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01061 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第1競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

814 マルモリスペシャル 牡3鹿 56 武 豊山下 繁美氏 大橋 勇樹 新冠 佐藤 義紀 534＋301：13．3 8．6�
22 カライカマウリオラ 牡3黒鹿56 幸 英明土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480－ 21：13．4� 2．2�
57 ブルーノート 牡3栗 56 川須 栄彦薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 484± 01：13．61 4．2�
813 キムケンリアン 牝3青 54 坂井 瑠星木村 永浩氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 424－ 41：13．71 7．3�
45 ユーフェイス 牡3栗 56 松山 弘平 STレーシング 鈴木 孝志 日高 木村牧場 486＋ 81：14．01� 7．6�
34 アールヨンク 牡3鹿 56 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 21：14．21� 44．9�
610 ローザロード 牝3鹿 54 松田 大作ディアレストクラブ	 加用 正 日高 シンボリ牧場 430－ 81：15．05 162．0

11 ホワールウィンド 牡3黒鹿56 川又 賢治寺田 寿男氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－101：15．1� 22．9�
58 ベラジオプライド 牡3栗 56 池添 謙一林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 B456± 01：15．2クビ 11．1�
712 ユ メ コ イ 牝3栗 54 太宰 啓介古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 406± 01：15．73 480．9
711 タイキバンディエラ 牡3黒鹿56 柴山 雄一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488－101：16．44 65．7�
46 ステラグローリア 牡3栗 56 高倉 稜平川 浩之氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 21：16．93 235．9�
69 ジョードルチェ 牝3栗 54 国分 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 452－18 〃 クビ 492．3�
33 シャークトゥルル 牝3鹿 54 小崎 綾也柳田 英子氏 牧田 和弥 鹿児島 釘田 義美 394－ 61：20．2大差 547．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，248，900円 複勝： 58，756，500円 枠連： 13，924，000円
馬連： 67，571，600円 馬単： 30，331，200円 ワイド： 59，237，500円
3連複： 104，243，500円 3連単： 108，481，100円 計： 486，794，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 120円 � 140円 枠 連（2－8） 410円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 370円 �� 530円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 442489 的中 � 41019（5番人気）
複勝票数 計 587565 的中 � 55384（5番人気）� 163959（1番人気）� 111901（2番人気）
枠連票数 計 139240 的中 （2－8） 25999（2番人気）
馬連票数 計 675716 的中 �� 44864（4番人気）
馬単票数 計 303312 的中 �� 8003（10番人気）
ワイド票数 計 592375 的中 �� 38220（3番人気）�� 25031（8番人気）�� 84223（1番人気）
3連複票数 計1042435 的中 ��� 76916（2番人気）
3連単票数 計1084811 的中 ��� 11094（14番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．3―12．8―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルモリスペシャル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．19 阪神3着

2019．5．19生 牡3鹿 母 サ リ ー ル 母母 ファーストセーラ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ジョードルチェ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ジョードルチェ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャークトゥルル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月16日まで平地競

走に出走できない。
※シャークトゥルル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01062 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

89 スマートオリーブ 牝3鹿 54 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 470－ 81：57．3 3．1�
22 ポルテーニャ 牝3栗 54 川田 将雅�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 6 〃 クビ 1．3�
77 スマートクオーク 牝3鹿 54 岩田 望来大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 490－ 41：57．82� 14．7�
44 ブ リ ラ ー ノ 牝3鹿 54 柴山 雄一前田 清二氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 488＋ 21：58．97 31．2�
11 オーリプカレディ 牝3鹿 54 国分 恭介北側 雅勝氏 茶木 太樹 浦河 谷川牧場 490＋ 21：59．11� 78．0�
66 ジュンダッシュ 牝3青鹿54 幸 英明河合 純二氏 浜田多実雄 新冠 川上牧場 420－141：59．52 22．9	
33 オフショアガール 牝3黒鹿54 川島 信二
下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 430－ 2 〃 クビ 121．3�
88 ジョーヌヴェール 牝3鹿 54 加藤 祥太川崎 賢二氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 444± 01：59．6クビ 63．3�
55 ダイヤノカガヤキ 牝3芦 54 松山 弘平 
ダイヤモンドファーム 村山 明 浦河 ダイヤモンドファーム 400－162：03．3大差 47．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，263，000円 複勝： 129，666，700円 枠連： 8，486，600円
馬連： 46，825，400円 馬単： 36，902，900円 ワイド： 38，878，500円
3連複： 68，206，300円 3連単： 166，507，400円 計： 532，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 100円 � 170円 枠 連（2－8） 140円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 110円 �� 310円 �� 240円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 372630 的中 � 95277（2番人気）
複勝票数 計1296667 的中 � 98090（2番人気）� 1036204（1番人気）� 36352（4番人気）
枠連票数 計 84866 的中 （2－8） 44661（1番人気）
馬連票数 計 468254 的中 �� 229327（1番人気）
馬単票数 計 369029 的中 �� 63972（2番人気）
ワイド票数 計 388785 的中 �� 135036（1番人気）�� 21897（4番人気）�� 30820（3番人気）
3連複票数 計 682063 的中 ��� 131322（1番人気）
3連単票数 計1665074 的中 ��� 64443（4番人気）

ハロンタイム 13．0―12．5―14．5―13．9―13．0―13．2―13．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―40．0―53．9―1：06．9―1：20．1―1：33．1―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートオリーブ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2021．12．26 阪神6着

2019．5．2生 牝3鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイヤノカガヤキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月16日まで平地競

走に出走できない。

第１回 中京競馬 第６日



01063 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第3競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

79 プルートマスター 牡3青鹿56 松山 弘平吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488± 01：26．0 5．9�
33 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 494－ 61：26．42 2．5�
710 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 466－ 61：27．25 86．4�
811 イーサンカレラ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 勇氏 昆 貢 新冠 高瀬牧場 450－ 21：27．62� 161．0�
68 レッドアクトゥール 牡3青 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B462± 01：27．7クビ 4．0�
11 バンドールロゼ 牡3栗 56 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 482＋101：27．91 157．0	
67 ニホンピロオーセン 牡3黒鹿56 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 492－ 41：28．32� 193．3

812 メイショウイタマエ 牡3鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 金成吉田牧場 498＋101：28．72� 120．2�
56 ショウナンラタン 牡3栗 56 幸 英明国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B490＋ 6 〃 ハナ 25．0�
55 グ ラ ン デ 牡3栗 56 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 480＋ 41：29．23 3．3
44 トップランク 牡3鹿 56 松田 大作古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 458＋ 21：29．52 583．2�
22 レオインテンシブ 牡3鹿 56 武 豊�レオ 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 458＋ 61：33．2大差 15．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，400，200円 複勝： 59，234，100円 枠連： 9，184，200円
馬連： 62，067，500円 馬単： 31，570，900円 ワイド： 54，412，800円
3連複： 92，875，200円 3連単： 127，257，700円 計： 481，002，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 120円 � 710円 枠 連（3－7） 940円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，590円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 63，980円

票 数

単勝票数 計 444002 的中 � 59352（4番人気）
複勝票数 計 592341 的中 � 62713（4番人気）� 181005（1番人気）� 14129（7番人気）
枠連票数 計 91842 的中 （3－7） 7548（5番人気）
馬連票数 計 620675 的中 �� 47828（4番人気）
馬単票数 計 315709 的中 �� 10782（9番人気）
ワイド票数 計 544128 的中 �� 33075（4番人気）�� 3674（23番人気）�� 6900（16番人気）
3連複票数 計 928752 的中 ��� 5450（29番人気）
3連単票数 計1272577 的中 ��� 1442（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．6―47．4―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プルートマスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．12．19 中京6着

2019．4．3生 牡3青鹿 母 アラドヴァル 母母 エメラルドアイル 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオインテンシブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月16日まで平地競

走に出走できない。

01064 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・左）

牝；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
1：47．6
1：47．6

重
重

58 ウィングヘヴン 牝3芦 54 松山 弘平 �キャロットファーム 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 466 ―1：54．4 3．7�
22 セ レ ッ ソ 牝3黒鹿54 川須 栄彦中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 458 ―1：55．46 11．6�
33 スマートグランデ 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 石坂 公一 新ひだか 静内山田牧場 488 ―1：56．14 4．0�
57 アルフワイラ 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 500 ―1：56．31� 5．6�
69 リンギングフォン 牝3鹿 54 岩田 望来犬塚悠治郎氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 454 ―1：57．04 16．4�
711 キャンドルベリー 牝3鹿 54 川田 将雅下河辺隆行氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 436 ―1：57．53 4．2	
814 デ ス ペ ハ ド 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 
カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 山下 恭茂 470 ―1：57．81� 19．6�
45 レモンソフィア 牝3黒鹿54 池添 謙一 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 15．9�
34 テーオーシャンス 牝3鹿 54 松田 大作小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 410 ―1：58．65 92．6
46 オーマイラヴアスク 牝3鹿 54 川又 賢治廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 486 ―1：59．87 216．3�
813 シゲルハナノレン 牝3芦 54 藤懸 貴志森中 蕃氏 千田 輝彦 平取 船越 伸也 446 ―2：00．75 101．8�
712 ホウオウカントリー 牝3鹿 54 柴山 雄一小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 446 ―2：01．34 176．4�
11 ガレットジョーカー 牝3栗 54 �島 良太橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 458 ―2：01．93� 102．4�
610 ディープチェッカー 牝3栗 54 横山 典弘深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 434 ―2：04．3大差 41．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，126，800円 複勝： 44，865，300円 枠連： 11，146，900円
馬連： 49，835，900円 馬単： 22，912，100円 ワイド： 44，344，800円
3連複： 73，263，600円 3連単： 78，103，700円 計： 360，599，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 240円 � 150円 枠 連（2－5） 1，300円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 720円 �� 320円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 361268 的中 � 76747（1番人気）
複勝票数 計 448653 的中 � 84169（1番人気）� 39580（5番人気）� 81280（2番人気）
枠連票数 計 111469 的中 （2－5） 6643（6番人気）
馬連票数 計 498359 的中 �� 18030（8番人気）
馬単票数 計 229121 的中 �� 5160（14番人気）
ワイド票数 計 443448 的中 �� 14809（8番人気）�� 38952（1番人気）�� 18734（7番人気）
3連複票数 計 732636 的中 ��� 25303（5番人気）
3連単票数 計 781037 的中 ��� 4429（26番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―13．0―12．7―12．5―13．2―13．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―37．9―50．6―1：03．1―1：16．3―1：29．4―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィングヘヴン �
�
父 Arrogate �

�
母父 Mizzen Mast 初出走

2019．2．7生 牝3芦 母 マニーズオンシャーロット 母母 Something Wicked 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 ディープチェッカー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハナノレン号・ホウオウカントリー号・ガレットジョーカー号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和4年2月16日まで平地競走に出走できない。



01065 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第5競走 2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

33 エイカイマッケンロ 牡3鹿 56 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488＋ 22：01．9 30．3�
810 ショウナンアデイブ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498－ 22：02．0クビ 3．9�
811 インディゴブラック 牡3鹿 56 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 504＋ 22：02．31� 30．6�
11 デビットバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 5．3�
22 イヴィステラ 牝3黒鹿54 川田 将雅佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 62：02．4クビ 1．9�
78 ノットゥルノ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 508－ 42：02．71� 6．2

79 シゲルエアロギアス 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 日高 スマイルファーム 484＋222：02．8� 142．6�
55 クラップサンダー 牡3鹿 56 M．デムーロ深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 448－ 62：03．22� 28．7�
44 ジャスパージェット 牡3鹿 56 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 22：03．62� 35．9
67 サウンドグランツ 牡3黒鹿56 柴山 雄一増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋ 82：04．23� 744．2�
66 アイビーテーラー 牡3黒鹿56 川又 賢治中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 418＋ 2 〃 ハナ 132．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，304，900円 複勝： 107，929，500円 枠連： 9，865，300円
馬連： 73，308，600円 馬単： 42，240，400円 ワイド： 68，351，200円
3連複： 115，578，500円 3連単： 179，755，400円 計： 658，333，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 660円 � 140円 � 760円 枠 連（3－8） 3，680円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 5，680円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 21，430円 3 連 単 ��� 159，120円

票 数

単勝票数 計 613049 的中 � 16155（6番人気）
複勝票数 計1079295 的中 � 33305（6番人気）� 293150（2番人気）� 28292（8番人気）
枠連票数 計 98653 的中 （3－8） 2074（10番人気）
馬連票数 計 733086 的中 �� 12873（14番人気）
馬単票数 計 422404 的中 �� 2879（28番人気）
ワイド票数 計 683512 的中 �� 13195（15番人気）�� 2999（34番人気）�� 16364（11番人気）
3連複票数 計1155785 的中 ��� 4044（48番人気）
3連単票数 計1797554 的中 ��� 819（270番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―12．7―12．6―12．8―12．7―12．2―11．6―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．0―36．7―49．3―1：02．1―1：14．8―1：27．0―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイカイマッケンロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．8．8 新潟9着

2019．2．14生 牡3鹿 母 ダイワミランダ 母母 ダイワスカーレット 3戦1勝 賞金 5，200，000円

01066 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50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
1：47．6
1：47．6

重
重

77 ステイブルアスク 牝4栗 54
50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 424± 01：54．1 2．6�

11 ラ ル フ 牡4栗 56 松山 弘平�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 502－101：54．63 2．6�
66 クリノクラール 牡4鹿 56 横山 典弘栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 490－ 41：54．7� 4．5�
33 クリノナイスガイ �5栗 57 岩田 望来栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 ダイヤモンドファーム 464－ 21：54．91� 12．8�
44 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿56 森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 480＋101：55．0� 76．3�
89 アシェットデセール �5青鹿57 M．デムーロ 	キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－161：55．31� 23．7

78 � エクストラノート 牡5栗 57 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 岡田スタツド B474＋ 21：55．4� 50．0�
22 � メイショウカリスマ 牡5黒鹿57 太宰 啓介松本 和子氏 高橋 亮 青森 諏訪牧場 B518＋ 41：55．71� 21．7�
55 � ジェミニキング �6鹿 57 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 B490＋181：55．91� 227．9
810 プラウドルック 牝4鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B462－ 21：57．28 13．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，340，900円 複勝： 57，968，100円 枠連： 10，193，700円
馬連： 58，564，200円 馬単： 32，906，000円 ワイド： 55，295，500円
3連複： 91，635，100円 3連単： 135，557，200円 計： 493，460，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－7） 390円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 220円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 513409 的中 � 156557（1番人気）
複勝票数 計 579681 的中 � 226057（1番人気）� 125552（2番人気）� 81692（3番人気）
枠連票数 計 101937 的中 （1－7） 20147（1番人気）
馬連票数 計 585642 的中 �� 132283（1番人気）
馬単票数 計 329060 的中 �� 33753（2番人気）
ワイド票数 計 552955 的中 �� 112379（1番人気）�� 53863（3番人気）�� 57980（2番人気）
3連複票数 計 916351 的中 ��� 165848（1番人気）
3連単票数 計1355572 的中 ��� 57124（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．5―51．1―1：04．0―1：16．8―1：29．7―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイブルアスク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．4．24 新潟12着

2018．4．12生 牝4栗 母 トレノエンジェル 母母 アスクコマンダー 7戦2勝 賞金 23，800，000円



01067 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

22 ヴィルヘルム 牡4青鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 21：34．1 1．9�
45 ショウナンアレス 牡4鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 538＋181：34．42 9．7�
814 エアミアーニ 牡4鹿 56 岩田 望来 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B442± 01：34．5� 29．4�
712 ア ナ レ ン マ 牡4鹿 56 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム B462－ 41：34．6クビ 20．8�
33 タケルジャック 牡4青鹿56 坂井 瑠星森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋101：34．91� 123．4	
57 セイイーグル �8鹿 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 458＋ 41：35．0� 8．9

46 パ タ ゴ ニ ア 牝4鹿 54 幸 英明 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 6．0�
610� クリノヴィンセント 牡5鹿 57 川須 栄彦栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 新冠 つつみ牧場 492－ 8 〃 ハナ 143．8�
58 シュライエン 牝4黒鹿54 池添 謙一�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 444＋ 41：35．1� 17．3
813 マテンロウエール 牡4鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518± 0 〃 ハナ 5．3�
711� ラストエクセル 牝5栗 55 秋山真一郎 �ニッシンホール

ディングス 平田 修 新ひだか チャンピオンズファーム 446－141：35．41� 360．1�
69 スパークオブライフ 牝6黒鹿55 勝浦 正樹西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 41：35．71� 443．0�
34 カイトレッド 牝5鹿 55 森 裕太朗本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 B468± 0 〃 ハナ 373．9�
11 テイエムタツマキ 牡4青鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B492＋ 2 〃 アタマ 161．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，171，200円 複勝： 97，992，700円 枠連： 16，464，700円
馬連： 81，537，200円 馬単： 38，314，800円 ワイド： 69，881，400円
3連複： 122，855，500円 3連単： 173，626，600円 計： 652，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 410円 枠 連（2－4） 310円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 390円 �� 790円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 12，140円

票 数

単勝票数 計 521712 的中 � 215891（1番人気）
複勝票数 計 979927 的中 � 519570（1番人気）� 62515（5番人気）� 29149（7番人気）
枠連票数 計 164647 的中 （2－4） 40560（1番人気）
馬連票数 計 815372 的中 �� 83517（3番人気）
馬単票数 計 383148 的中 �� 25536（4番人気）
ワイド票数 計 698814 的中 �� 50465（4番人気）�� 22277（8番人気）�� 7516（24番人気）
3連複票数 計1228555 的中 ��� 22490（15番人気）
3連単票数 計1736266 的中 ��� 10366（39番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．3―11．7―12．0―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．3―46．6―58．3―1：10．3―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．8

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

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

ヴィルヘルム �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2020．8．9 新潟4着

2018．2．1生 牡4青鹿 母 カ イ ゼ リ ン 母母 ブロードアピール 8戦2勝 賞金 25，448，000円
〔発走状況〕 マテンロウエール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

01068 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第8競走 ��
��2，200�

ば い か

梅 花 賞
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円
付 加 賞 133，000円 38，000円 19，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 セ レ シ オ ン 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 22：15．7 1．5�
22 トゥデイイズザデイ 牡3鹿 56 武 豊前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 アタマ 2．4�
33 メイショウゲキリン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510＋ 82：16．01� 5．8�
44 � ハ ナ キ リ 牡3芦 56 松山 弘平大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 476－ 22：18．0大差 31．0�
（4頭）

11 ナニハサテオキ 牡3鹿 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社
目黒牧場 484＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 74，339，900円 複勝： 76，262，100円 枠連： 発売なし
馬連： 40，682，400円 馬単： 43，195，000円 ワイド： 47，408，500円
3連複： 51，889，600円 3連単： 222，497，800円 計： 556，275，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 100円 �� 100円 �� 100円

3 連 複 ��� 110円 3 連 単 ��� 270円

票 数

単勝票数 差引計 743399（返還計 11520） 的中 � 383146（1番人気）
複勝票数 差引計 762621（返還計 10711） 的中 � 551206（1番人気）� 110393（2番人気）
馬連票数 差引計 406824（返還計 29758） 的中 �� 205548（1番人気）
馬単票数 差引計 431950（返還計 27718） 的中 �� 146339（1番人気）
ワイド票数 差引計 474085（返還計 22072） 的中 �� 298677（1番人気）�� 60403（3番人気）�� 78450（2番人気）
3連複票数 差引計 518896（返還計110159） 的中 ��� 399824（1番人気）
3連単票数 差引計2224978（返還計424990） 的中 ��� 579364（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．6―12．3―13．3―13．2―12．7―12．3―12．1―11．8―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．5―37．8―51．1―1：04．3―1：17．0―1：29．3―1：41．4―1：53．2―2：04．0

コーナー
通過順位

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

2
4
3，2（4，5）・（3，2）（4，5）

勝馬の
紹 介

セ レ シ オ ン 	


父 ハーツクライ 	



母父 Candy Stripes デビュー 2021．11．21 阪神1着

2019．4．4生 牡3黒鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 2戦2勝 賞金 17，433，000円
〔競走除外〕 ナニハサテオキ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。



01069 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第9競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （芝・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：19．2
1：19．0

良
良

46 ビューティフルデイ 牝4鹿 54 川田 将雅�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 21：20．7 2．3�
711 モンファボリ 牝4鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 01：20．8� 4．7�
22 サトノルーチェ 牝4鹿 54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428＋ 81：20．9� 11．7�
33 リ ヴ ェ ー ル 牝5芦 55 川須 栄彦栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 454± 01：21．0� 12．5�
11 ダンツイノーバ 牝5栗 55 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 460± 01：21．21� 23．0	
57 テーオーディエス 牝4鹿 54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 434＋ 41：21．41� 55．7

58 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 54 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 452＋ 61：21．5� 6．6�
69 ミッキーバディーラ 牝6鹿 55 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 2 〃 クビ 9．0�
712 ウインメルシー 牝6鹿 55 幸 英明�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 484－ 21：21．6� 82．4
610 ムーンライト 牝5青 55 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 468－ 21：21．7� 46．2�
45 ロングトレーン 牝4鹿 54 川又 賢治前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 81：21．8� 100．5�
814 ラ キ 牝5鹿 55 小崎 綾也 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 476＋141：21．9クビ 315．4�
813 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 442－ 21：22．22 45．7�
34 ソ ス ピ タ 牝5芦 55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 446－ 61：23．15 18．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，877，700円 複勝： 89，069，700円 枠連： 18，713，300円
馬連： 113，898，000円 馬単： 46，651，300円 ワイド： 96，836，200円
3連複： 178，512，900円 3連単： 191，764，500円 計： 791，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 230円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 558777 的中 � 192257（1番人気）
複勝票数 計 890697 的中 � 237636（1番人気）� 156441（2番人気）� 73620（5番人気）
枠連票数 計 187133 的中 （4－7） 25841（1番人気）
馬連票数 計1138980 的中 �� 152122（1番人気）
馬単票数 計 466513 的中 �� 39577（1番人気）
ワイド票数 計 968362 的中 �� 103425（1番人気）�� 55386（4番人気）�� 22565（11番人気）
3連複票数 計1785129 的中 ��� 69469（3番人気）
3連単票数 計1917645 的中 ��� 25938（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．3―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．0―45．3―56．7―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 3（2，4）－1（7，6）（5，11，13）14（8，10）12，9 4 3（2，4）－1（7，6）（11，13）5（10，14）（8，12）9

勝馬の
紹 介

ビューティフルデイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．11．21 東京2着

2018．3．17生 牝4鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 9戦3勝 賞金 42，840，000円
〔制裁〕 ロングトレーン号の騎手川又賢治は，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。

01070 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第10競走 ��
��1，400�

とおとうみ

遠江ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3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 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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

35 � コラルノクターン 牡5鹿 57 岩田 望来グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training
Center, LLC 514＋ 41：24．1 4．0�

510 シゲルタイタン 牡5鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B494＋ 6 〃 クビ 19．7�
36 グランパラディーゾ 牝4鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：24．52 7．6�
59 フルヴォート 牡4鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 2．0�
24 ダイシンイナリ 牡5鹿 57 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 532＋ 81：24．6	 43．9	
714 オーマイガイ 牡9栗 57 川又 賢治廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 476－ 81：24．81 19．3

816 スズカコーズマンボ 牡5鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：25．12 81．8�
48 � ハリーバローズ 牡5鹿 57 武 豊猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B496± 01：25．2	 15．5�
12 � フォルツァエフ 牡7鹿 57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 500－ 4 〃 クビ 72．0
611 ニシノホライゾン 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 520＋ 21：25．3クビ 158．6�
612
 ロードアブソルート 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 440－ 2 〃 クビ 79．9�
713 ニホンピロランド 牡6鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 510＋ 61：25．5� 54．9�
47 メイショウラビエ 牝7鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 506＋121：25．6� 371．7�
815 エピックアン 牡7芦 57 横山 典弘 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B510± 01：25．91� 59．3�
11 メイショウマサヒメ 牝5青鹿55 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 500＋ 4 〃 アタマ 9．2�
23 バレーノロッソ 牡7栗 57 柴山 雄一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 512＋ 21：26．96 545．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，253，000円 複勝： 107，103，400円 枠連： 33，339，800円
馬連： 157，101，200円 馬単： 67，256，100円 ワイド： 124，775，100円
3連複： 248，696，400円 3連単： 310，599，800円 計： 1，121，124，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 430円 � 230円 枠 連（3－5） 240円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 620円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 45，920円

票 数

単勝票数 計 722530 的中 � 144288（2番人気）
複勝票数 計1071034 的中 � 156816（2番人気）� 54705（6番人気）� 129722（3番人気）
枠連票数 計 333398 的中 （3－5） 103959（1番人気）
馬連票数 計1571012 的中 �� 32787（11番人気）
馬単票数 計 672561 的中 �� 8626（17番人気）
ワイド票数 計1247751 的中 �� 28061（12番人気）�� 54268（5番人気）�� 17930（17番人気）
3連複票数 計2486964 的中 ��� 22535（23番人気）
3連単票数 計3105998 的中 ��� 4903（123番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．3―12．4―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．8―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コラルノクターン �
�
父 Emcee �

�
母父 Stephen Got Even デビュー 2020．2．2 東京1着

2017．4．27生 牡5鹿 母 Cowgirl Lucky 母母 Energise 13戦4勝 賞金 71，897，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



01071 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第11競走 ��
��2，200�第69回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
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

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

510 ヨーホーレイク 牡4鹿 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：11．7 5．6�

24 ステラヴェローチェ 牡4黒鹿57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498± 02：11．8� 1．8�
36 ヤ シ ャ マ ル 牡5黒鹿54 松田 大作高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 516＋102：12．33 46．3�
612 エフェクトオン 牡6黒鹿53 秋山真一郎 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448± 02：12．4クビ 92．3�
47 アフリカンゴールド �7栗 55 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 42：12．61	 87．9	
23 マイネルウィルトス 牡6黒鹿56 川須 栄彦 �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 482＋ 82：12．7
 19．6

816 トラストケンシン 牡7鹿 53 池添 謙一菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 474＋ 82：12．8� 81．8�
12 ク ラ ヴ ェ ル 牝5青鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 8．5�
11 モズナガレボシ 牡5芦 55 松山 弘平 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 496＋ 42：12．9クビ 45．3
815 ダノンマジェスティ 牡7鹿 55 岩田 望来�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 02：13．0� 29．6�
714 プレシャスブルー 牡8鹿 55 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 442＋ 82：13．32 72．3�
611 ショウナンバルディ 牡6黒鹿57 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 458＋ 62：13．5� 31．9�
35 ロードマイウェイ 牡6鹿 56 幸 英明 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 22：13．81� 231．5�
59 マイネルフラップ 牡6黒鹿53 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 2 〃 アタマ 363．0�
48 フライライクバード 牡5黒鹿55 武 豊窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 82：13．91 5．3�
713 トップウイナー 牡6栗 55 和田 翼�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B478＋122：15．17 454．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 331，497，100円 複勝： 415，199，900円 枠連： 131，046，500円
馬連： 875，221，000円 馬単： 376，575，200円 ワイド： 685，269，900円
3連複： 1，811，353，100円 3連単： 2，644，901，800円 計： 7，271，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 110円 � 510円 枠 連（2－5） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，720円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 26，610円

票 数

単勝票数 計3314971 的中 � 472746（3番人気）
複勝票数 計4151999 的中 � 494905（3番人気）� 1484449（1番人気）� 124611（8番人気）
枠連票数 計1310465 的中 （2－5） 193857（2番人気）
馬連票数 計8752210 的中 �� 1155536（2番人気）
馬単票数 計3765752 的中 �� 192313（5番人気）
ワイド票数 計6852699 的中 �� 643049（2番人気）�� 58844（31番人気）�� 125561（12番人気）
3連複票数 計18113531 的中 ��� 227554（17番人気）
3連単票数 計26449018 的中 ��� 72049（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．4―36．0―48．2―1：00．2―1：12．6―1：24．8―1：36．6―1：48．0―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
13，11，7（1，4，8）－6，3，10－（9，16）12，15－2，14，5
13（11，7）（1，3，6，8）4－（9，10）16，12，15－（2，14）5

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

勝馬の
紹 介

ヨーホーレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．7．12 阪神1着

2018．3．19生 牡4鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 7戦3勝 賞金 119，644，000円
〔制裁〕 ヤシャマル号の騎手松田大作は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

01072 1月16日 晴 良 （4中京1） 第6日 第12競走 ��1，400�4歳以上2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 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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿57 岩田 望来大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 476＋ 41：25．2 21．7�
47 ヴァクストゥーム 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 470＋ 41：25．3� 15．5�
713 メイショウオーギシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－ 6 〃 ハナ 7．4�
814 モズピンポン 牡5栗 57

53 ★古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 518－10 〃 クビ 15．1�
712 ロゼキルシュ 牝5栗 55 松山 弘平�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 492± 01：25．51 24．6�
58 テーオーダヴィンチ 牡4栗 56 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 502± 01：25．6� 2．7	
34 マーチリリー 牝4青鹿54 国分 恭介手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B490± 01：25．7� 22．4

23 マイグレーション 牡4黒鹿56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 502＋ 21：25．91 5．7�
611 プレジールミノル 牡4栗 56 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B508＋161：26．0� 6．1�
46 ビップエレナ 牝4芦 54 勝浦 正樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 476－10 〃 クビ 79．6
610� ポンペイワーム 牡6栗 57 川須 栄彦吉田 和美氏 畑端 省吾 米 Spendthrift

Farm LLC 536＋ 21：26．1クビ 81．0�
11 カンタベリーマッハ 牡4鹿 56 �島 良太峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 510＋ 21：26．63 43．8�
59 ゼヒニオヨバズ 	6黒鹿57 柴山 雄一サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 532＋ 41：26．92 521．2�
22 ロードシュトローム 牡4鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 21：27．11 9．8�
35 セルフメイド 牡4栗 56 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 500＋ 61：27．2
 130．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 102，293，300円 複勝： 121，489，000円 枠連： 36，402，500円
馬連： 199，653，500円 馬単： 73，020，800円 ワイド： 159，033，800円
3連複： 298，170，500円 3連単： 335，698，200円 計： 1，325，761，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 560円 � 430円 � 250円 枠 連（4－8） 4，370円

馬 連 �� 10，790円 馬 単 �� 24，250円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 1，530円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 16，730円 3 連 単 ��� 135，210円

票 数

単勝票数 計1022933 的中 � 37568（8番人気）
複勝票数 計1214890 的中 � 52474（10番人気）� 70182（7番人気）� 147111（4番人気）
枠連票数 計 364025 的中 （4－8） 6443（19番人気）
馬連票数 計1996535 的中 �� 14336（40番人気）
馬単票数 計 730208 的中 �� 2258（81番人気）
ワイド票数 計1590338 的中 �� 11884（42番人気）�� 26998（16番人気）�� 26904（18番人気）
3連複票数 計2981705 的中 ��� 13359（61番人気）
3連単票数 計3356982 的中 ��� 1800（480番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．7―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．2―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノジャスタ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Bertolini デビュー 2019．6．30 中京1着

2017．3．21生 牡5黒鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 31戦3勝 賞金 73，644，000円
〔制裁〕 モズピンポン号の騎手古川奈穂は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

４レース目



（4中京1）第6日 1月16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 149頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

284，400，000円
27，410，000円
2，320，000円
34，370，000円
6，000，000円
65，238，000円
4，369，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
963，116，900円
1，365，537，000円
298，767，500円
1，826，266，500円
841，876，700円
1，503，725，200円
3，257，280，200円
4，674，751，200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 14，731，321，200円

総入場人員 3，458名 （有料入場人員 3，155名）
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