101：22．32 3．0�
33 アドヴァイス 牝3鹿 54 岩田 望来泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 460＋ 2 〃 アタマ 19．5�
77 ディオサデルソル 牝3黒鹿54 菱田 裕二星加 浩一氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋ 61：22．51	 74．1�
44 ナムラリコリス 牝3芦 55 泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 474－ 2 〃 アタマ 15．2	
66 スカイトレイル 牝3鹿 54 松山 弘平小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 432± 01：22．6	 23．2

89 シナモンスティック 牝3芦 54 松岡 正海 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：22．7
 37．1�
88 グランデレジーナ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �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 436＋ 41：22．8クビ 10．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 85，855，000円 複勝： 77，997，600円 枠連： 15，129，500円
馬連： 110，851，500円 馬単： 57，433，100円 ワイド： 103，538，700円
3連複： 159，539，700円 3連単： 269，483，300円 計： 879，828，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（1－2） 770円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 858550 的中 � 341585（1番人気）
複勝票数 計 779976 的中 � 285797（1番人気）� 89233（3番人気）� 135531（2番人気）
枠連票数 計 151295 的中 （1－2） 15177（3番人気）
馬連票数 計1108515 的中 �� 117585（3番人気）
馬単票数 計 574331 的中 �� 43488（4番人気）
ワイド票数 計1035387 的中 �� 86347（3番人気）�� 164831（1番人気）�� 55773（4番人気）
3連複票数 計1595397 的中 ��� 134646（2番人気）
3連単票数 計2694833 的中 ��� 60250（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―34．9―46．5―58．1―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 ・（2，3）4（5，6）9（1，8，7） 4 2（3，4）（5，6，9）（1，8）－7

勝馬の
紹 介

フォラブリューテ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2021．8．7 新潟1着

2019．5．2生 牝3黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 3戦2勝 賞金 30，117，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01059 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第11競走
第59回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，3．1．16以降4．1．10まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ルビーカサブランカ 牝5栗 52 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：01．0 12．7�

24 マリアエレーナ 牝4芦 53 坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 422± 0 〃 アタマ 7．0�

612 デ ゼ ル 牝5青鹿55．5 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 10．7�
59 ソフトフルート 牝5黒鹿53 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 22：01．2� 6．3�
48 アイコンテーラー 牝4栗 51 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 474＋102：01．3� 27．9	
35 クールキャット 牝4青鹿53 団野 大成 �シルクレーシング 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋142：01．4	 58．2

611 カセドラルベル 牝6鹿 52 幸 英明吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 560＋10 〃 クビ 146．5�
510 アナザーリリック 牝4鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 500＋102：01．5� 10．5�
12 マジックキャッスル 牝5鹿 56 C．ルメール �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 452＋ 82：01．6クビ 7．6
816 ラルナブリラーレ 牝5鹿 52 池添 謙一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 480＋10 〃 アタマ 37．0�
36 アンドヴァラナウト 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋16 〃 クビ 2．9�
713 ラヴユーライヴ 牝5鹿 52 松岡 正海吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444± 02：01．7	 36．5�
47 ス ラ イ リ ー 牝4鹿 52 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 448± 0 〃 アタマ 42．2�
815 シゲルピンクダイヤ 牝6黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 480＋ 62：01．8クビ 21．5�
714 ホウオウエミーズ 牝5鹿 51 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 450－122：01．9	 52．3�
23 ウインアグライア 牝4鹿 51 泉谷 楓真�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム B470± 02：02．64 149．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 252，319，500円 複勝： 381，170，800円 枠連： 120，903，800円
馬連： 687，683，600円 馬単： 228，992，100円 ワイド： 639，917，000円
3連複： 1，538，101，700円 3連単： 1，549，166，500円 計： 5，398，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 370円 � 270円 � 380円 枠 連（1－2） 1，870円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 9，420円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，230円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 21，540円 3 連 単 ��� 124，940円

票 数

単勝票数 計2523195 的中 � 158136（7番人気）
複勝票数 計3811708 的中 � 258398（6番人気）� 405530（3番人気）� 253180（7番人気）
枠連票数 計1209038 的中 （1－2） 49892（7番人気）
馬連票数 計6876836 的中 �� 122118（17番人気）
馬単票数 計2289921 的中 �� 18223（36番人気）
ワイド票数 計6399170 的中 �� 132902（12番人気）�� 72891（29番人気）�� 91920（20番人気）
3連複票数 計15381017 的中 ��� 53541（74番人気）
3連単票数 計15491665 的中 ��� 8989（408番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．9―49．8―1：02．3―1：14．4―1：26．2―1：37．5―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルビーカサブランカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．5 京都1着

2017．4．17生 牝5栗 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 20戦5勝 賞金 128，120，000円

01060 1月15日 晴 良 （4中京1） 第5日 第12競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

58 エールソヴール 牝4黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 472± 01：12．5 5．1�
46 � レベルタウン 牡4栗 56

55 ☆亀田 温心ゴドルフィン 石橋 守 愛 Ringfort
Stud Ltd 530－ 61：12．7� 5．5�

35 ウ ー ゴ 牡5鹿 57 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 B498± 01：12．91� 12．7�

59 アイスリアン 牝4黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 470－ 2 〃 アタマ 2．3�
11 ウルトラソニック 牡4鹿 56 森 裕太朗中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 478－ 41：13．11	 44．7�
23 � ア ク イ ー ル 牝4栗 54

50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 474＋ 61：13．2� 83．7	

815
 ヴ ェ ラ ー ト �4栗 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 500－ 21：13．3� 78．3

34 シゲルキンセイ 牡5鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット B490± 0 〃 アタマ 22．7�
814
 パルフェアンジュ 牝6栗 55 石川裕紀人�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 474＋ 6 〃 ハナ 44．7
713 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿55 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 482－121：13．4� 90．2�
22 
 シゲルフタゴザ 牡5黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 土田農場 502＋ 21：13．5クビ 20．1�
712 アドマイヤレビン 牡4鹿 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 484－ 81：13．81� 9．0�
47 テーオールソー 牡4青鹿56 和田 竜二小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 520－ 61：14．01� 15．9�
611 タガノマーチ 牝4黒鹿54 団野 大成八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 21：14．31� 56．1�
610 テイエムメロディー 牝6鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 498＋101：14．93� 127．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，839，500円 複勝： 87，585，300円 枠連： 33，183，500円
馬連： 130，474，600円 馬単： 57，688，700円 ワイド： 120，331，100円
3連複： 216，987，500円 3連単： 264，308，200円 計： 983，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 240円 � 310円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，040円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 28，500円

票 数

単勝票数 計 728395 的中 � 113812（2番人気）
複勝票数 計 875853 的中 � 129181（2番人気）� 93905（3番人気）� 66767（6番人気）
枠連票数 計 331835 的中 （4－5） 58007（1番人気）
馬連票数 計1304746 的中 �� 59171（5番人気）
馬単票数 計 576887 的中 �� 11044（12番人気）
ワイド票数 計1203311 的中 �� 50366（5番人気）�� 29156（11番人気）�� 26288（13番人気）
3連複票数 計2169875 的中 ��� 28462（16番人気）
3連単票数 計2643082 的中 ��� 6723（75番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．4―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールソヴール �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．1．9 中京2着

2018．3．10生 牝4黒鹿 母 ラブリリック 母母 ラブフォーエバー 8戦2勝 賞金 20，100，000円



（4中京1）第5日 1月15日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

251，140，000円
5，620，000円
31，670，000円
1，480，000円
32，200，000円
67，454，000円
4，424，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
791，058，300円
1，180，996，000円
264，069，500円
1，456，693，500円
601，437，000円
1，358，837，300円
2，728，251，100円
3，127，266，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，508，609，000円

総入場人員 3，275名 （有料入場人員 2，968名）
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