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01097 1月29日 曇 良 （4中京1） 第9日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55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

33 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 456－ 21：56．1 1．7�
811 デ ィ ス コ 牝3鹿 54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 486＋ 4 〃 ハナ 4．5�
11 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± 01：57．05 9．5�
78 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462－ 81：57．2� 180．1�
44 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 54 �島 良太�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 478＋ 21：57．3� 5．3	
22 クリノフラッグ 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 466＋ 61：57．4� 36．9

66 デ ス ペ ハ ド 牝3黒鹿54 高倉 稜 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 山下 恭茂 468－ 21：57．5� 73．0�
67 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 530－ 41：57．6� 16．1�
810 テーオーティラミス 牝3鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 470－ 21：58．45 42．5
55 ノーブルブロンド 牝3栗 54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 吉岡 辰弥 むかわ 市川牧場 466－ 61：59．14 22．1�
79 プリンアラモード 牝3鹿 54 城戸 義政田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 412± 02：03．3大差 252．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，092，600円 複勝： 48，600，100円 枠連： 6，843，800円
馬連： 42，086，100円 馬単： 21，870，900円 ワイド： 34，227，800円
3連複： 69，931，900円 3連単： 97，970，600円 計： 343，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（3－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，580円

票 数

単勝票数 計 220926 的中 � 98751（1番人気）
複勝票数 計 486001 的中 � 288008（1番人気）� 65374（2番人気）� 30660（4番人気）
枠連票数 計 68438 的中 （3－8） 16339（1番人気）
馬連票数 計 420861 的中 �� 98548（1番人気）
馬単票数 計 218709 的中 �� 35424（1番人気）
ワイド票数 計 342278 的中 �� 56629（1番人気）�� 39350（3番人気）�� 20191（5番人気）
3連複票数 計 699319 的中 ��� 94596（2番人気）
3連単票数 計 979706 的中 ��� 44920（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．8―13．1―13．0―13．0―13．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．6―51．7―1：04．7―1：17．7―1：30．8―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ レ ッ ソ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Unbridled デビュー 2022．1．16 中京2着

2019．3．30生 牝3黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ラピドゥス号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

セレッソ号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンアラモード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 プリンアラモード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年3月29日まで平地競走に出走でき

ない。
※プリンアラモード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01098 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25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

48 バトルクライ 牡3栗 56 岩田 望来 �Gリビエール・
レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 21：11．9 4．3�
816 コブラクロー 牡3鹿 56 川須 栄彦山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 566＋ 41：13．610 4．4�
815 エイブルマン 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 464＋ 41：13．81 64．9�
23 キ ッ シ ョ ウ 牝3鹿 54 川田 将雅 �ニッシンホール

ディングス 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 418＋ 21：13．9クビ 2．6�
59 テイエムキバイモン 牡3鹿 56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 478± 01：14．11� 62．6�
612 ミルトイグニス 牡3黒鹿56 柴山 雄一永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 492－121：14．2� 22．8	
510 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 520＋ 21：14．3クビ 113．0

35 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 496＋ 4 〃 クビ 36．7�
12 グ ラ ン デ 牡3栗 56 松山 弘平 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 474－ 61：14．4クビ 4．0�
713 メイショウトリデ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 484－ 21：14．61 279．5
11 ブレイヴルーラー 牡3鹿 56 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか タツヤファーム B498＋ 61：15．23� 32．7�
36 クイーンカトリーヌ 牝3黒鹿54 団野 大成大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 434－ 61：15．3� 161．2�
47 ザビッグマン 牡3鹿 56 松田 大作岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B538－10 〃 クビ 241．1�
714 アイアンポート 牝3芦 54 古川 吉洋池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 472－ 61：16．25 563．0�
24 マリブレディ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂小川眞査雄氏 矢作 芳人 新ひだか 下屋敷牧場 386－ 41：16．51� 139．8�
611 アグラデセール 牡3鹿 56 岡田 祥嗣古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 平野牧場 450－ 21：17．56 324．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，485，500円 複勝： 42，574，400円 枠連： 7，866，300円
馬連： 46，358，100円 馬単： 21，904，800円 ワイド： 46，004，800円
3連複： 79，686，500円 3連単： 84，511，300円 計： 363，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 150円 � 1，100円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，930円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 22，770円 3 連 単 ��� 77，650円

票 数

単勝票数 計 344855 的中 � 63153（3番人気）
複勝票数 計 425744 的中 � 58580（4番人気）� 90187（2番人気）� 7019（10番人気）
枠連票数 計 78663 的中 （4－8） 7156（6番人気）
馬連票数 計 463581 的中 �� 39900（3番人気）
馬単票数 計 219048 的中 �� 10278（6番人気）
ワイド票数 計 460048 的中 �� 28877（5番人気）�� 2258（32番人気）�� 4207（24番人気）
3連複票数 計 796865 的中 ��� 2624（51番人気）
3連単票数 計 845113 的中 ��� 789（196番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．3―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルクライ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．24 新潟4着

2019．5．16生 牡3栗 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 5戦1勝 賞金 7，580，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアンポート号・マリブレディ号・アグラデセール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和4年2月28日まで平地競走に出走できない。

第１回 中京競馬 第９日



01099 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走10時55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

78 ト ウ セ ツ 牡3芦 56 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 62：01．9 3．5�

810 テイエムシルバー 牡3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 484＋ 22：02．21� 53．0�
66 エアフォースワン 牡3鹿 56 国分 恭介藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 大西ファーム 456± 02：02．84 10．0�
44 ノーブルストリーム 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 476－ 82：03．43� 110．6�
55 ラウドスピリッツ 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498± 02：03．61� 2．0�
22 サンウエストウッド 牡3鹿 56 酒井 学加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか ウエスタンファーム 494－ 22：04．13 116．6	
33 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 470－ 42：04．21 45．2

11 キューバンピート 牡3栗 56 藤井勘一郎橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 B478－ 82：04．73 68．5�
67 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 482－ 62：05．23 4．5�
79 ディーノエナジー 牡3鹿 56 団野 大成坂本 守孝氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 492＋ 42：05．3� 12．7
811 メールブルー 牡3鹿 56 松田 大作椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B504－ 42：06．89 112．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，482，800円 複勝： 44，184，100円 枠連： 7，235，800円
馬連： 39，512，800円 馬単： 22，569，800円 ワイド： 41，640，200円
3連複： 67，396，800円 3連単： 94，596，600円 計： 350，618，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 850円 � 230円 枠 連（7－8） 3，640円

馬 連 �� 8，880円 馬 単 �� 10，860円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 460円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 11，420円 3 連 単 ��� 65，310円

票 数

単勝票数 計 334828 的中 � 75404（2番人気）
複勝票数 計 441841 的中 � 100062（2番人気）� 9719（7番人気）� 47920（4番人気）
枠連票数 計 72358 的中 （7－8） 1539（8番人気）
馬連票数 計 395128 的中 �� 3447（16番人気）
馬単票数 計 225698 的中 �� 1558（26番人気）
ワイド票数 計 416402 的中 �� 5208（16番人気）�� 25819（5番人気）�� 2303（32番人気）
3連複票数 計 673968 的中 ��� 4426（32番人気）
3連単票数 計 945966 的中 ��� 1050（156番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．7―12．9―13．0―12．6―12．9―13．7―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．4―43．3―56．3―1：08．9―1：21．8―1：35．5―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
・（9，10）3－1－5，8－2，4－11－7，6・（9，10）－3（5，1，8）－（2，4）＝6，7－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト ウ セ ツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．12．19 阪神2着

2019．4．19生 牡3芦 母 ピ エ リ ー ナ 母母 バイラリーナ 2戦1勝 賞金 8，000，000円

01100 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第4競走 ��1，400�3歳新馬
発走11時25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

610� キュートヴィラン 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 和子氏 四位 洋文 米 Nancy
Mazzoni 448 ―1：26．2 1．7�

711 クレスケンスルーナ 牝3栗 54 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 470 ―1：27．37 11．6�
46 サ ク ハ ル 牡3鹿 56 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 486 ―1：28．04 18．5�
34 キ ン ザ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦幅田 京子氏 奥村 豊 日高 サンバマウン

テンファーム 458 ―1：29．17 17．4�
58 アンジュレイ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 466 ―1：29．41� 32．0�
813 メイショウベレー 牝3栗 54 柴山 雄一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村下 明博 442 ―1：29．5� 158．5�
33 スペースザリッパー 牡3鹿 56 松山 弘平 	吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 木村牧場 504 ―1：29．92� 6．7

11 クロスオブゴールド 牡3栗 56 池添 謙一下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 436 ― 〃 クビ 11．2�
814 マサノキララ 牝3栗 54 国分 恭介猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 482 ―1：30．85 206．1�
712 スーサンシーヴァー 牡3鹿 56 団野 大成林 進氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 490 ―1：31．12 14．3
57 ワンダーカグラ 牝3鹿 54 幸 英明山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 478 ―1：31．31� 27．2�
69 タガノピスケス 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480 ―1：31．4クビ 122．0�

22 オ ト ニ エ ル 牡3鹿 56 太宰 啓介広尾レース	 奥村 豊 新ひだか 木村 秀則 478 ―1：31．72 99．1�
45 モズスーパーノヴァ 牝3栗 54 城戸 義政 	キャピタル・システム 	島 一歩 平取 スガタ牧場 484 ―1：33．8大差 14．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，754，900円 複勝： 38，751，200円 枠連： 9，506，900円
馬連： 42，046，700円 馬単： 21，667，200円 ワイド： 41，965，000円
3連複： 66，454，400円 3連単： 76，087，400円 計： 330，233，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 310円 � 390円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 380円 �� 690円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 337549 的中 � 156091（1番人気）
複勝票数 計 387512 的中 � 113830（1番人気）� 26341（6番人気）� 19317（8番人気）
枠連票数 計 95069 的中 （6－7） 13613（1番人気）
馬連票数 計 420467 的中 �� 34029（4番人気）
馬単票数 計 216672 的中 �� 12622（4番人気）
ワイド票数 計 419650 的中 �� 31158（2番人気）�� 15335（7番人気）�� 4666（27番人気）
3連複票数 計 664544 的中 ��� 12238（15番人気）
3連単票数 計 760874 的中 ��� 4591（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―48．2―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 ・（3，10）（4，13）（6，11）－（1，7）5－2（8，14，12）－9 4 ・（3，10）－（4，13）（6，11）－（5，1，7）－（8，2）（14，12）－9

勝馬の
紹 介

�キュートヴィラン �
�
父 Arrogate �

�
母父 Offlee Wild 初出走

2019．3．31生 牝3鹿 母 She Be Wild 母母 Trappings 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 モズスーパーノヴァ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーカグラ号・タガノピスケス号・オトニエル号・モズスーパーノヴァ号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競走に出走できない。
※アンジュレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01101 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時15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

22 ハイコースト 牡3鹿 56 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484－ 62：02．4 12．4�
11 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 452－ 62：02．72 3．2�
66 ニシノクレセント 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 長谷川浩大 新ひだか 本桐牧場 510－ 22：03．01� 15．3�
811 プレシャスソウル 牡3鹿 56 岩田 望来飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 456＋ 62：03．21� 21．5�
44 レッドバリエンテ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 2．1�
79 インベルシオン 牡3鹿 56 酒井 学前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 516－ 42：03．3クビ 63．8	
33 トモエセンニンギリ 牝3鹿 54 松田 大作髙瀬 真尚氏 武 英智 日高 本間牧場 446－ 22：03．62 89．0

810 スーサンアッシャー 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 458＋ 22：03．7クビ 4．4�
55 リアルモンスター 牡3青鹿56 和田 翼 CLUB RUN FOR

THE ROSES 大橋 勇樹 浦河 高村牧場 494－ 2 〃 ハナ 94．5�
67 キタノダロマ 牡3鹿 56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 462－ 62：05．5大差 397．6
78 オンリーワンエルフ �3鹿 56 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 青木 孝文 日高 槇本牧場 444－102：07．4大差 175．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，063，400円 複勝： 56，138，600円 枠連： 8，815，700円
馬連： 54，651，600円 馬単： 33，766，800円 ワイド： 50，934，400円
3連複： 88，202，800円 3連単： 134，376，000円 計： 475，949，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 250円 � 140円 � 250円 枠 連（1－2） 2，360円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，520円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 45，990円

票 数

単勝票数 計 490634 的中 � 31613（4番人気）
複勝票数 計 561386 的中 � 51516（4番人気）� 130013（2番人気）� 49816（5番人気）
枠連票数 計 88157 的中 （1－2） 2894（9番人気）
馬連票数 計 546516 的中 �� 23908（6番人気）
馬単票数 計 337668 的中 �� 4408（19番人気）
ワイド票数 計 509344 的中 �� 21823（8番人気）�� 8134（14番人気）�� 24945（7番人気）
3連複票数 計 882028 的中 ��� 11654（14番人気）
3連単票数 計1343760 的中 ��� 2118（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．0―49．9―1：02．5―1：15．1―1：27．5―1：39．7―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイコースト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．8．22 札幌6着

2019．2．22生 牡3鹿 母 レッドオーラム 母母 タッチフォーゴールド 3戦1勝 賞金 5，200，000円

01102 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）

牝；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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

67 バ ス マ テ ィ 牝3鹿 54 川田 将雅多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 436± 01：25．9 4．4�
811 カフジテトラゴン 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 4 〃 クビ 30．6�
22 エトワールジェンヌ 牝3鹿 54 和田 竜二福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 486＋ 61：26．11 38．5�
812 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 442± 0 〃 クビ 2．3�
44 ラ ラ ラ ン ド 牝3黒鹿54 松田 大作椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 41：26．31� 12．9�
79 ベルマーレミノル 牝3栗 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：26．5� 60．4�
11 カラフルキューブ 牝3鹿 54 松山 弘平	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 464－ 4 〃 クビ 8．2

55 マテンロウアイ 牝3黒鹿54 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：26．6クビ 11．3�
68 ブッシュガーデン 牝3黒鹿54 池添 謙一�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464＋121：26．7� 4．9
33 シ ダ ー 牝3鹿 54 酒井 学ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 478± 01：27．76 77．3�
56 センタースリール 牝3鹿 54 岩田 望来中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 466＋101：28．44 65．2�
710 ミ ミ グ ッ ド 牝3青鹿54 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 熊本 本田 土寿 430－ 21：29．25 236．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，474，700円 複勝： 68，213，300円 枠連： 11，925，100円
馬連： 65，880，600円 馬単： 28，599，300円 ワイド： 64，530，800円
3連複： 100，156，100円 3連単： 112，510，900円 計： 504，290，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 550円 � 720円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 2，120円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 39，840円 3 連 単 ��� 167，150円

票 数

単勝票数 計 524747 的中 � 94735（2番人気）
複勝票数 計 682133 的中 � 110332（3番人気）� 29020（7番人気）� 21418（8番人気）
枠連票数 計 119251 的中 （6－8） 28568（1番人気）
馬連票数 計 658806 的中 �� 10431（19番人気）
馬単票数 計 285993 的中 �� 3371（29番人気）
ワイド票数 計 645308 的中 �� 10178（21番人気）�� 7892（22番人気）�� 3206（41番人気）
3連複票数 計1001561 的中 ��� 1885（98番人気）
3連単票数 計1125109 的中 ��� 488（419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―34．7―47．0―59．7―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．9
3 11（12，9）（2，6，8）（1，7）（3，4）－5－10 4 11，12（2，9）（1，8）6，7（3，4）5－10
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 8戦2勝 賞金 16，700，000円
※センタースリール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01103 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時15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

66 エーティーソブリン 牡4鹿 56 松田 大作荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B484－ 21：34．2 32．8�
810 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 540＋ 2 〃 クビ 2．0�
811 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 B444＋ 21：34．73 4．3�
33 タケルジャック 牡4青鹿56 和田 竜二森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 476± 0 〃 クビ 30．7�
55 � ジッピーレーサー �5鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 466－ 2 〃 アタマ 181．5�
11 フォティノース 牝4黒鹿54 団野 大成 	社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 444－ 21：34．9� 10．2

22 バリコノユメ 牝4栗 54 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 470＋ 61：35．0� 16．9�
67 アウサンガテ 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 452＋ 8 〃 アタマ 5．1�
78 エヴァジョーネ 牝5黒鹿55 横山 典弘 	社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム B426－101：35．21	 12．8
44 
 キ ュ ロ ン 牡6鹿 57 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 81：36．15 359．8�
79 プティシュシュ 牝5青鹿55 幸 英明小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 458＋141：38．3大差 28．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，205，500円 複勝： 61，645，000円 枠連： 10，521，100円
馬連： 59，121，700円 馬単： 29，247，600円 ワイド： 54，586，700円
3連複： 95，837，400円 3連単： 126，207，100円 計： 478，372，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 530円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 350円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，940円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 40，340円

票 数

単勝票数 計 412055 的中 � 10033（9番人気）
複勝票数 計 616450 的中 � 13721（9番人気）� 275847（1番人気）� 94081（2番人気）
枠連票数 計 105211 的中 （6－8） 22681（2番人気）
馬連票数 計 591217 的中 �� 12604（12番人気）
馬単票数 計 292476 的中 �� 2088（29番人気）
ワイド票数 計 545867 的中 �� 9031（17番人気）�� 5940（23番人気）�� 100410（1番人気）
3連複票数 計 958374 的中 ��� 25514（10番人気）
3連単票数 計1262071 的中 ��� 2268（119番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．0―12．6―12．1―11．5―11．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4

3 9，2，1（7，10）11（5，8，6）3，4
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティーソブリン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．4．25 阪神8着

2018．4．26生 牡4鹿 母 エアジュプロンサ 母母 ポンパドール 7戦2勝 賞金 13，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プティシュシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競走

に出走できない。

01104 1月29日 曇 良 （4中京1） 第9日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13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

89 ラ ル フ 牡4栗 56 松山 弘平�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 502± 01：54．2 2．6�
77 アズユーフィール 牡4黒鹿56 川田 将雅 �コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B508＋ 61：54．83� 3．0�
66 キングダムウイナー 牡5鹿 57 川須 栄彦ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：55．01� 10．7�
55 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 500＋10 〃 クビ 4．1�
33 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± 01：55．53 27．7	
44 プルモナリア 牝4栗 54 岩田 望来�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 466± 01：56．77 7．5

22 アスクチャーチル 牡4鹿 56

52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492＋111：57．23 35．7�
88 � ハバチューバー 牡5栗 57 古川 吉洋細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 512－ 41：57．3� 237．3�
11 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿56 藤井勘一郎西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 496－ 21：57．51 74．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，477，600円 複勝： 45，253，100円 枠連： 6，602，500円
馬連： 51，627，900円 馬単： 28，727，800円 ワイド： 44，470，300円
3連複： 81，942，300円 3連単： 140，138，000円 計： 436，239，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 390円 �� 540円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 374776 的中 � 113077（1番人気）
複勝票数 計 452531 的中 � 148552（1番人気）� 100815（2番人気）� 38759（5番人気）
枠連票数 計 66025 的中 （7－8） 14485（1番人気）
馬連票数 計 516279 的中 �� 119553（1番人気）
馬単票数 計 287278 的中 �� 30037（2番人気）
ワイド票数 計 444703 的中 �� 77517（1番人気）�� 26500（6番人気）�� 17848（9番人気）
3連複票数 計 819423 的中 ��� 61621（4番人気）
3連単票数 計1401380 的中 ��� 29707（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―39．3―52．2―1：04．9―1：17．8―1：30．6―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．4
1
3
9，7，5－3，6，2，4－8－1
9，7（5，6）3（2，4）－8－1

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

勝馬の
紹 介

ラ ル フ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．8．22 小倉8着

2018．3．17生 牡4栗 母 ロサモスカータ 母母 ローザロバータ 15戦2勝 賞金 28，670，000円



01105 1月29日 曇 良 （4中京1） 第9日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 賞
発走14時25分 （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 1，030，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

79 カワキタレブリー 牡3黒鹿56 松山 弘平川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 432± 01：36．0 11．2�
22 タガノエスコート 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 61：36．1� 46．2�
66 セ ル バ ー グ 牡3鹿 56 古川 吉洋桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 434－ 2 〃 ハナ 20．7�
810 アストロフィライト 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 450± 01：36．2クビ 1．6�
11 レッドラマンシュ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 470＋ 4 〃 アタマ 7．4	
78 レベレンシア 牡3鹿 56 横山 典弘�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 41：36．3� 8．8

33 ゴールドローズ 牝3芦 54 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 440－ 81：36．41 7．2�
44 マンクスホップ 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 21：36．61� 17．6�
67 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 松田 大作サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 448－ 21：36．7クビ 36．5
55 パーサヴィアランス 牡3鹿 56 団野 大成馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 ハナ 68．2�
811 プレヴォール 牡3栗 56 岩田 望来杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 01：36．91� 130．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 68，516，400円 複勝： 121，677，600円 枠連： 14，433，400円
馬連： 90，498，000円 馬単： 52，712，900円 ワイド： 83，137，000円
3連複： 141，172，400円 3連単： 233，517，400円 計： 805，665，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 410円 � 1，320円 � 790円 枠 連（2－7） 6，080円

馬 連 �� 13，000円 馬 単 �� 25，520円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，640円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 53，360円 3 連 単 ��� 346，920円

票 数

単勝票数 計 685164 的中 � 48783（5番人気）
複勝票数 計1216776 的中 � 84000（4番人気）� 22904（9番人気）� 39696（7番人気）
枠連票数 計 144334 的中 （2－7） 1839（18番人気）
馬連票数 計 904980 的中 �� 5394（32番人気）
馬単票数 計 527129 的中 �� 1549（56番人気）
ワイド票数 計 831370 的中 �� 6638（31番人気）�� 13307（18番人気）�� 2776（43番人気）
3連複票数 計1411724 的中 ��� 1984（99番人気）
3連単票数 計2335174 的中 ��� 488（553番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．9―37．0―49．2―1：01．4―1：13．7―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

カワキタレブリー �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．3 函館1着

2019．4．4生 牡3黒鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 7戦2勝 賞金 35，821，000円

01106 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第10競走 ��2，200�
ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，3．1．30以降4．1．23まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

77 ロードプレジール 牡4黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 474－ 22：12．7 1．7�
44 ナムラカミカゼ 牡5鹿 54 岩田 望来奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 494＋ 22：12．8� 4．3�
22 シーリアスラブ 牡6鹿 55 松田 大作吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 472－ 22：13．65 16．3�
11 イ ベ リ ア 牡7黒鹿52 池添 謙一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 514＋122：13．91� 18．0�
66 レッドクーゲル 牡6栗 53 団野 大成 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 444－ 4 〃 クビ 79．2�
55 サンデーミラージュ 牡5鹿 54 和田 竜二エムズレーシング 宮本 博 千歳 社台ファーム 498＋182：14．32� 45．5	
810 リーブルミノル 牡4栗 54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 500＋182：14．72� 9．9

78 カナリキケン 牝4栗 51 藤懸 貴志由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 496＋ 8 〃 ハナ 43．2�
89 テ ン カ ハ ル 牡4栗 54 幸 英明ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494± 02：14．91� 6．3�
33 ヴァンベールシチー �8栗 52 酒井 学 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 408－ 42：16．07 135．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，426，700円 複勝： 78，886，600円 枠連： 15，906，100円
馬連： 92，166，700円 馬単： 47，289，800円 ワイド： 64，160，000円
3連複： 128，395，700円 3連単： 229，164，900円 計： 708，396，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 420円 �� 580円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 524267 的中 � 244256（1番人気）
複勝票数 計 788866 的中 � 407076（1番人気）� 112503（2番人気）� 36846（6番人気）
枠連票数 計 159061 的中 （4－7） 38137（2番人気）
馬連票数 計 921667 的中 �� 241095（1番人気）
馬単票数 計 472898 的中 �� 76844（1番人気）
ワイド票数 計 641600 的中 �� 116236（1番人気）�� 34589（5番人気）�� 23600（9番人気）
3連複票数 計1283957 的中 ��� 97285（3番人気）
3連単票数 計2291649 的中 ��� 61463（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．5―12．7―12．6―12．3―12．1―12．0―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．8―35．3―48．0―1：00．6―1：12．9―1：25．0―1：37．0―1：49．0―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードプレジール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．6 阪神1着

2018．5．10生 牡4黒鹿 母 キャトルフィーユ 母母 ワンフォーローズ 8戦3勝 賞金 33，977，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01107 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9日 第11競走 ��
��1，200�

い が

伊賀ステークス
発走15時35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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

612 メイショウミライ 牡7栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 506＋ 21：11．6 57．8�
611� スワーヴシャルル 牡6黒鹿57 川田 将雅�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：11．92 5．2�
47 メイショウヒューマ 牡4鹿 56 岩田 望来松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 490－ 21：12．21	 6．9�
12 クインズメリッサ 牝4鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：12．3
 5．5�
815 クリノサンレオ 牡9栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 482＋ 61：12．4	 254．7�
23 シ ャ マ ル 牡4鹿 56 川須 栄彦金山 敏也氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド B510＋ 4 〃 ハナ 4．2	
36 カーテンコール 牝5栗 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 2 〃 ハナ 12．0

24 スズカカナロア 牡6鹿 57 団野 大成永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：12．5クビ 10．4�
59 ニホンピロランド 牡6鹿 57 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 508－ 21：12．6
 61．7�
510� サイモンハロルド 牡5鹿 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 464＋ 81：12．7	 53．2
713 パワフルヒロコ 牝8黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 454－ 2 〃 ハナ 29．4�
11 エイシンバッカス 牡5栗 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482＋ 61：13．02 8．2�
48 ニシノホライゾン 牡5鹿 57 古川 吉洋西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 512－ 81：13．53 97．2�
35 クインズヴィヴィ 牝5青 55 横山 典弘 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 496＋14 〃 クビ 14．4�
816� マラードザレコード �8青鹿57 幸 英明岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B476＋161：14．88 33．4�
714� キングキャヴィア 牡5鹿 57 城戸 義政中西 功氏 服部 利之 新ひだか カタオカステーブル 524－121：16．8大差 507．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，763，300円 複勝： 147，637，400円 枠連： 56，140，200円
馬連： 274，255，900円 馬単： 92，608，800円 ワイド： 201，679，500円
3連複： 475，485，600円 3連単： 500，261，600円 計： 1，846，832，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，780円 複 勝 � 950円 � 180円 � 280円 枠 連（6－6） 16，350円

馬 連 �� 12，410円 馬 単 �� 36，610円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 3，910円 �� 830円

3 連 複 ��� 25，030円 3 連 単 ��� 271，060円

票 数

単勝票数 計 987633 的中 � 13666（12番人気）
複勝票数 計1476374 的中 � 31757（11番人気）� 262450（1番人気）� 138448（4番人気）
枠連票数 計 561402 的中 （6－6） 2661（31番人気）
馬連票数 計2742559 的中 �� 17114（38番人気）
馬単票数 計 926088 的中 �� 1897（99番人気）
ワイド票数 計2016795 的中 �� 13236（42番人気）�� 12964（46番人気）�� 65254（5番人気）
3連複票数 計4754856 的中 ��� 14245（82番人気）
3連単票数 計5002616 的中 ��� 1338（782番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．5―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．3―46．6―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．3
3 ・（1，6，7）16－11（3，12，13）－（4，15，10）（2，9）－14－5－8 4 ・（1，6，7）16（11，13）（12，10）（3，4）15，9，2－14，5，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウミライ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．10．28 京都8着

2015．4．28生 牡7栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 28戦4勝 賞金 95，778，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングキャヴィア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年2月28日まで平地競

走に出走できない。

01108 1月29日 晴 良 （4中京1） 第9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

812 ルチェカリーナ 牝4栗 54 和田 竜二加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 478－ 21：25．1 3．7�
813 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 464－121：25．42 43．0�
56 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 478± 0 〃 ハナ 55．0�
710 エイシンギアアップ 牡4黒鹿56 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 510＋ 21：25．5クビ 1．7�
45 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 490－ 2 〃 ハナ 19．7�
711 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 514－ 41：25．6� 10．2	
69 ジョイウイン 牡5栗 57 松田 大作石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 504－ 21：25．92 96．8

68 ダノンシュネラ 牝4鹿 54 岩田 望来�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：26．1� 18．9�
11 � フローラルドレス 牝5鹿 55 藤懸 貴志髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 426± 01：26．2� 71．9�
57 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± 01：26．3� 8．6
33 コンクエストシチー �10栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468－ 21：26．93� 192．7�
44 ワキノクイーン 牝4鹿 54 団野 大成脇山 良之氏 宮本 博 新ひだか 落合 一巳 448－ 2 〃 クビ 75．2�
22 グレートバニヤン 牡6鹿 57 藤井勘一郎 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 558± 01：27．64 42．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 63，975，700円 複勝： 88，133，300円 枠連： 21，367，300円
馬連： 111，753，200円 馬単： 56，127，400円 ワイド： 91，656，500円
3連複： 178，203，400円 3連単： 265，255，100円 計： 876，471，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 210円 � 930円 � 1，030円 枠 連（8－8） 11，580円

馬 連 �� 14，720円 馬 単 �� 21，980円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 1，890円 �� 19，810円

3 連 複 ��� 148，330円 3 連 単 ��� 614，400円

票 数

単勝票数 計 639757 的中 � 135055（2番人気）
複勝票数 計 881333 的中 � 141791（2番人気）� 21756（8番人気）� 19430（9番人気）
枠連票数 計 213673 的中 （8－8） 1430（19番人気）
馬連票数 計1117532 的中 �� 5882（28番人気）
馬単票数 計 561274 的中 �� 1915（44番人気）
ワイド票数 計 916565 的中 �� 7112（30番人気）�� 12762（16番人気）�� 1172（69番人気）
3連複票数 計1782034 的中 ��� 901（151番人気）
3連単票数 計2652551 的中 ��� 313（662番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―12．2―12．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．3―46．5―59．4―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルチェカリーナ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．1 京都2着

2018．4．30生 牝4栗 母 アンリミテッドピサ 母母 ピサノパスティーユ 10戦3勝 賞金 49，084，000円



（4中京1）第9日 1月29日（土曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145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

198，980，000円
8，210，000円
25，500，000円
1，200，000円
24，950，000円
62，027，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
587，719，100円
841，694，700円
177，164，200円
969，959，300円
457，093，100円
818，993，000円
1，572，865，300円
2，094，596，900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 7，520，085，600円

総入場人員 2，010名 （有料入場人員 1，761名）
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