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01061 1月15日 晴 稍重 （5中京1） 第6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

811 ワンライトスター 牡3黒鹿56 吉田 隼人宮本 育也氏 茶木 太樹 日高 スウィング
フィールド牧場 466－ 42：02．7 2．1�

33 アヴァンタージュ 牡3鹿 56 坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 502± 02：02．91� 4．4�
66 タイキクラージュ 牡3鹿 56 �島 克駿�大樹ファーム 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472＋ 42：03．53� 5．0�
44 セイウンカノープス 牡3栗 56 松山 弘平西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田中 裕之 484＋ 42：04．45 8．9�
55 テーオーレガシー 牡3芦 56 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 浦河 大島牧場 500－102：04．71� 14．0	
67 タイムトラベラー 牡3栗 56

55 ☆小沢 大仁田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 464－12 〃 ハナ 128．9

79 エクセルウェッジ 牡3芦 56 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 500－ 4 〃 アタマ 204．2�
11 ダノンプレジャー 牡3黒鹿56 横山 和生�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474－102：06．5大差 7．5�
78 スタングレネード 牡3栗 56

54 △角田 大河池袋レーシング 上村 洋行 日高 野島牧場 490－ 42：06．71� 81．3
22 テイエムインパクト 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 532－ 62：07．01� 199．2�
810 テイエムスペシャル �3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 坂本 春雄 478＋ 22：07．74 160．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，456，500円 複勝： 39，445，100円 枠連： 7，301，900円
馬連： 54，235，700円 馬単： 27，420，500円 ワイド： 44，537，600円
3連複： 86，853，000円 3連単： 113，599，100円 計： 405，849，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－8） 430円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 950円

票 数

単勝票数 計 324565 的中 � 123444（1番人気）
複勝票数 計 394451 的中 � 111010（1番人気）� 71520（3番人気）� 83952（2番人気）
枠連票数 計 73019 的中 （3－8） 13102（1番人気）
馬連票数 計 542357 的中 �� 109700（1番人気）
馬単票数 計 274205 的中 �� 33887（2番人気）
ワイド票数 計 445376 的中 �� 70298（1番人気）�� 65204（2番人気）�� 45365（3番人気）
3連複票数 計 868530 的中 ��� 261605（1番人気）
3連単票数 計1135991 的中 ��� 86013（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―30．3―44．1―56．5―1：09．6―1：23．4―1：36．8―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．3
1
3
・（5，8）－2，4－（1，3，11）6－（10，7）9・（3，11）5（8，4，6）－（2，7）1－10，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンライトスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2022．12．3 阪神3着

2020．4．1生 牡3黒鹿 母 ラピッドガール 母母 Personal Glory 2戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

01062 1月15日 晴 稍重 （5中京1） 第6日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 マーブルロック 牡3黒鹿56 福永 祐一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 502＋ 41：26．5 2．4�

714 スペキオサレジーナ 牝3青鹿54 横山 和生 MOMOレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B460－ 41：26．61 15．9�
510 リアルエッジ 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 504－ 61：26．81� 14．4�
35 ドンアチェカ 牡3黒鹿56 岩田 望来山田 貢一氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－101：26．9� 35．9�
24 リュクスドレフォン 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 憲士氏 平田 修 浦河 三嶋牧場 512－ 8 〃 ハナ 19．4�
816 モカラエース 牡3鹿 56 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 458－ 4 〃 クビ 13．5	
47 ド ン カ ル ロ 牡3栗 56 坂井 瑠星広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 448± 01：27．21� 5．9

36 ナンヨークリスタル 牡3鹿 56 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476± 01：27．3� 9．5�
612 デアシュトゥルム 牡3栗 56 富田 暁ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 日高 宝寄山 拓樹 452＋121：27．72� 47．3�
48 ヴ ォ ラ ン テ 牡3黒鹿56 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456－ 4 〃 ハナ 319．1
23 ヒ ビ キ 牡3青鹿56 D．イーガン 石川 達絵氏 辻野 泰之 新冠 長浜牧場 480－ 41：28．23 6．2�

（英）

11 タイセイヴィゴーレ 牡3栗 56
54 △角田 大河田中 成奉氏 松下 武士 新冠 松本 信行 B502± 01：28．62� 166．9�

611 ワンダーカラフル 牡3栗 56 川須 栄彦山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 492＋ 21：28．91� 407．4�
713 センチュリヒーロー 牡3黒鹿56 加藤 祥太中水 英紀氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 418－ 8 〃 クビ 591．3�
12 メイショウウナバラ 牡3栗 56

55 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 444＋ 41：29．11� 354．5�
815 ニシノオスマン 牡3栗 56 �島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：29．42 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，728，500円 複勝： 60，134，500円 枠連： 13，238，500円
馬連： 64，142，000円 馬単： 28，020，700円 ワイド： 68，214，400円
3連複： 111，704，400円 3連単： 107，171，200円 計： 495，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 330円 � 330円 枠 連（5－7） 1，360円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 600円 �� 530円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 18，510円

票 数

単勝票数 計 427285 的中 � 137800（1番人気）
複勝票数 計 601345 的中 � 174349（1番人気）� 36940（7番人気）� 36470（8番人気）
枠連票数 計 132385 的中 （5－7） 7497（6番人気）
馬連票数 計 641420 的中 �� 32164（7番人気）
馬単票数 計 280207 的中 �� 9150（8番人気）
ワイド票数 計 682144 的中 �� 29654（7番人気）�� 34736（3番人気）�� 7986（28番人気）
3連複票数 計1117044 的中 ��� 18996（17番人気）
3連単票数 計1071712 的中 ��� 4197（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．4―47．7―1：00．1―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．8
3 ・（3，9）－12（4，10）7（11，15）（1，8，14）16（5，6）－（2，13） 4 ・（3，9）－（4，12）10，7（1，8，15，14）（11，16）（5，6）2－13

勝馬の
紹 介

マーブルロック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．30 東京4着

2020．4．3生 牡3黒鹿 母 サニーロック 母母 サニークラッシック 5戦1勝 賞金 11，300，000円
〔制裁〕 ナンヨークリスタル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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） 1頭 ハイクライテリア号
（非抽選馬） 1頭 シュテルンロット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 中京競馬 第６日



01063 1月15日 晴 稍重 （5中京1） 第6日 第3競走 1，800�3歳新馬
発走11時00分 （ダート・左）

牝；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

34 キスオンザチーク 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498 ―1：56．0 6．2�
57 ハッピーバンド 牝3鹿 54 D．イーガン 馬場 幸夫氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 492 ―1：56．32 8．2�

（英）

610 コリアンドリ 牝3栗 54 和田 竜二 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446 ―1：56．72� 6．3�

813 メイショウマニス 牝3栗 54 M．デムーロ松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 414 ― 〃 ハナ 36．2�
46 イリスレーン 牝3栗 54 武 豊 	インゼルレーシング 清水 久詞 千歳 社台ファーム 492 ―1：57．55 4．1

711 フ ル ー ル 牝3黒鹿54 坂井 瑠星	ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：58．13� 9．6�
33 オンリーサンライズ 牝3芦 54 岩田 望来	ライフハウス 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．31� 3．2�
69 ビナカントー 牝3鹿 54 国分 優作井之口二三雄氏 服部 利之 新冠 大林ファーム 476 ―1：58．94 193．2
45 ラッキーザクラ 牝3鹿 54 国分 恭介岡田 勇氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 470 ―2：00．17 128．0�
11 ノアシーザリオ 牝3栗 54

52 △角田 大河佐山 公男氏 牧浦 充徳 平取 スガタ牧場 470 ―2：03．3大差 53．7�
712 レイナジャスミン 牝3鹿 54 �島 克駿藤沼 利夫氏 高柳 大輔 青森 荒谷牧場 454 ―2：04．36 17．3�
58 アラタマシップ 牝3栗 54

51 ▲川端 海翼荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 446 ― 〃 クビ 177．8�
814 トゥインクルーガー 牝3栗 54 川須 栄彦山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 462 ―2：05．89 169．6�
22 ラブモンテー 牝3黒鹿54 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山牧場 534 ―2：09．2大差 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，824，900円 複勝： 41，719，000円 枠連： 11，779，500円
馬連： 48，588，600円 馬単： 22，622，900円 ワイド： 46，392，500円
3連複： 73，999，400円 3連単： 78，783，500円 計： 364，710，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 250円 � 200円 枠 連（3－5） 890円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 730円 �� 640円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 22，380円

票 数

単勝票数 計 408249 的中 � 52373（3番人気）
複勝票数 計 417190 的中 � 55427（4番人気）� 41160（5番人気）� 55877（3番人気）
枠連票数 計 117795 的中 （3－5） 10250（4番人気）
馬連票数 計 485886 的中 �� 17100（10番人気）
馬単票数 計 226229 的中 �� 4163（18番人気）
ワイド票数 計 463925 的中 �� 16304（10番人気）�� 19010（7番人気）�� 14545（11番人気）
3連複票数 計 739994 的中 ��� 15577（11番人気）
3連単票数 計 787835 的中 ��� 2552（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―38．4―51．6―1：04．6―1：17．6―1：30．6―1：43．4

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

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

勝馬の
紹 介

キスオンザチーク �
�
父 Curlin �

�
母父 To Honor and Serve 初出走

2020．2．22生 牝3栗 母 エスキモーキセス 母母 Silver Colors 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ビナカントー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 レイナジャスミン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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〕 ノアシーザリオ号・アラタマシップ号・トゥインクルーガー号・ラブモンテー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和5年2月15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。

01064 1月15日 晴 稍重 （5中京1） 第6日 第4競走 1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

22 アームズレイン 牡3鹿 56 坂井 瑠星杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 490－ 21：11．8 6．4�
67 ミラクルティアラ 牝3栗 54 M．デムーロ �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 440－ 21：12．43� 7．1�
66 ミルトプライム 牡3鹿 56 岩田 望来永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 470－ 21：12．82� 6．6�
811 トロピカルヒーロー 牡3鹿 56 富田 暁田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 488－ 61：12．9� 85．9�
33 マジックタッチ 牡3鹿 56 �島 克駿藤本 栄史氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 526－ 81：13．0クビ 57．6�
78 ア ネ モ ス 牝3鹿 54 松山 弘平 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 494＋101：13．1� 3．0	
810 ユイノマチブセ 牡3鹿 56 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 444＋ 6 〃 アタマ 4．8

55 アスターチェンチ 牡3栗 56

54 △角田 大河加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 506－ 61：13．31� 39．5�
79 ノースディーバ 牡3栗 56 和田 竜二本間 茂氏 �島 一歩 新冠 須崎牧場 528＋ 81：14．04 10．0�
11 タイセイランナー 牡3栗 56 国分 恭介田中 成奉氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 498＋121：14．42� 23．7
44 ラ ヴ ェ リ テ 牝3芦 54 吉田 隼人 �インゼルレーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 470＋ 21：15．14 12．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，757，400円 複勝： 65，625，100円 枠連： 10，849，400円
馬連： 69，528，700円 馬単： 29，911，200円 ワイド： 66，707，200円
3連複： 112，340，600円 3連単： 120，873，200円 計： 529，592，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 230円 � 210円 枠 連（2－6） 960円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 19，270円

票 数

単勝票数 計 537574 的中 � 66377（3番人気）
複勝票数 計 656251 的中 � 79584（4番人気）� 71014（5番人気）� 83275（3番人気）
枠連票数 計 108494 的中 （2－6） 8749（4番人気）
馬連票数 計 695287 的中 �� 27345（10番人気）
馬単票数 計 299112 的中 �� 6301（15番人気）
ワイド票数 計 667072 的中 �� 26935（9番人気）�� 31796（5番人気）�� 31347（6番人気）
3連複票数 計1123406 的中 ��� 24609（11番人気）
3連単票数 計1208732 的中 ��� 4547（58番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．6―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アームズレイン �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2022．7．30 新潟3着

2020．2．3生 牡3鹿 母 アームズトウショウ 母母 マザートウショウ 4戦2勝 賞金 16，300，000円
〔制裁〕 ミラクルティアラ号の騎手M．デムーロは，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：10番）



01065 1月15日 晴 重 （5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 5，500，000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

56 シ ャ ザ ー ン 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 490＋122：03．8 1．4�

55 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 482－ 42：04．22� 5．3�
11 プレドミナル 牡3青鹿56 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 42：04．62� 5．1�
67 エイトキングゴッド 牡3黒鹿56 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 476－ 82：05．34 55．7�
22 アズライトムーン 牝3鹿 54 D．イーガン �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－ 62：05．51 10．9	

（英）

811 シャンドゥルン 牝3鹿 54
52 △角田 大河玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 442－182：05．71� 198．8


33 エムズシップ 牝3黒鹿54 �島 克駿本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 486－ 62：05．8� 40．5�
79 ブループラネット 牡3鹿 56 和田 竜二桜井 欣吾氏 河内 洋 新冠 イワミ牧場 432－ 42：06．01� 228．1�
44 ラインシュトラール 牡3黒鹿 56

55 ☆小沢 大仁大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 株式会社
ケイズ 470－ 4 〃 ハナ 396．5

710 タガノルークス 牡3鹿 56 松田 大作八木 良司氏 北出 成人 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448－ 62：06．21� 487．6�

68 エ ア サ ン ジ 牡3栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 524＋ 42：06．62� 36．0�
812 ヨシノフラワー 牝3鹿 54 富田 暁清水 義德氏 武 英智 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458－202：11．4大差 438．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 58，639，400円 複勝： 183，161，600円 枠連： 13，537，900円
馬連： 56，674，900円 馬単： 43，414，700円 ワイド： 56，159，800円
3連複： 91，887，800円 3連単： 220，211，600円 計： 723，687，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（5－5） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 140円 �� 220円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 586394 的中 � 324838（1番人気）
複勝票数 計1831616 的中 � 1382879（1番人気）� 118133（3番人気）� 134563（2番人気）
枠連票数 計 135379 的中 （5－5） 30975（2番人気）
馬連票数 計 566749 的中 �� 126465（2番人気）
馬単票数 計 434147 的中 �� 76565（2番人気）
ワイド票数 計 561598 的中 �� 98304（2番人気）�� 114456（1番人気）�� 52533（3番人気）
3連複票数 計 918878 的中 ��� 254130（1番人気）
3連単票数 計2202116 的中 ��� 202545（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．1―50．8―1：04．0―1：16．7―1：29．1―1：41．0―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ザ ー ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．7．31 新潟2着

2020．3．11生 牡3鹿 母 クイーンズリング 母母 アクアリング 2戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 ブループラネット号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨシノフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月15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。

01066 1月15日 晴 重 （5中京1） 第6日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

67 マスクトディーヴァ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース辻野 泰之 千歳 社台ファーム 448 ―2：03．5 15．1�
22 ウインスノーライト 牡3芦 56 長岡 禎仁�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 482 ―2：03．81� 20．8�
56 ガ ッ ト ネ ロ 牝3黒鹿54 福永 祐一山口 敦広氏 上村 洋行 新冠 大狩部牧場 480 ―2：04．12 5．1�
33 ヴォレトンクール 牝3鹿 54 D．イーガン �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432 ―2：04．41� 9．1�

（英）

79 ウインフランシーズ 牝3栗 54 国分 優作�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450 ―2：04．82� 71．2	
11 グランデサラス 牡3栗 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 480 ―2：04．9� 4．6

710 ダイヤグラフ 牡3黒鹿56 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492 ―2：05．53� 66．4�
68 ゼ ロ ラ イ ン 牝3黒鹿54 �島 克駿ザ・ヒルズ 橋口 慎介 新ひだか チャンピオンズファーム 424 ―2：06．03 154．9�
811 ヴィンセドリス 牡3青鹿56 坂井 瑠星佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480 ―2：06．31� 2．8
812 エアミュニュレ 牡3栗 56

54 △角田 大河 �ラッキーフィールド新谷 功一 千歳 社台ファーム 474 ―2：06．4� 105．3�
44 ブラックヒル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 四位 洋文 千歳 社台ファーム 490 ―2：07．04 4．9�
55 ビービーザンダー 牡3鹿 56 松田 大作�坂東牧場 角田 晃一 平取 坂東牧場 500 ―2：07．53 64．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，481，600円 複勝： 50，397，200円 枠連： 9，240，100円
馬連： 58，984，500円 馬単： 28，680，800円 ワイド： 52，770，400円
3連複： 83，725，000円 3連単： 108，303，900円 計： 442，583，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 330円 � 610円 � 200円 枠 連（2－6） 12，300円

馬 連 �� 12，830円 馬 単 �� 26，420円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，020円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 118，610円

票 数

単勝票数 計 504816 的中 � 26577（6番人気）
複勝票数 計 503972 的中 � 38737（6番人気）� 18470（7番人気）� 77275（4番人気）
枠連票数 計 92401 的中 （2－6） 582（29番人気）
馬連票数 計 589845 的中 �� 3562（27番人気）
馬単票数 計 286808 的中 �� 814（54番人気）
ワイド票数 計 527704 的中 �� 6266（20番人気）�� 13603（13番人気）�� 9161（18番人気）
3連複票数 計 837250 的中 ��� 4291（40番人気）
3連単票数 計1083039 的中 ��� 662（279番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．0―13．2―12．7―12．8―12．5―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．2―50．4―1：03．1―1：15．9―1：28．4―1：40．0―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1
1
3
1，2，5（4，6）3－7（9，10）8，12，11
1，2（5，6）（3，4）7（9，8）（10，11）12

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

勝馬の
紹 介

マスクトディーヴァ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．5．12生 牝3黒鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 1戦1勝 賞金 6，200，000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。



01067 1月15日 晴 稍重 （5中京1） 第6日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

57 サトノルフィアン 牡4鹿 57 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B486－ 81：25．6 15．4�
45 レッドラマンシュ 牡4黒鹿57 武 豊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 482＋ 81：25．7� 2．9�
712 ダノンアーリー 牡4鹿 57 横山 典弘�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468＋ 6 〃 クビ 14．5�
813 ア フ ァ ン 牝4栗 55 和田 竜二合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 498＋121：25．8クビ 16．5�
711� マインジャラン 牡5黒鹿58 坂井 瑠星前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：26．01� 23．6�
33 サダムゲンヤ 牡7鹿 58 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 504－ 21：26．21 53．3	
814 ブレーヴジャッカル �5栗 58 D．イーガン 
シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム B478＋ 41：26．31 18．6�

（英）

69 アドマイヤジェイ 牡4鹿 57 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋101：26．72� 4．7�
46 サンエルセントロ 牡5黒鹿58 富田 暁 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 シンボリ牧場 B472－ 61：27．01� 24．3
610� ボニンブルー 牡5鹿 58 	島 克駿渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 474＋131：27．32 231．6�
58 セレッソフレイム 牝5栗 56

54 △角田 大河三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 454± 01：28．15 212．0�
11 メイショウアゴニカ 牝6鹿 56

55 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 514＋181：29．69 324．9�
34 リ ゴ レ ッ ト 牝4鹿 55 松山 弘平 
キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B438＋ 81：30．23� 25．2�
22 � ス キ ピ オ 牡5青鹿58 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 豊洋牧場 B488－ 21：31．37 3．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，647，200円 複勝： 58，382，400円 枠連： 13，423，000円
馬連： 74，109，500円 馬単： 31，502，600円 ワイド： 72，852，300円
3連複： 121，094，700円 3連単： 135，498，300円 計： 557，510，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 530円 � 140円 � 300円 枠 連（4－5） 2，690円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 4，230円 �� 690円

3 連 複 ��� 11，310円 3 連 単 ��� 63，580円

票 数

単勝票数 計 506472 的中 � 26239（5番人気）
複勝票数 計 583824 的中 � 21747（10番人気）� 147284（1番人気）� 44202（4番人気）
枠連票数 計 134230 的中 （4－5） 3855（12番人気）
馬連票数 計 741095 的中 �� 18135（10番人気）
馬単票数 計 315026 的中 �� 3590（24番人気）
ワイド票数 計 728523 的中 �� 15918（12番人気）�� 4222（38番人気）�� 28654（4番人気）
3連複票数 計1210947 的中 ��� 8029（29番人気）
3連単票数 計1354983 的中 ��� 1545（177番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．5―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．6―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノルフィアン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2022．2．6 小倉8着

2019．5．10生 牡4鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 9戦2勝 賞金 13，970，000円
〔制裁〕 サダムゲンヤ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リゴレット号・スキピオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月15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。

01068 1月15日 曇 稍重 （5中京1） 第6日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

45 サンライズホーク �4青鹿58 国分 優作�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 508＋121：11．8 4．1�
813 サウンドサンビーム 牡6黒鹿58 坂井 瑠星増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 492－ 41：12．43� 7．1�
11 ドンフクリン 牡4栗 58 M．デムーロ山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462± 0 〃 クビ 13．0�
44 ミ ラ ク ル 牝5鹿 56 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476－ 2 〃 アタマ 15．8�
812 ストームゾーン 牡4鹿 58 岩田 望来�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 518＋ 2 〃 アタマ 3．6�
68 バーニングソウル 牝6芦 56 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 422－ 41：12．71	 38．9	
56 
 マイネルプロンプト �11黒鹿58 古川 吉洋岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 クビ 91．4

69 メイショウカイト 牝5黒鹿56 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460± 01：12．8クビ 42．4�
33 
 メイショウフジタカ 牡5鹿 58 武 豊松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 502＋ 41：12．9	 3．8
57 プレジールミノル 牡5栗 58 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B494－ 21：13．43 17．0�
710 ロードサージュ 牡5栗 58 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 454－10 〃 ハナ 63．8�
22 
 スズカサウスソング 牡6鹿 58 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B506－ 21：13．61 17．6�
711
 クリノカサット 牝8栗 56

55 ☆小沢 大仁栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488＋ 81：14．02� 401．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 49，387，700円 複勝： 67，050，300円 枠連： 17，802，800円
馬連： 81，081，100円 馬単： 31，230，600円 ワイド： 78，385，200円
3連複： 124，549，500円 3連単： 131，861，200円 計： 581，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 210円 � 390円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，280円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 31，250円

票 数

単勝票数 計 493877 的中 � 95385（3番人気）
複勝票数 計 670503 的中 � 115630（1番人気）� 88177（4番人気）� 36499（8番人気）
枠連票数 計 178028 的中 （4－8） 31467（1番人気）
馬連票数 計 810811 的中 �� 35630（5番人気）
馬単票数 計 312306 的中 �� 7390（9番人気）
ワイド票数 計 783852 的中 �� 36289（5番人気）�� 15397（17番人気）�� 13692（20番人気）
3連複票数 計1245495 的中 ��� 14402（21番人気）
3連単票数 計1318612 的中 ��� 3059（94番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．6―47．9―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 ・（2，4）（5，11）（1，10，12）（3，7）8，6，9，13 4 ・（2，4）5（1，10，11）（3，12）（8，7）（6，9）13

勝馬の
紹 介

サンライズホーク �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．6．19 阪神15着

2019．4．7生 �4青鹿 母 ローマンブリッジ 母母 メ イ ン リ ー 4戦3勝 賞金 24，300，000円



01069 1月15日 曇 稍重 （5中京1） 第6日 第9競走 ��1，800�
て ん り ゅ う が わ

天 竜 川 特 別
発走14時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

610� ペ ル ア ア 牝4鹿 55 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Zayat Sta-

bles, LLC 480－ 81：54．0 1．6�
57 イスカンダル 牡4鹿 57 川田 将雅田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 466＋ 41：54．74 5．7�
712 パワーブローキング 牡4鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 41：54．8� 5．5�
22 オクトニオン 牡4鹿 57 福永 祐一小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 532－ 21：55．33 10．1�
814 キングスバーンズ 牡6栗 58 D．イーガン 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B516－ 4 〃 ハナ 17．7�

（英）

11 メイショウヨシテル 牡5黒鹿58 松山 弘平松本 好	氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 488＋ 8 〃 アタマ 18．8

58 ファイヴレター 牡6青鹿58 M．デムーロ熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470＋ 81：55．4� 57．3�
46 タガノチュール 牡5栗 58 吉田 隼人八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 21：55．61 124．4�
34 	 エクストラノート 
6栗 58 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 490＋141：55．92 35．6
711 ウォーターアンク 牝5栗 56 小沢 大仁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 494＋ 81：56．0クビ 64．3�
33 キ ゾ ク 牡5栗 58 和田 竜二西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 506＋ 4 〃 クビ 151．2�
45 レッドエンヴィー 牡7鹿 58 中井 裕二 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B502＋ 61：56．1クビ 150．0�
69 ブロフェルド 牡6鹿 58 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 552± 0 〃 クビ 87．2�
813 イツカハシャチョウ 牡5鹿 58 富田 暁 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500± 0 〃 ハナ 187．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，734，100円 複勝： 118，647，200円 枠連： 17，117，100円
馬連： 93，227，000円 馬単： 46，917，000円 ワイド： 83，124，300円
3連複： 151，378，200円 3連単： 218，384，600円 計： 781，529，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 440円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 527341 的中 � 248716（1番人気）
複勝票数 計1186472 的中 � 695458（1番人気）� 104970（2番人気）� 95820（3番人気）
枠連票数 計 171171 的中 （5－6） 28897（2番人気）
馬連票数 計 932270 的中 �� 148103（2番人気）
馬単票数 計 469170 的中 �� 56009（2番人気）
ワイド票数 計 831243 的中 �� 99749（2番人気）�� 104713（1番人気）�� 41292（5番人気）
3連複票数 計1513782 的中 ��� 161271（1番人気）
3連単票数 計2183846 的中 ��� 81864（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．1―51．5―1：04．9―1：18．0―1：29．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．0
1
3
14（10，12）（6，7）（1，2）3－9－（4，8）－（5，13）－11・（14，10）12（6，7）2（1，3，8）9，5（4，13）11

2
4

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

�ペ ル ア ア �
�
父 American Pharoah �

�
母父 City Zip デビュー 2021．10．23 阪神1着

2019．3．25生 牝4鹿 母 Nomee 母母 Miss Utada 6戦3勝 賞金 39，752，000円
〔その他〕 ブロフェルド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブロフェルド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月15日まで出走できない。
※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。

01070 1月15日 曇 稍重 （5中京1） 第6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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

44 ダルエスサラーム 牝3栗 54 D．イーガン �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 01：21．8 6．6�
（英）

89 バースクライ 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 41：21．9	 3．1�

11 アルーリングビュー 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 0 〃 アタマ 6．3�

78 パルクリチュード 牝3栗 54 
島 克駿 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424－ 41：22．01 25．2�
77 クインズエルサ 牝3鹿 54 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 富田牧場 420－ 21：22．21� 11．0	
33 ベ ガ リ ス 牝3鹿 54 小沢 大仁杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 418－ 41：22．41� 59．9

66 サンティーテソーロ 牝3鹿 54 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 浦河 大島牧場 424－ 21：22．61� 2．5�
55 プウスカンドゥール 牝3黒鹿54 吉田 隼人廣崎 双葉氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：22．8� 47．8�
22 イ リ ゼ 牝3鹿 54 武 豊寺田 寿男氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 390－101：23．43	 23．3
810 カワキタマックス 牝3栗 54 松山 弘平川島 和範氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 434＋ 41：24．14 45．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 101，809，600円 複勝： 95，085，200円 枠連： 18，168，700円
馬連： 141，298，200円 馬単： 61，623，100円 ワイド： 122，404，100円
3連複： 203，906，900円 3連単： 303，118，200円 計： 1，047，414，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 140円 � 180円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 320円 �� 550円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計1018096 的中 � 121648（4番人気）
複勝票数 計 950852 的中 � 125724（4番人気）� 212839（2番人気）� 126011（3番人気）
枠連票数 計 181687 的中 （4－8） 16770（3番人気）
馬連票数 計1412982 的中 �� 117039（4番人気）
馬単票数 計 616231 的中 �� 19673（11番人気）
ワイド票数 計1224041 的中 �� 106856（2番人気）�� 56795（7番人気）�� 79929（4番人気）
3連複票数 計2039069 的中 ��� 97784（4番人気）
3連単票数 計3031182 的中 ��� 22658（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．6―46．3―57．9―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダルエスサラーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Tapit デビュー 2022．7．23 小倉3着

2020．2．13生 牝3栗 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 4戦2勝 賞金 31，449，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ダルエスサラーム号の騎手D．イーガンは，決勝線手前で外側に斜行したことについて令和5年1月28日から令和5年2月5日

まで騎乗停止。（被害馬：8番）
※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。

１レース目



01071 1月15日 曇 稍重 （5中京1） 第6日 第11競走 ��
��2，200�第70回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，R4．1．15以降R5．1．9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 980，000円 280，000円 140，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

22 ヴェルトライゼンデ 牡6黒鹿59 D．イーガン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：14．2 3．8�
（英）

610 キングオブドラゴン 牡6黒鹿55 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 504＋102：14．3クビ 35．8�
712 プ ラ ダ リ ア 牡4鹿 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 464＋ 6 〃 クビ 6．7�
11 ヤマニンゼスト 牡4鹿 55 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 506＋ 62：14．4� 8．2�
33 ロバートソンキー 牡6鹿 57 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 476－ 22：14．61 3．8	
34 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡7白 58．5 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B490＋ 22：14．71 23．1

46 ダンディズム �7黒鹿55 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B472－ 42：14．91 66．6�
57 プライドランド 牡7芦 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 89．4�
813 アフリカンゴールド �8栗 58 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 466－ 42：15．0� 70．8
814 サンレイポケット 牡8黒鹿58 	島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 482＋ 2 〃 アタマ 26．0�
58 ヴェローナシチー 牡4芦 54 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 506＋ 62：15．1� 4．6�
69 プリマヴィスタ 牡6栗 54 M．デムーロ加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 15．0�
711 イクスプロージョン 牡5鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B486＋ 22：15．2� 34．3�
45 モズナガレボシ 牡6芦 55 角田 大河 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 510＋ 62：22．2大差 172．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 343，199，200円 複勝： 422，048，900円 枠連： 130，185，800円
馬連： 895，504，000円 馬単： 309，656，200円 ワイド： 746，048，700円
3連複： 1，900，073，400円 3連単： 2，361，327，100円 計： 7，108，043，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 740円 � 240円 枠 連（2－6） 2，390円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 730円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 17，190円 3 連 単 ��� 96，330円

票 数

単勝票数 計3431992 的中 � 704830（2番人気）
複勝票数 計4220489 的中 � 660218（3番人気）� 118198（10番人気）� 482996（4番人気）
枠連票数 計1301858 的中 （2－6） 42040（13番人気）
馬連票数 計8955040 的中 �� 82501（25番人気）
馬単票数 計3096562 的中 �� 17270（43番人気）
ワイド票数 計7460487 的中 �� 79138（27番人気）�� 275639（8番人気）�� 51354（38番人気）
3連複票数 計19000734 的中 ��� 82865（58番人気）
3連単票数 計23613271 的中 ��� 17771（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．3―49．2―1：02．1―1：14．7―1：26．9―1：38．8―1：50．3―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトライゼンデ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Acatenango デビュー 2019．9．1 小倉1着

2017．2．8生 牡6黒鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 13戦4勝 賞金 378，047，000円
〔制裁〕 ダンディズム号の騎手富田暁は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

01072 1月15日 曇 稍重 （5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 （芝・左）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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
1：19．2
1：19．0

良
良

22 テーオーメアリー 牝5鹿 56 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470± 01：22．2 61．7�
33 ハーツラプソディ 牝5栗 56 武 豊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 504－ 2 〃 ハナ 4．2�
67 ヒルノローザンヌ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B480＋ 61：22．41� 2．9�
11 サ ル ビ ア 牝5栗 56 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472－ 61：22．5� 4．6�
811 エコロデイジー 牝5鹿 56 M．デムーロ原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 480＋ 21：22．6� 9．9�
79 ラクスバラディー 牝4鹿 55 D．イーガン 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B512－ 41：22．7� 5．0


（英）

44 テ リ ー ヌ 牝5鹿 56
55 ☆小沢 大仁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 440－ 41：22．8� 144．9�

56 リ ト ス 牝4鹿 55 富田 暁ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 410＋ 21：22．9� 15．9�
812 ミ ズ リ ー ナ 牝6鹿 56 的場 勇人北山 敏氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 486－101：23．0� 49．6�
710 スズカフェラリー 牝8鹿 56 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454－ 21：23．1クビ 31．7�
68 ソールズベリー 牝4青鹿 55

53 △角田 大河下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 448－ 81：24．16 71．7�

55 アイアンムスメ 牝5鹿 56 横山 和生西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 446－ 21：24．31� 136．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 94，362，500円 複勝： 95，489，200円 枠連： 27，000，900円
馬連： 156，944，900円 馬単： 62，852，200円 ワイド： 131，411，600円
3連複： 242，821，100円 3連単： 319，522，100円 計： 1，130，404，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，170円 複 勝 � 920円 � 170円 � 140円 枠 連（2－3） 8，770円

馬 連 �� 9，190円 馬 単 �� 29，870円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 3，250円 �� 310円

3 連 複 ��� 10，310円 3 連 単 ��� 148，590円

票 数

単勝票数 計 943625 的中 � 12227（9番人気）
複勝票数 計 954892 的中 � 17313（10番人気）� 162322（2番人気）� 226977（1番人気）
枠連票数 計 270009 的中 （2－3） 2386（19番人気）
馬連票数 計1569449 的中 �� 13228（22番人気）
馬単票数 計 628522 的中 �� 1578（65番人気）
ワイド票数 計1314116 的中 �� 11874（23番人気）�� 9499（29番人気）�� 124534（1番人気）
3連複票数 計2428211 的中 ��� 17647（32番人気）
3連単票数 計3195221 的中 ��� 1559（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．2―47．0―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 ・（8，9）－（6，11）（3，4）1，2，7，10－（5，12） 4 ・（8，9）（3，6，11）（4，1）2（10，7）－12－5

勝馬の
紹 介

テーオーメアリー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2020．8．8 札幌1着

2018．5．22生 牝5鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 19戦3勝 賞金 37，451，000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。

４レース目



（5中京1）第6日 1月15日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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

304，450，000円
40，200，000円
2，270，000円
39，780，000円
2，500，000円
69，925，000円
4，418，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
971，028，600円
1，297，185，700円
289，645，600円
1，794，319，100円
723，852，500円
1，569，008，100円
3，304，334，000円
4，218，654，000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 14，168，027，600円

総入場人員 9，470名 （有料入場人員 9，105名）
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