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01085 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8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 5，500，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

59 サンテックス 牡3鹿 56 川田 将雅橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 524± 01：55．5 1．2�
814 バブルアップハート 牡3栗 56 酒井 学 �京都ホースレーシング 高橋 康之 新ひだか 織田 正敏 554－ 21：56．98 9．2�
46 タマモマスラオ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490－ 41：57．0� 30．0�
712 スナークドリアン 牡3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 三石川上牧場 522± 01：57．1クビ 42．0�
611� ア ヘ ッ ド 牝3芦 54 �島 克駿前田 葉子氏 中竹 和也 英 North Hills

Co. Ltd 450－ 41：57．31� 51．4�
22 カ ン ノ ー リ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 浦河 オカモトファーム 434－ 61：57．4クビ 137．8	
34 � ジャスパーティアラ 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米

Chris Baccari,
Brad Stephens
& Breeze Easy

456－ 41：57．72 15．4

11 ゲットザフェイム 牡3芦 56 岩田 望来槙 和美氏 清水 久詞 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 466＋ 21：57．91� 118．7�
610 ブ ラ ス タ ー 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁金山 政信氏 飯田 祐史 新ひだか 田中 裕之 484－ 21：58．21� 250．8�
815 イ ス ト ロ ス 	3鹿 56 B．ムルザバエフ サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B520＋ 21：58．3クビ 20．7�

（独）

58 クリスプブリーズ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 496－ 61：58．51� 326．0�
713� オストファーレン 牡3鹿 56 武 豊 �インゼルレーシング 大久保龍志 愛 Owaseyf

Syndicate 500－ 61：59．45 9．8�
47 ノーザンクロス 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼山内 晃氏 浜田多実雄 日高 木部ファーム 492－ 62：01．5大差 312．1�
35 トロワフレーシュ 牡3栗 56 福永 祐一橋詰 弘一氏 加藤士津八 新ひだか 久井牧場 534 ―2：04．4大差 43．8�
23 シ ョ ー ケ ン 牡3黒鹿56 国分 恭介安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 512＋102：04．93 348．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，221，300円 複勝： 177，667，000円 枠連： 13，927，000円
馬連： 62，212，800円 馬単： 41，690，000円 ワイド： 62，986，400円
3連複： 102，865，100円 3連単： 165，234，100円 計： 679，803，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 130円 � 270円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 210円 �� 410円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 532213 的中 � 340781（1番人気）
複勝票数 計1776670 的中 � 1385498（1番人気）� 112799（2番人気）� 33802（7番人気）
枠連票数 計 139270 的中 （5－8） 36529（1番人気）
馬連票数 計 622128 的中 �� 143600（1番人気）
馬単票数 計 416900 的中 �� 62227（1番人気）
ワイド票数 計 629864 的中 �� 90723（1番人気）�� 36806（4番人気）�� 15211（11番人気）
3連複票数 計1028651 的中 ��� 47808（6番人気）
3連単票数 計1652341 的中 ��� 31164（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．6―13．2―12．8―13．0―13．1―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．9―51．1―1：03．9―1：16．9―1：30．0―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンテックス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．9．11 中京6着

2020．4．14生 牡3鹿 母 ナイトフライト 母母 ダウンライトオールライト 5戦1勝 賞金 9，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーザンクロス号・トロワフレーシュ号・ショーケン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年2月22日まで平地競走に出走できない。
※トロワフレーシュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

01086 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8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

11 セ ミ マ ル 牡3黒鹿56 川田 将雅田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 492＋ 21：26．5 1．9�
23 ア ル ル カ ン 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 466－ 81：26．71 7．0�
58 カタリナマリー 牝3鹿 54 福永 祐一岡 浩二氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482＋ 21：27．65 12．5�
35 ツークフォーゲル 牡3栗 56 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 2 〃 ハナ 30．2�
59 サンライズグルーヴ 牡3鹿 56 団野 大成松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 514＋ 41：27．7� 20．0�
815 リ ト ル ミ ム 牝3栗 54 幸 英明栗山 良子氏 �島 一歩 安平 追分ファーム 518＋12 〃 クビ 31．8	
713 クラウンブラヴォー 牡3鹿 56 松田 大作�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 494－ 41：27．91� 107．3

46 アットアブラスト 牡3黒鹿56 �島 克駿岡田 牧雄氏 牧田 和弥 日高 沖田牧場 474－ 41：28．53� 110．0�
712 マ チ カ ゼ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 488－ 21：28．71� 2．9�
814 クラウンオーシャン 牝3鹿 54 酒井 学河原 義宏氏 角田 晃一 浦河 桑田フアーム 476＋101：28．91 256．9
22 ハワイアンパレス 牝3栗 54 小牧 太小林 量氏 服部 利之 青森 風ノ丘ファーム 466－10 〃 アタマ 342．9�
34 タガノヴィクター 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482± 01：29．21� 173．5�

610 クルーエルワーク 牝3黒鹿 54
53 ☆小沢 大仁水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 ノースガーデン 474－ 61：30．26 310．5�

47 アスノヒロイン 牝3黒鹿54 城戸 義政佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 静内フジカワ牧場 482－ 81：31．26 650．3�
611 オーケーボニータ 牝3鹿 54 岩田 望来小野 建氏 奥村 豊 新ひだか 静内白井牧場 480－ 61：33．5大差 77．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，270，100円 複勝： 93，567，800円 枠連： 12，592，300円
馬連： 53，814，500円 馬単： 30，699，900円 ワイド： 51，151，700円
3連複： 89，371，600円 3連単： 124，241，100円 計： 497，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 320円 �� 340円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 422701 的中 � 177685（1番人気）
複勝票数 計 935678 的中 � 587535（1番人気）� 63524（3番人気）� 46850（4番人気）
枠連票数 計 125923 的中 （1－2） 17460（3番人気）
馬連票数 計 538145 的中 �� 61405（2番人気）
馬単票数 計 306999 的中 �� 25533（3番人気）
ワイド票数 計 511517 的中 �� 44017（2番人気）�� 39830（3番人気）�� 13266（11番人気）
3連複票数 計 893716 的中 ��� 35135（6番人気）
3連単票数 計1242411 的中 ��� 19839（12番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ミ マ ル �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2022．6．25 阪神2着

2020．5．9生 牡3黒鹿 母 ラルティスタ 母母 セクシーココナッツ 6戦1勝 賞金 13，800，000円
〔その他〕 クルーエルワーク号・オーケーボニータ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，オーケーボニータ号は「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〕 アスノヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月22日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クルーエルワーク号・オーケーボニータ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年2月22日まで出

走できない。

第１回 中京競馬 第８日



01087 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第3競走 1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

24 スクルプトーリス 牝3鹿 54 �島 克駿中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 436 ―1：14．4 8．7�
12 グリューナブリッツ 牝3栗 54 D．イーガン 吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 436 ―1：14．72 4．7�

（英）

714 スターペスカオリ 牝3黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 452 ―1：15．12� 18．4�

816 プラウドウィッチ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 ハナ 5．1�
510 クライアウト 牝3鹿 54 �島 良太石瀬 浩三氏 青木 孝文 新冠 細川農場 424 ―1：15．52 126．9�
611 キュールエスグリ 牝3青鹿54 川須 栄彦岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 474 ―1：15．6� 4．5�
48 ライメイウィザード 牝3鹿 54

51 ▲川端 海翼渋谷 健作氏 浜田多実雄 日高 渋谷 健作 418 ― 〃 クビ 46．3	
11 イメルダドリーム 牝3黒鹿54 加藤 祥太
髙昭牧場 杉山 佳明 浦河 高昭牧場 520 ―1：15．81 44．0�
59 アイヲツグモノ 牝3青鹿54 国分 恭介三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 492 ―1：16．12 17．2�
612 テーオードリアン 牝3黒鹿54 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 458 ― 〃 クビ 63．7
35 ショーウェイコ 牝3鹿 54 団野 大成吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 502 ―1：16．41� 11．0�
713 フクシマルーラー 牝3黒鹿54 松田 大作西本 資史氏 的場 均 日高 天羽牧場 464 ― 〃 クビ 37．6�
815 キタノカトレア 牝3栗 54

52 △角田 大河北所 直人氏 坂口 智康 日高 厚賀古川牧場 448 ―1：18．3大差 5．1�
47 サンアクセソワール 牝3鹿 54 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 新ひだか 稲葉牧場 456 ―1：18．72� 101．5�
23 スティールユアラブ 牝3黒鹿54 荻野 極田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか へいはた牧場 468 ―1：21．9大差 108．8�
36 ロージードロップ 牝3青鹿54 太宰 啓介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 米田 和子 416 ―1：22．0� 143．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，955，700円 複勝： 37，866，500円 枠連： 12，594，600円
馬連： 51，007，000円 馬単： 20，951，000円 ワイド： 45，809，500円
3連複： 77，933，700円 3連単： 71，021，200円 計： 349，139，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 200円 � 440円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，650円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 70，630円

票 数

単勝票数 計 319557 的中 � 29076（5番人気）
複勝票数 計 378665 的中 � 34083（5番人気）� 58657（2番人気）� 19525（8番人気）
枠連票数 計 125946 的中 （1－2） 6683（6番人気）
馬連票数 計 510070 的中 �� 21617（8番人気）
馬単票数 計 209510 的中 �� 3326（19番人気）
ワイド票数 計 458095 的中 �� 18506（7番人気）�� 4281（27番人気）�� 7606（20番人気）
3連複票数 計 779337 的中 ��� 4313（43番人気）
3連単票数 計 710212 的中 ��� 729（240番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．0―12．6―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．3―47．9―1：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F39．1
3 16，2（4，15）－（8，11）（1，14）（9，12，10）5＝13＝7－（3，6） 4 ・（16，2）4，15（8，11）14－（1，10）9，12，5＝13＝7＝3，6

勝馬の
紹 介

スクルプトーリス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2020．3．9生 牝3鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティールユアラブ号・ロージードロップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

2月22日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アンジェリア号・ジョリーパーマー号
※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。

01088 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第4競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 エクロジャイト 牡3鹿 56 D．イーガン �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B516＋141：55．4 19．8�
（英）

22 タマモロック 牡3鹿 56 川田 将雅タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B484－ 21：55．5クビ 5．8�
88 プ ラ ー ヴ ィ 牡3栗 56 松山 弘平長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 61：55．92� 3．4�
77 メイクザビート 牡3鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 494± 01：56．11� 3．5�
33 メ ジ ェ ド 牡3芦 56 幸 英明�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋ 41：56．2� 14．4	
55 ジャスパーバローズ 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ 猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 桑田フアーム 500＋ 41：56．51� 10．3


（独）

66 グランデスフィーダ 牡3鹿 56 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 526－ 2 〃 アタマ 6．4�
11 キ レ ナ イ カ 牡3鹿 56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B534＋ 41：56．81� 7．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 46，249，900円 複勝： 52，328，000円 枠連： 発売なし
馬連： 59，492，600円 馬単： 26，816，000円 ワイド： 54，715，800円
3連複： 84，967，200円 3連単： 135，054，700円 計： 459，624，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 530円 � 200円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 14，870円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，790円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，630円 3 連 単 ��� 85，810円

票 数

単勝票数 計 462499 的中 � 18654（8番人気）
複勝票数 計 523280 的中 � 19048（8番人気）� 71202（3番人気）� 107501（2番人気）
馬連票数 計 594926 的中 �� 7980（23番人気）
馬単票数 計 268160 的中 �� 1352（52番人気）
ワイド票数 計 547158 的中 �� 7173（24番人気）�� 7549（23番人気）�� 29590（6番人気）
3連複票数 計 849672 的中 ��� 8346（35番人気）
3連単票数 計1350547 的中 ��� 1141（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．9―51．4―1：03．9―1：17．2―1：30．4―1：42．8

コーナー
通過順位

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

2
4

・（6，4）（7，8）（1，2，5）－3・（4，5，8，3）6（1，7，2）
勝馬の
紹 介

エクロジャイト 
�
父 ヘニーヒューズ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．6．19 阪神3着

2020．1．25生 牡3鹿 母 オージャイト 母母 ジ ェ ダ イ ト 4戦2勝 賞金 14，800，000円
〔制裁〕 エクロジャイト号の騎手D．イーガンは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・6番・8

番・3番）
メイクザビート号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過
怠金30，000円。（被害馬：1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。



01089 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第5競走 ��2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

811 マ キ シ 牡3鹿 56 川田 将雅大島 昌也氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 498－ 62：13．6 2．8�
55 ウインルーティン 牡3芦 56 �島 克駿�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム B458－ 4 〃 ハナ 4．0�
22 レッドヴァジュラ 牡3黒鹿56 D．イーガン �東京ホースレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B494＋102：14．45 20．8�

（英）

810 ヨ リ キ リ 牡3鹿 56 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 494± 02：14．5� 9．2�
66 レヴィーアキング 牡3鹿 56 松山 弘平奥田 貴敏氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 488－ 42：14．71� 13．6�
33 アンタッチャブル 牡3栗 56 福永 祐一�NICKS 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 82：15．76 2．8	
67 ヴァレーニュ 牡3鹿 56 �島 良太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 500－ 42：16．01� 321．0

11 フィーバーピッチ 牡3鹿 56

54 △角田 大河 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B508＋ 2 〃 アタマ 235．9�
44 ミ オ カ ー ロ 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 清水 久詞 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 544－ 2 〃 クビ 29．6
（独）

78 シンボリタイプ 牡3栗 56 松岡 正海シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 526－ 22：16．2� 388．1�
79 フェローチェ 牡3栗 56 岩田 望来�ラ・メール 寺島 良 浦河 辻 牧場 516± 02：16．41� 47．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，043，100円 複勝： 56，525，800円 枠連： 10，373，100円
馬連： 62，010，400円 馬単： 30，774，900円 ワイド： 52，486，700円
3連複： 100，035，700円 3連単： 138，578，300円 計： 501，828，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 380円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 270円 �� 770円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 510431 的中 � 144060（2番人気）
複勝票数 計 565258 的中 � 145982（1番人気）� 104994（3番人気）� 25442（6番人気）
枠連票数 計 103731 的中 （5－8） 19150（2番人気）
馬連票数 計 620104 的中 �� 83582（3番人気）
馬単票数 計 307749 的中 �� 23416（4番人気）
ワイド票数 計 524867 的中 �� 57813（3番人気）�� 16020（11番人気）�� 15644（12番人気）
3連複票数 計1000357 的中 ��� 33434（9番人気）
3連単票数 計1385783 的中 ��� 11966（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―11．8―12．7―12．8―12．4―12．3―12．1―11．5―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―24．3―36．1―48．8―1：01．6―1：14．0―1：26．3―1：38．4―1：49．9―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ キ シ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．12．24 阪神5着

2020．3．2生 牡3鹿 母 ラ キ シ ス 母母 マジックストーム 2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。

01090 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第6競走 ��1，600�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
1：32．2
1：30．3

良
良

816 ハートループ 牝3鹿 54 D．イーガン �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464 ―1：35．9 5．1�

（英）

36 スイミーユニバンス 牝3栗 54 福永 祐一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424 ― 〃 クビ 4．1�
47 マンデヴィラ 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 418 ―1：36．21� 4．5�
23 クラウドセイル 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ �G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 488 ―1：36．4� 7．8�

（独）

35 アンチフラジャイル 牡3黒鹿56 和田 竜二山本 英俊氏 尾関 知人 浦河 宮内牧場 480 ― 〃 アタマ 15．6	
612 エスタビエン 牝3栗 54 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 オリオンファーム 408 ―1：36．61� 19．7

611 メイショウオジマ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 斉藤英牧場 488 ―1：36．92 39．2�
713 エリカソレイユ 牝3鹿 54 武 豊三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 408 ―1：37．0クビ 5．5�
11 タイセイキューティ 牝3芦 54 �島 良太田中 成奉氏 奥村 武 浦河 宮内牧場 468 ―1：37．21� 124．7
815 サイモンブーケ 牝3栗 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494 ―1：37．3クビ 163．1�
24 ワンダーカインド 牡3青鹿 56

53 ▲川端 海翼山本 能成氏 石橋 守 新ひだか フクダファーム 454 ― 〃 ハナ 175．9�
714 カフジキアッキエレ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 396 ―1：37．51� 35．6�
12 クリノサクセス 牝3鹿 54 松岡 正海栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 462 ―1：37．6クビ 76．4�
510 モナークスラッガー 牡3栗 56

55 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新ひだか 静内酒井牧場 416 ―1：37．7� 175．4�
48 ハーツファンタジア 牝3鹿 54 秋山真一郎ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか タイヘイ牧場 468 ―1：38．02 13．4�
59 カラードレス 牝3黒鹿54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 450 ―1：38．42� 146．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，989，000円 複勝： 51，713，500円 枠連： 12，960，600円
馬連： 56，539，700円 馬単： 23，751，900円 ワイド： 52，154，400円
3連複： 83，690，800円 3連単： 81，191，100円 計： 406，991，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 140円 � 160円 枠 連（3－8） 870円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 400円 �� 540円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 449890 的中 � 70504（3番人気）
複勝票数 計 517135 的中 � 71841（3番人気）� 109333（1番人気）� 83875（2番人気）
枠連票数 計 129606 的中 （3－8） 11430（3番人気）
馬連票数 計 565397 的中 �� 40256（2番人気）
馬単票数 計 237519 的中 �� 7634（5番人気）
ワイド票数 計 521544 的中 �� 33010（2番人気）�� 23489（4番人気）�� 42887（1番人気）
3連複票数 計 836908 的中 ��� 37244（1番人気）
3連単票数 計 811911 的中 ��� 5364（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．4―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ハートループ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2020．3．7生 牝3鹿 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 1戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 タガノトラリア号・ニホンピロソラーナ号・パールロード号・ラヴユアセルフ号
※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。



01091 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第7競走 ��1，900�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
1：54．7
1：53．7

重
不良

22 ショウサンキズナ 牡4鹿 57 酒井 学鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 522＋ 62：02．3 9．6�
79 ブラジリアンソング 牡4青鹿57 D．イーガン �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B500－ 22：02．51� 1．4�

（英）

55 � トリプルスリル 牡4黒鹿57 川須 栄彦吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム B468＋ 42：02．6� 25．9�
11 タマモエイトビート 牡4鹿 57 松田 大作タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 518± 02：02．7� 6．9�
56 ラ ピ ド ゥ ス 牝4鹿 55 	島 克駿�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 484－ 6 〃 アタマ 33．3	
812 セイカヤマノ 牡7黒鹿58 団野 大成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B512＋ 22：02．8クビ 52．7

68 � レッドヴァイス 
5芦 58

57 ☆小沢 大仁 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504± 02：03．01 15．1�

33 スピリトーゾ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 474± 02：04．06 41．7�

67 � シンゼンハット 牡4鹿 57
55 △角田 大河原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 富田牧場 454－ 22：04．42� 128．9

44 � ダノンパルス 牡5栗 58 松山 弘平�ダノックス 坂口 智康 日高 下河辺牧場 502－182：04．5クビ 42．6�
811 フェズカズマ 牡4栗 57 B．ムルザバエフ 合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 22：06．4大差 16．5�

（独）

710 エルデスペラード 牡4青鹿57 幸 英明 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 新冠 村上 進治 446－ 22：06．5� 17．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，486，700円 複勝： 159，863，400円 枠連： 10，250，100円
馬連： 57，855，500円 馬単： 38，935，600円 ワイド： 56，293，300円
3連複： 97，951，100円 3連単： 177，058，400円 計： 637，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 180円 � 110円 � 310円 枠 連（2－7） 600円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，990円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 35，100円

票 数

単勝票数 計 394867 的中 � 32721（3番人気）
複勝票数 計1598634 的中 � 67696（3番人気）� 1223374（1番人気）� 30882（6番人気）
枠連票数 計 102501 的中 （2－7） 13060（2番人気）
馬連票数 計 578555 的中 �� 68783（2番人気）
馬単票数 計 389356 的中 �� 12423（10番人気）
ワイド票数 計 562933 的中 �� 54750（2番人気）�� 6451（22番人気）�� 22637（7番人気）
3連複票数 計 979511 的中 ��� 18995（15番人気）
3連単票数 計1770584 的中 ��� 3657（110番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．4―13．2―12．8―13．0―13．1―13．5―13．0―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．1―43．3―56．1―1：09．1―1：22．2―1：35．7―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3

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

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

ショウサンキズナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．11．7 阪神3着

2019．4．14生 牡4鹿 母 ショウサンウルル 母母 キングズラヴ 9戦2勝 賞金 19，680，000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。

01092 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第8競走 1，200�4歳以上1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 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
1：09．1
1：08．4

重
不良

22 � メイショウオウギ 牝7芦 56
54 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 458＋ 61：13．1 21．5�

611 タイセイジャスパー 牡4栗 58 D．イーガン 田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット B506＋ 41：13．2� 3．6�
（英）

712� パレフォーコン 牡4鹿 58 団野 大成 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 438－ 61：13．3� 13．7�
23 � ブリュットミレジメ 牡4鹿 58 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 512＋ 8 〃 ハナ 7．4�
815 ルシャリーブル 牝5栗 56 和田 竜二�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 434＋ 41：13．51� 5．7�
35 ル ワ ン ジ ュ 牡4鹿 58 岩田 望来 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：13．6� 6．3

59 ヤマイチエスポ 牝4鹿 56 幸 英明森 和久氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 470＋ 21：13．7� 152．9�
11 ゲンパチレオニダス 牡4黒鹿58 B．ムルザバエフ 平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 前川 勝春 496＋141：13．91 19．8�

（独）

46 � テーオールノワール �5黒鹿58 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 B506± 0 〃 アタマ 144．1
58 メルテッドハニー 牝6黒鹿56 川須 栄彦田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 406－ 41：14．0クビ 65．5�
34 � サッポロゲッカオウ 牡4黒鹿58 松田 大作辻 助氏 武 英智 浦河 辻 牧場 B454± 01：14．1� 139．4�
610 エリザベスミノル 牝4青鹿56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：14．21 4．7�
713 ナイトコマンダー 牡6鹿 58

57 ☆小沢 大仁田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム B498－121：14．52 142．0�
47 デルマジゾウ 牡5芦 58 松岡 正海浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 480－ 41：14．6クビ 58．8�
814 タイガークリスエス 牡4黒鹿58 武 豊伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 490± 01：15．77 13．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，328，700円 複勝： 65，078，600円 枠連： 16，804，900円
馬連： 82，164，700円 馬単： 30，403，700円 ワイド： 74，936，200円
3連複： 130，778，900円 3連単： 124，766，700円 計： 571，262，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 490円 � 230円 � 350円 枠 連（2－6） 690円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 15，050円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 3，190円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 18，860円 3 連 単 ��� 197，500円

票 数

単勝票数 計 463287 的中 � 17161（9番人気）
複勝票数 計 650786 的中 � 31340（7番人気）� 85898（3番人気）� 47144（6番人気）
枠連票数 計 168049 的中 （2－6） 18631（2番人気）
馬連票数 計 821647 的中 �� 17248（12番人気）
馬単票数 計 304037 的中 �� 1515（58番人気）
ワイド票数 計 749362 的中 �� 14712（14番人気）�� 5948（35番人気）�� 12010（21番人気）
3連複票数 計1307789 的中 ��� 5198（66番人気）
3連単票数 計1247667 的中 ��� 458（574番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．7―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―35．6―47．7―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウオウギ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ダンスインザダーク

2016．4．11生 牝7芦 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 28戦1勝 賞金 22，820，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



01093 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第9競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

88 エイカイステラ 牝5鹿 56 岩田 望来二木 英実氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．2 21．7�
33 カンティプール 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 496＋14 〃 クビ 8．8�
44 ロ ン 牝4黒鹿55 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 510－ 22：01．3クビ 1．5�
11 ロマンシングブルー 牝4青鹿55 D．イーガン 吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 2．9�

（英）

77 ダ イ ム 牝4栗 55 福永 祐一五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 442± 02：01．61� 11．7	
22 ル ミ ネ イ ト 牝4鹿 55 泉谷 楓真ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 22：01．7クビ 59．1

55 ヤマニンプレシオサ 牝6黒鹿56 B．ムルザバエフ 土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 482＋ 22：01．8� 77．3�

（独）

66 ウインルーア 牝5鹿 56 和田 竜二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 476－ 22：01．9� 97．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 79，619，500円 複勝： 169，364，500円 枠連： 発売なし
馬連： 83，963，300円 馬単： 63，866，100円 ワイド： 57，988，800円
3連複： 112，790，500円 3連単： 351，050，000円 計： 918，642，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 250円 � 180円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，290円 馬 単 �� 19，090円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 360円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 49，690円

票 数

単勝票数 計 796195 的中 � 29244（5番人気）
複勝票数 計1693645 的中 � 47974（5番人気）� 80977（4番人気）� 1247517（1番人気）
馬連票数 計 839633 的中 �� 10331（13番人気）
馬単票数 計 638661 的中 �� 2509（26番人気）
ワイド票数 計 579888 的中 �� 12393（11番人気）�� 41560（6番人気）�� 57262（3番人気）
3連複票数 計1127905 的中 ��� 36740（8番人気）
3連単票数 計3510500 的中 ��� 5121（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．8―49．5―1：02．1―1：14．6―1：26．6―1：38．1―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6
1
3
4（1，3）8，2，6（5，7）
4（1，3）8，2（6，7）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイカイステラ 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 Azamour デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．5．6生 牝5鹿 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 16戦3勝 賞金 46，578，000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。

01094 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第10競走 ��1，600�
ながしの

長篠ステークス
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，R4．1．22以降R5．1．15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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：32．2
1：30．3

良
良

66 ルージュスティリア 牝4鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 486± 01：33．5 1．7�
33 トーホウディアス 牡5栗 56 秋山真一郎東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 462± 01：33．92� 12．6�
78 カワキタレブリー 牡4黒鹿57 松山 弘平川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 444－ 21：34．0� 3．6�
89 メモリーエフェクト 牡5鹿 55 武 豊�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 21：34．1� 8．4�
22 タガノディアーナ 牝5青鹿55 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456＋ 41：34．31� 19．8�
55 リトルクレバー 牡6鹿 55 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 474＋14 〃 ハナ 35．9	
44 シルヴェリオ 牡6黒鹿57 D．イーガン 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B512＋ 81：34．4� 12．3�

（英）

11 ワールドスケール 牡6鹿 55 団野 大成
三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：35．03� 164．4�
810 マルカエイペックス 牝6黒鹿52 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460＋ 61：35．1� 58．9
77 ロ ッ ク ユ ー �5青鹿55 岩田 望来石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B444＋ 61：35．63 70．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 76，117，700円 複勝： 100，169，500円 枠連： 16，066，700円
馬連： 114，480，500円 馬単： 62，808，700円 ワイド： 83，372，500円
3連複： 163，808，400円 3連単： 318，694，500円 計： 935，518，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 290円 �� 150円 �� 380円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 761177 的中 � 353308（1番人気）
複勝票数 計1001695 的中 � 508776（1番人気）� 68612（4番人気）� 151755（2番人気）
枠連票数 計 160667 的中 （3－6） 15094（3番人気）
馬連票数 計1144805 的中 �� 94488（3番人気）
馬単票数 計 628087 的中 �� 40746（3番人気）
ワイド票数 計 833725 的中 �� 64753（3番人気）�� 187939（1番人気）�� 45350（5番人気）
3連複票数 計1638084 的中 ��� 185617（2番人気）
3連単票数 計3186945 的中 ��� 76118（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．1―47．5―59．1―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ルージュスティリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟1着

2019．3．19生 牝4鹿 母 ドライヴンスノー 母母 Wandesta 6戦4勝 賞金 44，445，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



01095 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第40回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．1．22以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，R4．1．21以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

610 プロミストウォリア 牡6鹿 57 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 516－ 41：51．2 5．1�
（独）

34 ハギノアレグリアス 牡6鹿 57 川田 将雅日隈 良江氏 四位 洋文 新ひだか 岡田スタツド 500＋101：51．62 2．7�
713 ハヤブサナンデクン 牡7芦 57 福永 祐一武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 516－ 61：51．92 6．3�
47 ウェルカムニュース 牡4鹿 56 D．イーガン 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：52．32� 17．9�

（英）

611	 スマッシングハーツ 牡7鹿 57 
島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514－ 8 〃 クビ 10．6�

23 	 ロードレガリス 牡8黒鹿57 松田 大作 	ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 520－ 81：52．51� 30．9

58 サンライズウルス 牡5鹿 57 岩田 望来松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B486－101：52．71� 9．5�
22 オーヴェルニュ 牡7鹿 57 団野 大成杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 482＋ 21：52．8クビ 23．2�
11 	 ディクテオン �5黒鹿57 松山 弘平	G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 510＋101：53．01� 43．3
815 アイアンバローズ 牡6鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：53．31 28．1�
46 マリオマッハー �6芦 57 酒井 学サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 B452－ 41：53．4� 226．1�
712 クリノドラゴン 牡5栗 58 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 490＋ 81：53．61� 10．1�
59 デルマルーヴル 牡7青鹿57 松岡 正海浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 510＋ 61：53．7� 196．0�
814 ゲンパチルシファー 牡7鹿 57 幸 英明平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 534＋141：53．8 65．0�
35 	 ヴァンヤール 牡5栗 57 荻野 極 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 528－ 2 （競走中止） 45．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 283，816，400円 複勝： 366，683，900円 枠連： 124，437，000円
馬連： 745，752，400円 馬単： 250，634，600円 ワイド： 598，817，700円
3連複： 1，552，258，100円 3連単： 1，684，509，300円 計： 5，606，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 120円 � 170円 枠 連（3－6） 600円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 400円 �� 680円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 8，490円

票 数

単勝票数 計2838164 的中 � 442038（2番人気）
複勝票数 計3666839 的中 � 448553（3番人気）� 984371（1番人気）� 483938（2番人気）
枠連票数 計1244370 的中 （3－6） 159279（2番人気）
馬連票数 計7457524 的中 �� 595196（2番人気）
馬単票数 計2506346 的中 �� 94040（5番人気）
ワイド票数 計5988177 的中 �� 385549（2番人気）�� 207988（5番人気）�� 467046（1番人気）
3連複票数 計15522581 的中 ��� 661855（1番人気）
3連単票数 計16845093 的中 ��� 143774（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．6―50．2―1：02．6―1：14．8―1：26．9―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロミストウォリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．3．29 阪神1着

2017．3．26生 牡6鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 7戦5勝 賞金 102，800，000円
〔競走中止〕 ヴァンヤール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりプロミストウォリア号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

01096 1月22日 晴 良 （5中京1） 第8日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 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

55 ボルザコフスキー 牡4黒鹿57 B．ムルザバエフ 犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 502－ 61：20．4 2．0�
（独）

44 シティレインボー 牡5栗 58 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484＋ 4 〃 アタマ 5．8�
22 ケルンキングダム �7鹿 58 国分 恭介谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 450－ 21：20．93 24．7�
77 ウルトラソニック 牡5鹿 58 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 482－ 21：21．0クビ 4．3�
66 パ ン ド レ ア 牝4鹿 55 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－ 61：21．42� 3．6�
88 セイイーグル �9鹿 58 和田 竜二 	吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 460－ 21：21．5クビ 32．4

33 � アウトレイジング 牡5青鹿 58

56 △角田 大河三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 426＋ 21：21．61 47．0�
11 � 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 486－ 21：22．13 169．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 73，228，200円 複勝： 46，456，000円 枠連： 発売なし
馬連： 103，712，200円 馬単： 60，086，400円 ワイド： 67，953，700円
3連複： 152，493，700円 3連単： 383，450，400円 計： 887，380，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 270円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 732282 的中 � 281039（1番人気）
複勝票数 計 464560 的中 � 193237（1番人気）� 54067（4番人気）� 26077（6番人気）
馬連票数 計1037122 的中 �� 135067（3番人気）
馬単票数 計 600864 的中 �� 57165（3番人気）
ワイド票数 計 679537 的中 �� 82514（3番人気）�� 24090（7番人気）�� 14278（13番人気）
3連複票数 計1524937 的中 ��� 36642（10番人気）
3連単票数 計3834504 的中 ��� 35655（28番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．9―11．4―11．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．8―45．2―56．4―1：08．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボルザコフスキー 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 Orpen デビュー 2022．1．8 中京5着

2019．2．10生 牡4黒鹿 母 ベ ラ ル ー サ 母母 Balcarce 12戦3勝 賞金 34，180，000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8日 1月22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
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

291，450，000円
5，490，000円
38，960，000円
2，110，000円
36，810，000円
67，565，000円
4，352，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
868，326，300円
1，377，284，500円
230，006，300円
1，533，005，600円
681，418，800円
1，258，666，700円
2，748，944，800円
3，754，849，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 12，452，502，800円

総入場人員 8，756名 （有料入場人員 8，373名）
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