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01097 1月28日 晴 良 （5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 5，500，000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

811 ガ ウ ラ 牝3芦 54 松山 弘平ケーエスHD 鈴木 孝志 日高 前川 義則 472－ 61：56．7 4．4�
33 グラングスト 牝3栗 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 542± 0 〃 クビ 1．4�
67 ベ フ ァ ー ナ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �グリーンファーム松下 武士 千歳 社台ファーム 494－ 21：57．23 10．6�
66 リボンピーチ 牝3鹿 54 川須 栄彦宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 468＋ 4 〃 クビ 50．9�
79 プロスペリダード 牝3鹿 54 吉田 隼人�大樹ファーム 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：57．51� 13．3	
78 レクランスリール 牝3鹿 54 酒井 学 �グリーンファーム小林 真也 平取 坂東牧場 460－ 61：57．6� 130．1

11 エ ル ー シ ア 牝3栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 金石牧場 458－ 41：57．91� 60．9�
22 ネ ー ブ ル 牝3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：58．0� 12．7�
44 ブルーブルースカイ 牝3黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B444－ 21：58．42� 52．7
810 イスラブリーサ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 474－ 21：59．14 46．7�
55 クールシュヴェル 牝3鹿 54 坂井 瑠星水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 426－ 22：01．2大差 89．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，103，600円 複勝： 89，365，500円 枠連： 7，970，100円
馬連： 36，928，000円 馬単： 22，805，800円 ワイド： 34，983，300円
3連複： 66，667，700円 3連単： 104，876，500円 計： 387，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 210円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，640円

票 数

単勝票数 計 241036 的中 � 43362（2番人気）
複勝票数 計 893655 的中 � 74554（2番人気）� 674080（1番人気）� 50812（3番人気）
枠連票数 計 79701 的中 （3－8） 21706（1番人気）
馬連票数 計 369280 的中 �� 96576（1番人気）
馬単票数 計 228058 的中 �� 20885（4番人気）
ワイド票数 計 349833 的中 �� 65522（1番人気）�� 18006（5番人気）�� 42386（2番人気）
3連複票数 計 666677 的中 ��� 112969（1番人気）
3連単票数 計1048765 的中 ��� 28778（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―39．0―52．0―1：04．7―1：17．5―1：30．5―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
9，10，6（8，11）1（2，3）（4，5）7・（10，9）（6，1，8，11）3，2，7－4，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガ ウ ラ �
�
父 ラ ニ �

�
母父 Miswaki デビュー 2022．12．17 阪神3着

2020．2．11生 牝3芦 母 カネスベネフィット 母母 ジャスーラー 3戦1勝 賞金 7，850，000円
〔制裁〕 ベファーナ号の騎手�島克駿は，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いたことについて戒告。（被

害馬：10番）

01098 1月28日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：09．1
1：08．4

重
不良

22 マヴォロンテ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�桑田牧場 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454± 01：13．3 2．1�
68 ハルクバローズ 牡3青鹿56 福永 祐一猪熊 広次氏 石坂 公一 新ひだか 服部 牧場 504－ 81：14．15 10．6�
56 フォーサイティド 牝3鹿 54 川田 将雅飯田 正剛氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 488＋ 41：14．31� 3．0�
811 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 492－ 21：14．62 104．5�
11 クリノヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482＋ 61：14．7� 40．7�
79 ホ ビ イ ス ト 牡3栗 56 和田 竜二永田 壯一氏 池添 兼雄 青森 スプリングファーム 436± 01：15．33� 42．9	
67 ブ ラ ー ヴ 牡3鹿 56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480－ 2 〃 ハナ 8．9

44 ナ リ タ シ ン 牡3青鹿56 岩田 望来�オースミ 藤沢 則雄 浦河 杵臼牧場 462＋ 81：15．4� 7．2�
33 イチザラブオー 牡3黒鹿 56

53 ▲大久保友雅奈良﨑孝一郎氏 的場 均 熊本 奈良﨑 孝
一郎 444－ 41：15．6� 531．0

55 パーペチュアル 牡3鹿 56 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 488＋12 〃 アタマ 20．1�
812 メイショウウルス 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 474－ 81：17．19 362．7�
710 イチゴホイップ 牝3黒鹿54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 462＋ 21：17．52� 252．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，481，600円 複勝： 55，046，900円 枠連： 11，195，900円
馬連： 55，571，300円 馬単： 27，243，800円 ワイド： 54，233，500円
3連複： 84，564，200円 3連単： 114，736，400円 計： 445，073，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 320円 �� 160円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 424816 的中 � 158490（1番人気）
複勝票数 計 550469 的中 � 139677（2番人気）� 36707（5番人気）� 195258（1番人気）
枠連票数 計 111959 的中 （2－6） 19774（3番人気）
馬連票数 計 555713 的中 �� 46659（3番人気）
馬単票数 計 272438 的中 �� 14492（4番人気）
ワイド票数 計 542335 的中 �� 38373（4番人気）�� 109138（1番人気）�� 20095（8番人気）
3連複票数 計 845642 的中 ��� 62571（3番人気）
3連単票数 計1147364 的中 ��� 18464（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マヴォロンテ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2022．8．13 札幌6着

2020．2．28生 牝3鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 6戦1勝 賞金 9，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチゴホイップ号は，「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28日 晴 良 （5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 5，500，000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

23 バンドマスター 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ 馬場 幸夫氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：01．3 9．8�
（独）

11 サイモンザナドゥ 牡3栗 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 小林 真也 新ひだか 千代田牧場 492＋ 62：03．3大差 3．0�
610 イデアユウシン 牡3黒鹿56 太宰 啓介益田 修一氏 本間 忍 浦河 谷川牧場 534－ 62：03．61� 61．9�
814 コスモオピニオン 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 荒井ファーム 480－ 42：03．7� 9．2�
35 ビルドラポール 牡3青鹿56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 日高 荒井ファーム 504－ 82：03．8� 148．3�
46 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 496－ 62：03．9クビ 3．0

712 テイエムハヤカケン 牡3黒鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 494－ 7 〃 アタマ 41．6�
713 フ ァ ー ト ム 牡3芦 56

55 ☆小沢 大仁 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 辻 牧場 480± 02：04．21� 243．4�

34 キョウエイルーマー 牡3栗 56 古川 吉洋田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム B464＋ 2 〃 アタマ 72．3
47 アグネスアース 牡3芦 56 吉田 隼人渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 464＋ 62：04．3� 10．8�
22 ドウフォルス 牡3鹿 56 岩田 望来 	インゼルレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：05．68 6．5�
59 サイレンスゴールド 牡3鹿 56 荻野 極辻子 依旦氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 508－ 22：06．66 23．7�
58 ワイルドハンター 牡3鹿 56 岩田 康誠伊東 純一氏 小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 B456± 02：06．7クビ 56．3�
815 タイセイヴィゴーレ 牡3栗 56 高倉 稜田中 成奉氏 松下 武士 新冠 松本 信行 502± 02：06．81 191．0�
611 デルマアビセタオシ 牡3鹿 56 �島 克駿浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 22：07．22� 234．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，545，600円 複勝： 48，992，300円 枠連： 10，071，700円
馬連： 47，371，400円 馬単： 21，360，000円 ワイド： 52，211，700円
3連複： 80，549，300円 3連単： 84，826，500円 計： 381，928，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 160円 � 900円 枠 連（1－2） 680円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 8，260円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 38，060円 3 連 単 ��� 135，460円

票 数

単勝票数 計 365456 的中 � 29565（5番人気）
複勝票数 計 489923 的中 � 33385（6番人気）� 107815（2番人気）� 10906（11番人気）
枠連票数 計 100717 的中 （1－2） 11341（3番人気）
馬連票数 計 473714 的中 �� 19798（9番人気）
馬単票数 計 213600 的中 �� 4213（15番人気）
ワイド票数 計 522117 的中 �� 18935（8番人気）�� 1570（53番人気）�� 3960（29番人気）
3連複票数 計 805493 的中 ��� 1587（87番人気）
3連単票数 計 848265 的中 ��� 454（346番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．2―43．7―57．0―1：09．8―1：23．0―1：36．1―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンドマスター �
�
父 バンドワゴン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．11．20 阪神6着

2020．2．23生 牡3黒鹿 母 ハッピーテレサ 母母 アドマイヤテレサ 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 コスモオピニオン号の騎手川須栄彦は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイレンスゴールド号・ワイルドハンター号・タイセイヴィゴーレ号・デルマアビセタオシ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年2月28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。

01100 1月28日 晴 良 （5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 6，200，000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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

35 � モズアカボス 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer Wind
Equine LLC 498 ―1：28．0 3．1�

59 � ホウショウラスティ 牝3鹿 54 酒井 学芳賀美知子氏 河内 洋 米 Marablue
Farm LLC 454 ―1：28．21� 8．9�

48 ジ ラ ル デ 牡3鹿 56 秋山真一郎前田 幸治氏 飯田 祐史 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470 ―1：28．41� 12．7�

815 ウインコマチ 牝3黒鹿54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 420 ― 〃 � 8．4�
510 リリアナフェアリー 牝3鹿 54 �島 克駿�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 482 ―1：28．82 28．0	
612 ニホンピロソラーナ 牝3栗 54 水口 優也小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 440 ―1：29．11	 159．5

23 � ラ ブ ソ ル 牝3栗 54 松山 弘平 �インゼルレーシング 松永 幹夫 英 Keiffers

Co Ltd 392 ―1：29．31� 5．5�
12 メイショウメイプル 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 512 ―1：29．93� 6．9�
611 ユメミゴコチ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：30．0クビ 68．7

36 � ランベントライト 牝3鹿 54 荻野 極�レッドマジック田島 俊明 米 Hakurei Farm
Corporation 440 ―1：30．1� 11．8�

24 ウルトラワールド 牡3鹿 56 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 472 ―1：30．31� 40．1�
47 ジョリーパーマー 牝3栗 54 �島 良太小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 472 ―1：30．61	 81．7�
714 メイショウボンゴチ 牡3鹿 56 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 様似 中脇 一幸 452 ― 〃 ハナ 77．5�
713 メイショウサツマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 486 ―1：30．81� 31．0�
11 キバルダンシ 牡3鹿 56 城戸 義政須山 悟至氏 奥村 豊 浦河 山田 昇史 494 ―1：31．12 34．8�
816 ブロンディール 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 克典 新ひだか 服部 牧場 B470 ―1：32．16 19．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，744，300円 複勝： 39，621，800円 枠連： 11，257，300円
馬連： 43，126，600円 馬単： 19，140，700円 ワイド： 45，466，700円
3連複： 68，965，100円 3連単： 67，269，400円 計： 329，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 370円 枠 連（3－5） 1，000円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，030円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 23，330円

票 数

単勝票数 計 347443 的中 � 87907（1番人気）
複勝票数 計 396218 的中 � 93517（1番人気）� 43271（3番人気）� 21200（7番人気）
枠連票数 計 112573 的中 （3－5） 8659（4番人気）
馬連票数 計 431266 的中 �� 21296（3番人気）
馬単票数 計 191407 的中 �� 4639（7番人気）
ワイド票数 計 454667 的中 �� 19373（3番人気）�� 11201（10番人気）�� 6835（19番人気）
3連複票数 計 689651 的中 ��� 9109（12番人気）
3連単票数 計 672694 的中 ��� 2090（35番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―13．1―13．2―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―48．7―1：01．9―1：14．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．3
3 ・（3，6）（4，5）9，10（2，15）（1，11，14）－12－7，13，8＝16 4 ・（3，6）（4，5）（10，9）15，2（11，14）（1，12）－7（8，13）＝16

勝馬の
紹 介

�モズアカボス �
�
父 Quality Road �

�
母父 Hennessy 初出走

2020．2．18生 牡3鹿 母 India 母母 Misty Hour 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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ヴェリタス号・エリカグロリア号・ココラフィネ号・サクセスアイ号・サンライズフレイム号・スマートアリア号・

チリセラーノ号・ララマルシュドロワ号



01101 1月28日 晴 良 （5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 5，500，000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

33 アイザックバローズ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 友道 康夫 日高 下河辺牧場 468－ 42：00．6 2．2�
11 コパノサントス 牡3青鹿56 岩田 望来小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 22：01．12� 16．0�
88 ニホンピロキーフ 牡3青鹿56 吉田 隼人小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 468＋ 42：01．31� 3．1�
55 カースソーサラー 牡3鹿 56 松山 弘平飯田 貴大氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 502－ 22：01．72� 8．3�
66 ヨシノクラウン 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ 清水 義德氏 中尾 秀正 新ひだか 服部 牧場 478＋ 22：02．01� 4．4�

（独）

44 シゲルオトコギ 牡3鹿 56 和田 竜二森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 498－ 42：02．1クビ 12．4�
77 リョウライライ 牡3鹿 56 国分 優作 	ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 500± 02：04．4大差 170．4

22 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 B494－ 62：07．1大差 141．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，706，300円 複勝： 45，038，400円 枠連： 発売なし
馬連： 45，988，500円 馬単： 26，405，700円 ワイド： 38，489，600円
3連複： 59，644，400円 3連単： 129，505，400円 計： 386，778，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 210円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 430円 �� 170円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，110円

票 数

単勝票数 計 417063 的中 � 145430（1番人気）
複勝票数 計 450384 的中 � 174776（1番人気）� 28229（6番人気）� 105908（2番人気）
馬連票数 計 459885 的中 �� 25074（6番人気）
馬単票数 計 264057 的中 �� 10082（8番人気）
ワイド票数 計 384896 的中 �� 19874（7番人気）�� 74586（1番人気）�� 12596（11番人気）
3連複票数 計 596444 的中 ��� 38446（5番人気）
3連単票数 計1295054 的中 ��� 18340（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．4―47．3―59．5―1：11．8―1：24．5―1：36．7―1：48．8

コーナー
通過順位

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

2
4
2－5（4，8）6－3－1－7
2，5，8，4，6，3，1－7

勝馬の
紹 介

アイザックバローズ �

父 ドゥラメンテ �


母父 Curlin デビュー 2022．12．4 阪神3着

2020．2．8生 牡3黒鹿 母 カーリンホーク 母母 Maggy Hawk 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァレーニュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月28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。

01102 1月28日 晴 良 （5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 7，800，000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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

57 ハンベルジャイト 牝3芦 54 �島 克駿 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－101：25．9 14．1�
710 プラチナジュビリー 牝3鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 490＋ 21：26．11� 10．7�
44 ディクレアブルーム 牝3鹿 54 和田 竜二�大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462± 0 〃 ハナ 45．9�
33 ミラクルキャッツ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－ 21：26．2クビ 9．1�
11 ア ネ モ ス 牝3鹿 54 酒井 学 �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 486－ 8 〃 クビ 15．9	
68 セラドナイト 牝3青鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋161：26．62� 2．1

711 トウシンカーリン 牝3鹿 54 松山 弘平�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 456－121：26．81� 14．8�
45 エイトスターズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 坂口 智康 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 61：26．9� 57．3�
813 ヤエベニシダレ 牝3鹿 54 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 梅田 智之 平取 清水牧場 454± 01：27．21� 402．7
812 エスシービビ 牝3鹿 54 坂井 瑠星工藤 圭司氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 456－ 2 〃 ハナ 23．5�
56 ヘニータイフーン 牝3栗 54 岩田 望来林 正道氏 中村 直也 新ひだか 服部 牧場 478－ 81：27．41 7．2�
22 エ メ ラ ダ 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁 �ゴールドアップ・
カンパニー 長谷川浩大 新ひだか ゴールドアップカンパニー 426－ 41：27．93 104．7�

69 ト モ ジ ャ ミ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 494－161：28．54 6．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 52，004，900円 複勝： 67，383，000円 枠連： 11，995，800円
馬連： 66，403，700円 馬単： 28，867，800円 ワイド： 69，782，500円
3連複： 104，520，400円 3連単： 119，157，700円 計： 520，115，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 420円 � 340円 � 910円 枠 連（5－7） 1，430円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 4，630円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 42，460円 3 連 単 ��� 221，510円

票 数

単勝票数 計 520049 的中 � 29351（6番人気）
複勝票数 計 673830 的中 � 43444（7番人気）� 55257（6番人気）� 17832（10番人気）
枠連票数 計 119958 的中 （5－7） 6501（6番人気）
馬連票数 計 664037 的中 �� 8669（22番人気）
馬単票数 計 288678 的中 �� 1841（44番人気）
ワイド票数 計 697825 的中 �� 10258（24番人気）�� 3852（45番人気）�� 4274（43番人気）
3連複票数 計1045204 的中 ��� 1846（118番人気）
3連単票数 計1191577 的中 ��� 390（609番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．8―1：00．7―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンベルジャイト �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．9．24 中京2着

2020．1．30生 牝3芦 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 5戦2勝 賞金 17，100，000円



01103 1月28日 晴 良 （5中京1） 第9日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：47．6
1：47．6

重
重

55 テイエムフォンテ 牡4鹿 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B494＋ 61：55．5 7．3�
44 デ ィ サ イ ド 牡4芦 57 川田 将雅前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478＋ 4 〃 アタマ 1．9�
22 タマモエース 牡4栗 57 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 484＋ 61：56．13� 5．9�
88 ワールドハート 牡4黒鹿57 荻野 極 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 452± 0 〃 クビ 9．3�
11 スズカワールド 牡4黒鹿57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 520＋181：56．95 30．2�
66 デルマアシュラ 牡5青 58 岩田 望来浅沼 廣幸氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 432＋ 41：57．22 59．7	
77 オメガデラックス �6黒鹿58 B．ムルザバエフ 原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 446＋101：57．3� 4．3


（独）

33 ホウオウスミヨシ 牡4鹿 57 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 536＋ 41：59．4大差 21．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 40，587，000円 複勝： 80，059，200円 枠連： 発売なし
馬連： 46，894，100円 馬単： 30，214，600円 ワイド： 42，449，400円
3連複： 67，817，500円 3連単： 144，241，400円 計： 452，263，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 250円 �� 580円 �� 210円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 405870 的中 � 44077（4番人気）
複勝票数 計 800592 的中 � 49049（5番人気）� 534443（1番人気）� 56620（3番人気）
馬連票数 計 468941 的中 �� 51313（3番人気）
馬単票数 計 302146 的中 �� 10766（7番人気）
ワイド票数 計 424494 的中 �� 43789（3番人気）�� 15648（8番人気）�� 57750（2番人気）
3連複票数 計 678175 的中 ��� 53817（5番人気）
3連単票数 計1442414 的中 ��� 13427（25番人気）

ハロンタイム 13．4―11．5―13．5―13．0―12．9―12．8―12．9―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―24．9―38．4―51．4―1：04．3―1：17．1―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

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

2
4
3，5（4，8）2（1，7）6・（3，5）4（1，8）2（7，6）

勝馬の
紹 介

テイエムフォンテ �

父 ド レ フ ォ ン �


母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．23 阪神12着

2019．4．28生 牡4鹿 母 クインズメンテ 母母 ラークホイッスル 13戦1勝 賞金 11，270，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 テイエムフォンテ号の騎手酒井学は，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：4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。

01104 1月28日 晴 良 （5中京1） 第9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

815 ストームゾーン 牡4鹿 58 坂井 瑠星�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 518± 01：12．0 5．3�
612 スマートラプター 牡4黒鹿58 松山 弘平大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 522＋ 8 〃 クビ 2．5�
713� タイセイブレイズ 牡5鹿 58 岩田 望来田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 480＋ 21：12．21� 4．4�
11 イルデレーヴ 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B496－ 21：12．41� 16．0�

（独）

510 ク レ ア 牝4鹿 56 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 516－ 21：12．5クビ 13．0	
714 オ カ リ ナ 牡6栗 58

55 ▲川端 海翼八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 538＋ 21：12．71 43．1


59 フォックススリープ �5鹿 58 国分 優作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B474＋ 4 〃 アタマ 83．1�
611 ペプチドサンライズ 牡5鹿 58 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 450－ 21：13．12 41．3�
47 ドンフクリン 牡4栗 58 荻野 極山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462± 0 〃 クビ 16．8
35 カネコメアサヒ 牡7栗 58 吉田 隼人髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B452＋ 81：13．31� 24．6�
36 � ペガサスターボ 牡6鹿 58 酒井 学坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 522－101：13．4クビ 42．9�
816 エクサープト 牝4栗 56 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 B492＋ 81：13．61 26．2�
48 テイルウインド 牡5青鹿58 国分 恭介高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 478－16 〃 クビ 186．0�
23 メ デ ィ シ ス 牝5鹿 56 松田 大作中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B486－ 41：13．91	 68．0�
24 ジョイウイン 牡6栗 58 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B498＋ 21：14．11
 13．2�

（15頭）
12 キ ッ シ ョ ウ 牝4鹿 56

55 ☆小沢 大仁 �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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，101，600円 複勝： 66，577，700円 枠連： 13，723，100円
馬連： 79，344，600円 馬単： 28，022，500円 ワイド： 75，764，000円
3連複： 121，034，200円 3連単： 119，322，800円 計： 546，890，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 320円 �� 420円 �� 240円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 差引計 431016（返還計 580） 的中 � 63954（3番人気）
複勝票数 差引計 665777（返還計 620） 的中 � 104563（3番人気）� 157411（1番人気）� 113001（2番人気）
枠連票数 差引計 137231（返還計 39） 的中 （6－8） 19189（2番人気）
馬連票数 差引計 793446（返還計 1837） 的中 �� 107079（2番人気）
馬単票数 差引計 280225（返還計 636） 的中 �� 14073（4番人気）
ワイド票数 差引計 757640（返還計 1866） 的中 �� 59110（2番人気）�� 42500（3番人気）�� 85547（1番人気）
3連複票数 差引計1210342（返還計 5865） 的中 ��� 101188（1番人気）
3連単票数 差引計1193228（返還計 7531） 的中 ��� 16760（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．5―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 3，16（12，15）－10，11，14，9（7，13）8（4，1，5）6 4 3－（12，16）15，10，11（9，14）（7，8，13）（1，5）（4，6）

勝馬の
紹 介

ストームゾーン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Yonaguska デビュー 2021．7．25 新潟12着

2019．3．16生 牡4鹿 母 ヨ ナ グ ッ チ 母母 Designer Label 15戦3勝 賞金 29，980，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 キッショウ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 フォックススリープ号の騎手国分優作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 デルマカンノン号・バーニングソウル号・ロードサージュ号
※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。



01105 1月28日 晴 良 （5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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

44 カルロヴェローチェ 牡3鹿 56 福永 祐一大野 照旺氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋181：33．3 3．2�
11 ア ル ジ ー ヌ 牝3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 440－ 41：33．82� 4．3�
55 � エアメテオラ 牡3鹿 56 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

498＋ 61：34．01	 1．9�
33 メテオリート 牝3鹿 54 岩田 康誠 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 482－ 81：34．31
 13．2�
22 エマヌエーレ 牡3鹿 56 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 506＋201：35．04 11．0	
66 タガノタント 牡3栗 56 B．ムルザバエフ 八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 6 〃 クビ 45．2

（独）

77 メイショウヒュウガ 牡3鹿 56 吉田 隼人松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 482－141：35．74 53．4�
（7頭）

売 得 金
単勝： 73，373，000円 複勝： 41，959，800円 枠連： 発売なし
馬連： 66，849，000円 馬単： 45，160，900円 ワイド： 51，432，600円
3連複： 98，970，800円 3連単： 267，324，800円 計： 645，070，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 150円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 733730 的中 � 182414（2番人気）
複勝票数 計 419598 的中 � 87955（2番人気）� 74284（3番人気）
馬連票数 計 668490 的中 �� 54721（5番人気）
馬単票数 計 451609 的中 �� 20339（7番人気）
ワイド票数 計 514326 的中 �� 45282（5番人気）�� 82952（2番人気）�� 99151（1番人気）
3連複票数 計 989708 的中 ��� 245767（1番人気）
3連単票数 計2673248 的中 ��� 68093（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．1―59．1―1：10．5―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カルロヴェローチェ �

父 シルバーステート �


母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2022．6．26 阪神1着

2020．1．18生 牡3鹿 母 スサーナトウショウ 母母 シーイズトウショウ 3戦2勝 賞金 17，861，000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。

01106 1月28日 晴 良 （5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；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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

11 レ ベ ラ ン ス 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472＋102：14．4 4．7�
（独）

89 ストップザタイム 牡4栗 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522± 0 〃 クビ 2．2�

55 タイセイコマンド 牡5鹿 58 吉田 隼人田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B504＋ 2 〃 ハナ 58．1�
33 タ ガ ノ カ イ 牡5黒鹿58 川田 将雅八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 528＋142：14．82� 3．1�
44 ビートザウイングス �6栗 58 �島 克駿 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B486－ 22：15．01 53．6�
22 シーリアスラブ 牡7鹿 58 荻野 極吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 466± 02：15．1� 115．0	
77 プレイリードリーム 牡7鹿 58 和田 竜二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 466＋ 6 〃 ハナ 8．1

66 ダディーズトリップ 牡7青 58 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 466－ 22：15．31� 30．1�
88 キ ン ト リ ヒ 牡4芦 57 岩田 望来 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 472＋ 42：15．4	 12．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 61，078，800円 複勝： 66，029，000円 枠連： 15，645，200円
馬連： 92，952，900円 馬単： 46，560，000円 ワイド： 70，498，600円
3連複： 139，607，700円 3連単： 240，217，800円 計： 732，590，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 110円 � 690円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，620円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 23，450円

票 数

単勝票数 計 610788 的中 � 101989（3番人気）
複勝票数 計 660290 的中 � 87439（3番人気）� 294459（1番人気）� 11568（8番人気）
枠連票数 計 156452 的中 （1－8） 28177（2番人気）
馬連票数 計 929529 的中 �� 117413（2番人気）
馬単票数 計 465600 的中 �� 24437（7番人気）
ワイド票数 計 704986 的中 �� 73560（2番人気）�� 6199（22番人気）�� 15085（14番人気）
3連複票数 計1396077 的中 ��� 22194（15番人気）
3連単票数 計2402178 的中 ��� 7426（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―25．2―37．2―50．4―1：03．4―1：15．9―1：27．9―1：39．8―1：51．2―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6
1
3
5（1，9）（3，8）4，7（2，6）
5（1，9）（3，8）（4，7）（2，6）

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

勝馬の
紹 介

レ ベ ラ ン ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．6 新潟1着

2018．3．14生 牡5鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 19戦3勝 賞金 57，237，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タイセイコマンド号の騎手吉田隼人は，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。
※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。



01107 1月28日 晴 良 （5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，R4．1．29以降R5．1．22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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

612 サンライズホーク �4青鹿57 国分 優作�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506－ 21：11．4 4．9�
714 ラ ヴ ケ リ ー 牝5鹿 55 �島 克駿水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 458－ 21：11．93 12．9�
23 フ ル ム 牡4黒鹿55 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 472－ 6 〃 ハナ 24．8�
59 ホッコーカリュウ 牝5鹿 54 酒井 学北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486＋ 6 〃 アタマ 54．5�
24 サンライズアムール 牡4栗 57 川田 将雅�ライフハウス 小林 真也 日高 下河辺牧場 512－ 2 〃 ハナ 2．6�
47 メディーヴァル 牡5鹿 55 松山 弘平	ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 474＋ 61：12．0� 39．7

36 テイエムランウェイ 牡4栗 57 岩田 望来竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B484－ 21：12．42� 6．3�
815 ウォームライト 牡4青鹿57 福永 祐一窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 502－ 61：12．5� 16．6�
35 イスラアネーロ 牡4栗 56 和田 竜二堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 452＋121：12．6� 5．8
11 クリノサンレオ 牡10栗 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 474＋ 21：12．92 233．6�
611 ラインガルーダ 牡6鹿 55 小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 日進牧場 482＋121：13．0クビ 28．9�
510 アイスリアン 牝5黒鹿53 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 482＋101：13．1� 137．4�
12 エイユーストロング 牡5青鹿55 城戸 義政笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 478＋ 41：13．2� 138．0�
713 ヴァガボンド 牡5栗 56 B．ムルザバエフ �カナヤマホールディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 496＋ 21：13．3� 24．9�

（独）

48 コ パ シ ー ナ �6栗 56 吉田 隼人�OUMA 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 21：13．4アタマ 60．0�
816 ム ジ ッ ク 牝5栗 52 太宰 啓介	三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B492－101：13．61	 167．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，141，700円 複勝： 153，086，600円 枠連： 58，399，900円
馬連： 270，950，900円 馬単： 97，036，300円 ワイド： 225，451，600円
3連複： 490，607，000円 3連単： 529，245，800円 計： 1，936，919，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 320円 � 560円 枠 連（6－7） 1，960円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，960円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 22，400円 3 連 単 ��� 75，010円

票 数

単勝票数 計1121417 的中 � 181408（2番人気）
複勝票数 計1530866 的中 � 206422（3番人気）� 123585（5番人気）� 62502（7番人気）
枠連票数 計 583999 的中 （6－7） 23081（8番人気）
馬連票数 計2709509 的中 �� 65729（10番人気）
馬単票数 計 970363 的中 �� 13583（20番人気）
ワイド票数 計2254516 的中 �� 54648（10番人気）�� 29420（22番人気）�� 18588（30番人気）
3連複票数 計4906070 的中 ��� 16421（62番人気）
3連単票数 計5292458 的中 ��� 5115（219番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．0―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．4―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（5，16）（10，11，4）13，12（2，6）7，15（14，8）1，9，3 4 ・（5，16）（11，4）10，12（6，13）（2，7）（14，15）8（1，9）3

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 5戦4勝 賞金 43，050，000円
〔制裁〕 エイユーストロング号の騎手城戸義政は，発走後まもなくの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ショウナンバービー号・スズカマクフィ号・パワフルヒロコ号・メイショウヒバリ号・メズメライザー号・

ワイドソロモン号
※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。

01108 1月28日 晴 良 （5中京1） 第9日 第12競走 1，600�4歳以上1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 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
1：32．2
1：30．3

良
良

710 カ ル タ ゴ 牝5青鹿56 国分 恭介�須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 464＋ 41：34．6 82．3�

56 アンフィニドール 牝5鹿 56 横山 典弘前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋101：34．7� 6．6�
813 レッドベルアーム 牡4鹿 57 岩田 望来 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 2．7�
711 ポ ー カ ー 牡4黒鹿57 �島 克駿石川 達絵氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 466＋121：35．01� 3．6�
68 ロードリライアブル 牡4鹿 57 福永 祐一 �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 486＋ 61：35．1� 34．6	
44 ゴルトファルベン 牡6鹿 58 坂井 瑠星 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 ハナ 27．2�
45 レオンバローズ 牡4黒鹿57 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 462＋ 41：35．2クビ 20．3�
57 ルヴァンノワール 牝5鹿 56

53 ▲大久保友雅 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 438＋ 41：35．3� 281．6
33 エリカフェリーチェ 牝4鹿 55 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 466＋14 〃 アタマ 13．5�
69 ザ ウ リ 牡4鹿 57 吉田 隼人
ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 538＋361：35．51� 71．5�
11 � デンジャーマン 牡5鹿 58 酒井 学浦野 和由氏 高橋 康之 日高 白瀬 盛雄 430± 01：35．6� 291．5�
22 キタサンシュガー 牝4鹿 55 B．ムルザバエフ 
大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 442± 01：35．91� 4．6�

（独）

812 アインシュペンナー 牝4芦 55
54 ☆小沢 大仁永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 444＋ 61：36．11� 32．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，261，500円 複勝： 79，571，700円 枠連： 22，815，400円
馬連： 116，213，400円 馬単： 48，529，200円 ワイド： 102，791，400円
3連複： 185，287，400円 3連単： 235，874，200円 計： 866，344，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，230円 複 勝 � 980円 � 240円 � 150円 枠 連（5－7） 1，490円

馬 連 �� 23，750円 馬 単 �� 72，210円

ワ イ ド �� 4，930円 �� 3，040円 �� 480円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 264，310円

票 数

単勝票数 計 752615 的中 � 7308（11番人気）
複勝票数 計 795717 的中 � 15170（10番人気）� 81698（4番人気）� 182896（1番人気）
枠連票数 計 228154 的中 （5－7） 11801（5番人気）
馬連票数 計1162134 的中 �� 3792（39番人気）
馬単票数 計 485292 的中 �� 504（92番人気）
ワイド票数 計1027914 的中 �� 5070（37番人気）�� 8290（28番人気）�� 60729（4番人気）
3連複票数 計1852874 的中 ��� 10274（41番人気）
3連単票数 計2358742 的中 ��� 647（490番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．7―47．5―59．7―1：11．6―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

カ ル タ ゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．10 東京6着

2018．5．5生 牝5青鹿 母 ターフデライト 母母 マンデーデライト 9戦2勝 賞金 13，610，000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。



（5中京1）第9日 1月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

205，650，000円
8，130，000円
32，960，000円
1，020，000円
24，260，000円
65，865，000円
3，932，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
637，129，900円
832，731，900円
163，074，400円
968，594，400円
441，347，300円
863，554，900円
1，568，235，700円
2，156，598，700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 7，631，267，200円

総入場人員 5，112名 （有料入場人員 4，776名）
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