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02013 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

612 トウショウスレッジ 牡3栗 56 松若 風馬トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494＋ 61：14．2 14．9�
714 ニケトップラン 牝3鹿 54 嶋田 純次島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 21：14．3� 28．7�
23 グランジュテ 牝3栗 54

52 △城戸 義政�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436± 01：14．4� 1．3�
816 キタサンコトブキ �3青鹿56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B482－ 61：14．61 12．1	
12 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476± 01：14．7� 106．4

510 サンライズムーヴ 牡3黒鹿56 F．ヴェロン松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 464＋ 41：15．12� 16．6�

（仏）

713 ブラックウィンダム 牡3黒鹿56 丸山 元気菅原 広隆氏 天間 昭一 新冠 村上 欽哉 442＋ 41：15．42 92．6�
48 ナムラモンロー 牝3鹿 54 横山 和生奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 422－101：15．61 164．1
59 パイナップルキング 牡3栗 56

54 △義 英真田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 B444－ 61：15．7� 394．6�
611 カシノミライ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 406± 01：15．8クビ 251．1�
47 	 ジ ラ ン ド ラ 牡3栗 56 幸 英明前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited 528－ 41：16．01
 6．4�
24 フェアリーバズ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太深見 富朗氏 的場 均 日高 鹿戸 武光 434－14 〃 クビ 443．7�
815 メイショウハチキン 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 池添 学 浦河 太陽牧場 384± 0 〃 同着 302．7�
36 ア ジ ロ 牝3栗 54 川須 栄彦永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 462－ 61：16．21
 16．9�
35 シゲルチヌダイ 牝3黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 444± 01：16．3� 239．2�
11 トミケンブリクセム �3芦 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 三城牧場 446± 01：17．04 144．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，967，300円 複勝： 74，098，300円 枠連： 9，179，600円
馬連： 36，950，400円 馬単： 23，782，600円 ワイド： 22，559，500円
3連複： 50，999，100円 3連単： 83，496，600円 計： 322，033，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 220円 � 320円 � 110円 枠 連（6－7） 6，880円

馬 連 �� 9，910円 馬 単 �� 21，200円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 470円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 70，630円

票 数

単勝票数 計 209673 的中 � 11237（4番人気）
複勝票数 計 740983 的中 � 25237（3番人気）� 15154（7番人気）� 564008（1番人気）
枠連票数 計 91796 的中 （6－7） 1034（20番人気）
馬連票数 計 369504 的中 �� 2888（21番人気）
馬単票数 計 237826 的中 �� 841（39番人気）
ワイド票数 計 225595 的中 �� 2505（20番人気）�� 13101（3番人気）�� 6340（10番人気）
3連複票数 計 509991 的中 ��� 7577（14番人気）
3連単票数 計 834966 的中 ��� 857（162番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．8―48．5―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．4
3 14，16，3，7（1，13）6（8，12）9（5，11）－（2，15）－10－4 4 14，16（3，13）（1，7，12）（5，6，8）（9，11）－2－15，10－4

勝馬の
紹 介

トウショウスレッジ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．8．16 新潟14着

2013．3．8生 牡3栗 母 メイトウショウ 母母 サマンサトウショウ 6戦1勝 賞金 6，750，000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） 1頭 ペイシャナイト号
（非抽選馬） 3頭 ビレッジエンパイア号・ラインスラッガー号・ラブオールミー号
※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。

02014 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 ピンクアゲート 牝3鹿 54 吉田 隼人ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 456－ 21：56．8 3．6�
35 エイシンイマコマチ 牝3栗 54 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 436－ 41：56．9� 13．5�
816 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 448± 01：57．0� 56．5�
713 ティーパフォーマー 牝3黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 428－ 41：57．1� 30．0�
47 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

52 △義 英真池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 442± 01：57．2クビ 85．0�
59 プリンセスミエル 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 454＋ 6 〃 クビ 65．3	
36 レーヴドミカ 牝3栗 54 松田 大作尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 478－ 81：57．73 14．5

612 サトノサンシャイン 牝3青鹿54 F．ヴェロン里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B416＋ 41：57．8� 8．7�

（仏）

11 ネフェルティティ 牝3芦 54 松若 風馬前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 21：58．0� 3．1�

23 キタノスズラン 牝3鹿 54 酒井 学 フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 444－ 41：58．74 8．5�
815 タイセイスピカ 牝3鹿 54 和田 竜二田中 成奉氏 池上 昌和 日高 菊地牧場 396－ 81：58．91� 164．1�
24 サウンドガリア 牝3栗 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 信成牧場 418－ 8 〃 アタマ 55．1�
12 フィオレンツァ 牝3栗 54 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 490－ 42：00．07 6．7�
611 ファンシークイーン 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 398－102：00．74 334．1�
510 グランクリューピサ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣村田 哲朗氏 尾形 和幸 新ひだか 城地 和義 464＋ 2 〃 クビ 42．0�
714 セイカマルカート 牝3栗 54

52 △伴 啓太久米 誠氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 416＋ 42：02．6大差 178．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，077，100円 複勝： 18，843，000円 枠連： 10，340，200円
馬連： 30，998，700円 馬単： 16，294，100円 ワイド： 18，938，900円
3連複： 42，647，900円 3連単： 51，088，800円 計： 204，228，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 300円 � 1，260円 枠 連（3－4） 1，200円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，240円 �� 8，570円

3 連 複 ��� 50，290円 3 連 単 ��� 208，080円

票 数

単勝票数 計 150771 的中 � 33260（2番人気）
複勝票数 計 188430 的中 � 34397（2番人気）� 16068（6番人気）� 3030（12番人気）
枠連票数 計 103402 的中 （3－4） 6623（6番人気）
馬連票数 計 309987 的中 �� 7474（11番人気）
馬単票数 計 162941 的中 �� 2511（19番人気）
ワイド票数 計 189389 的中 �� 5137（11番人気）�� 1488（32番人気）�� 554（59番人気）
3連複票数 計 426479 的中 ��� 636（118番人気）
3連単票数 計 510888 的中 ��� 178（530番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．9―51．5―1：04．5―1：17．7―1：31．2―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピンクアゲート �
�
父 ワークフォース �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．7．19 函館4着

2013．5．18生 牝3鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 6戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカマルカート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コイウラナイ号・ブルベアバラクーダ号・ヤッパリエンカデス号・ライディングハイ号
※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２日



02015 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第3競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

12 マルカメテオ 牡4栗 56 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 484± 01：12．8 2．4�
47 フローラルダンサー 牝4鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 522＋10 〃 クビ 20．0�
714 ザショットアロー 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 512－ 81：13．01 11．3�
612 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 横山 和生山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 552＋ 41：13．1クビ 11．4�
816 アンスタンフィール 牝6鹿 55 北村 友一吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474＋ 81：13．31� 15．7�
11 モリトハリウッド 牡5鹿 57 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 516＋ 21：13．4クビ 37．0	
23 � スリーエスペラント 牡6栗 57 和田 竜二永井商事
 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 516± 01：13．5� 68．1�
24 レッドランタン 牝4青鹿54 中井 裕二 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 476＋ 21：13．6クビ 8．9�
59 ビットアリエス 牝5青鹿55 松若 風馬礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 474＋ 61：13．7� 4．0
510 スズカマドンナ 牝4鹿 54 F．ヴェロン永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 448＋ 41：13．8� 28．9�

（仏）

35 ド ル メ ロ 牡4黒鹿 56
54 △�島 克駿
NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 474＋ 8 〃 クビ 16．7�

48 � メイショウトリトン 牡6黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 494＋261：13．9クビ 200．3�
713� サイモングレゴリー 牡4黒鹿56 酒井 学澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 512± 01：14．0� 191．2�
36 � ハ ル コ マ チ 牝6鹿 55 中谷 雄太髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B464－ 61：14．1クビ 31．9�
815 ペイシャピュア 牡4栗 56

54 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 484＋ 61：14．2� 291．1�
611 ヒカリユニキャスト 牡6黒鹿57 高倉 稜
ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 548＋ 21：16．9大差 457．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，886，900円 複勝： 30，379，000円 枠連： 9，555，600円
馬連： 40，163，600円 馬単： 20，634，300円 ワイド： 25，547，400円
3連複： 50，153，800円 3連単： 62，260，400円 計： 257，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 530円 � 250円 枠 連（1－4） 2，510円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 600円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 34，880円

票 数

単勝票数 計 188869 的中 � 62921（1番人気）
複勝票数 計 303790 的中 � 86249（1番人気）� 10550（9番人気）� 28053（4番人気）
枠連票数 計 95556 的中 （1－4） 2945（10番人気）
馬連票数 計 401636 的中 �� 11453（8番人気）
馬単票数 計 206343 的中 �� 3811（12番人気）
ワイド票数 計 255474 的中 �� 6458（8番人気）�� 11605（3番人気）�� 2147（31番人気）
3連複票数 計 501538 的中 ��� 5124（20番人気）
3連単票数 計 622604 的中 ��� 1294（91番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカメテオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2014．7．20 中京11着

2012．5．22生 牡4栗 母 イクスペクトトゥシャイン 母母 Frankova 13戦2勝 賞金 22，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカリユニキャスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月17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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バイオレットムーン号
（非抽選馬） 7頭 ウインヴォイジャー号・エクスシア号・ノアブギー号・パッシオーネラヴィ号・マルイチウラノス号・

メイプルレジェンド号・ワンダーブライド号
※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。

02016 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

34 ニシノマテンロウ 牡5黒鹿60 小坂 忠士西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 512＋ 43：21．2 2．9�
58 シゲルヒノクニ 牡4栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 508＋ 63：21．62� 4．5�
610 リスヴェリアート 牡6鹿 60 難波 剛健�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 450＋ 43：21．92 8．8�
711 フォルテリコルド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546＋ 23：22．11� 44．7�
813� ニューコネクション 牡9栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 498＋ 23：22．2クビ 28．5	
33 � ビットアレグロ 牡7栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486－ 4 〃 クビ 106．9

11 テイエムナデューラ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 454＋ 43：22．73 22．5�
712 ブロードスター 	6鹿 60 高田 潤安原 浩司氏 
島 一歩 浦河 バンブー牧場 496± 0 〃 ハナ 3．2�
45 メイショウカンベエ 牡4鹿 59 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 444＋ 83：23．55 27．3
814 ユニコーンスター 牡4栗 59 上野 翔田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 聖心台牧場 460± 03：23．6� 180．6�
22 ビッグチャンピオン 牡4黒鹿59 小野寺祐太坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 B504＋243：24．77 176．4�
46 ワンダーバイファル 牡5鹿 60 黒岩 悠山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 470± 03：28．6大差 50．3�
57 マッカナバラ 牝4芦 57 白浜 雄造�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 458＋123：32．9大差 30．4�
69 � アスターコリント 	7黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 武田 博 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 524－ 8 （競走中止） 15．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，166，400円 複勝： 15，444，100円 枠連： 9，120，100円
馬連： 26，290，100円 馬単： 16，227，900円 ワイド： 16，042，200円
3連複： 41，246，500円 3連単： 59，210，700円 計： 196，748，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（3－5） 630円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 260円 �� 560円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 131664 的中 � 35508（1番人気）
複勝票数 計 154441 的中 � 37686（1番人気）� 22865（3番人気）� 18540（4番人気）
枠連票数 計 91201 的中 （3－5） 11130（2番人気）
馬連票数 計 262901 的中 �� 30787（2番人気）
馬単票数 計 162279 的中 �� 10786（3番人気）
ワイド票数 計 160422 的中 �� 17843（1番人気）�� 6869（5番人気）�� 6746（6番人気）
3連複票数 計 412465 的中 ��� 19677（3番人気）
3連単票数 計 592107 的中 ��� 8001（9番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．5－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノマテンロウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．7．21 函館2着

2011．3．12生 牡5黒鹿 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト 障害：5戦1勝 賞金 14，900，000円
〔競走中止〕 アスターコリント号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非抽選馬） 2頭 クリノヤクマン号・ワンダーアベニール号



02017 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第5競走 2，200�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

24 ナムラヘイハチロー 牡3鹿 56 松田 大作奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 456－ 62：15．9 7．0�
47 インザサイレンス 牡3芦 56 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 462± 02：16．11� 8．3�
36 エッジースタイル 牝3栗 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 454－ 42：16．2� 2．9�
816 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 川島 信二 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482－ 22：16．3� 12．6�
612 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 幸 英明寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：16．4� 26．6�
713 キタサンミサイル 牡3青鹿56 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 522± 02：16．61� 5．7	
510 ブ リ ー ロ 牝3鹿 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 62：16．7� 193．1

818 ダノンプレシャス 牡3青鹿56 和田 竜二�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 458＋ 8 〃 アタマ 6．6�
714 ディープロワイヤル 牡3鹿 56 北村 友一深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 42：16．91� 157．8
715 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 クビ 9．8�
611 マールデルプラタ 牝3鹿 54 川須 栄彦�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 434－102：17．0� 141．6�
23 トーコージュエリー 牝3芦 54

52 △義 英真森田 藤治氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－ 6 〃 クビ 35．6�
35 コスモブランカ 牡3黒鹿56 丸山 元気岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 454＋122：17．63� 105．4�
817 ナンヨーリノ 牝3黒鹿 54

52 △�島 克駿中村 德也氏 松田 国英 浦河 福岡 光夫 448－ 22：17．7� 32．2�
48 ウインラングロワ 牡3栗 56 黛 弘人�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 増本牧場 422－ 2 〃 クビ 307．8�
59 マーヴェラスデー 牝3芦 54

52 △伴 啓太栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 438± 02：18．02 173．4�
11 サンケネット 牝3青鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 浦河育成牧場 446－ 8 〃 クビ 385．0�
12 スイフトアタック 牡3鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 518＋ 82：18．1クビ 117．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，705，200円 複勝： 32，651，100円 枠連： 12，981，100円
馬連： 41，392，200円 馬単： 22，037，400円 ワイド： 28，670，100円
3連複： 61，004，200円 3連単： 75，427，900円 計： 295，869，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 220円 � 150円 枠 連（2－4） 1，690円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 770円 �� 460円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 217052 的中 � 24537（4番人気）
複勝票数 計 326511 的中 � 37352（3番人気）� 34468（5番人気）� 68233（1番人気）
枠連票数 計 129811 的中 （2－4） 5946（10番人気）
馬連票数 計 413922 的中 �� 14297（10番人気）
馬単票数 計 220374 的中 �� 3922（14番人気）
ワイド票数 計 286701 的中 �� 9088（9番人気）�� 16466（2番人気）�� 14805（3番人気）
3連複票数 計 610042 的中 ��� 19413（2番人気）
3連単票数 計 754279 的中 ��� 2859（43番人気）

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

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―35．8―49．0―1：02．8―1：15．9―1：28．4―1：41．1―1：53．3―2：04．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8
1
3
2，15（1，17）6，18（3，7，16）（4，13）14，9，5（8，12）11－10
2，5（1，15，17）16（6，18）（3，13）7（4，14）（9，12）（8，11）10

2
4
2，15（1，6，17）（3，18，16）7（4，13）14，5，9（8，12）11，10
2，5（1，17）（15，16）18（3，6，13）（4，7，14）（9，12）11（8，10）

勝馬の
紹 介

ナムラヘイハチロー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．12．27 阪神3着

2013．3．31生 牡3鹿 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※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。
（非当選馬） 3頭 ウインヴォラーレ号・エンドレスブルー号・マイネルクラフト号

02018 1月17日 晴 良 （28中京1）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時40分 （ダート・左）

新馬；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
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ブライスガウ 牝3栗 54 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 486 ―1：26．6 8．2�
23 バトルハルトマン 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 512 ―1：27．55 4．0�
12 ニシノラディアント 牡3鹿 56 酒井 学西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 500 ―1：27．71� 5．2�
510 コスモアントリア 牡3栗 56 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 川島牧場 464 ―1：28．01� 18．9�
59 コウザンベル 牡3青鹿56 熊沢 重文山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 468 ― 〃 ハナ 7．3�
612 カシマホープスター 牡3黒鹿56 丸山 元気	カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 506 ―1：28．21� 11．0

713 アグネスブレイブ 牡3鹿 56 和田 竜二渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 470 ― 〃 クビ 30．3�
47 � トゥルーリーウィル 牡3鹿 56 松山 弘平	ノースヒルズ 和田正一郎 米 Overbrook

Farm 516 ―1：28．51� 6．6�
816 ブラックハウス 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：29．24 21．4
714 ゴールドサミット 牡3青鹿56 黛 弘人西森 道男氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：30．37 71．1�
48 テイエムポメロ 牝3鹿 54 川須 栄彦竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム

牧場株式会社 464 ―1：31．04 197．1�
36 クインズキンバリー 牝3鹿 54 北村 友一 	クイーンズ・ランチ 平田 修 新ひだか グランド牧場 468 ―1：31．21� 21．5�
11 スリーサンレーザー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人永井商事	 目野 哲也 浦河 辻 牧場 504 ―1：31．41� 56．3�
611 マグナムバローズ 牡3栗 56 F．ヴェロン猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか 増本牧場 524 ―1：31．93 14．3�

（仏）

24 オ ー ラ パ 牝3栗 54 松田 大作名古屋友豊	 木原 一良 新冠 オリエント牧場 440 ―1：32．0� 41．2�
35 ニシノフォルス 牡3鹿 56 嶋田 純次西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 原 フアーム 432 ―1：32．63� 183．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，212，500円 複勝： 21，361，000円 枠連： 10，585，900円
馬連： 28，973，100円 馬単： 15，309，400円 ワイド： 18，517，500円
3連複： 39，482，300円 3連単： 49，374，500円 計： 199，816，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 280円 � 170円 � 200円 枠 連（2－8） 1，740円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，090円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 162125 的中 � 15735（5番人気）
複勝票数 計 213610 的中 � 17270（7番人気）� 37345（1番人気）� 28706（3番人気）
枠連票数 計 105859 的中 （2－8） 4695（8番人気）
馬連票数 計 289731 的中 �� 7797（8番人気）
馬単票数 計 153094 的中 �� 1563（25番人気）
ワイド票数 計 185175 的中 �� 4151（10番人気）�� 4166（9番人気）�� 13141（1番人気）
3連複票数 計 394823 的中 ��� 6791（7番人気）
3連単票数 計 493745 的中 ��� 1101（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．0―48．2―1：00．8―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．4
3 3－（2，13）15，12－9，14（8，10）－（7，16）5，4（1，6）＝11 4 3－2（13，15）－12，9，14，10－8－（7，16）＝（5，6）4，1＝11

勝馬の
紹 介

ブライスガウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．5．11生 牝3栗 母 プリモスター 母母 チ ー タ ー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ゴールドサミット号の調教師加藤和宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アスターピュア号・ウェアレイ号・コウザンティアラ号・シゲルロウニンアジ号・ショウサングランド号・

スズカハイルーラー号・スープレックス号・テンオールゲッター号・ヒーローメーカー号・ブルービーム号・
ボーントゥレイン号・マインシャッツ号・メイショウフォルテ号

※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。



02019 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

33 モアニケアラ 牝4芦 54
52 △�島 克駿名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458＋161：54．9 2．2�

77 メイショウクローバ 牝5鹿 55
53 △義 英真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B514＋ 21：55．11� 17．9�

66 � バードオンアスク 牝5鹿 55 勝浦 正樹戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：55．2� 32．2�
22 ゲットクローサー 牝4青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 アタマ 4．3�
44 ベーリングメファ 牝4栗 54 岡田 祥嗣手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 454± 01：55．3クビ 4．2	
78 クロカミノオトメ 牝6青 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：55．51� 13．8

810 カノンブルー 牝4鹿 54 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 448± 0 〃 アタマ 98．2�
89 シニョリーナ 牝5青鹿55 幸 英明髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B456－ 8 〃 アタマ 47．4�
55 ナイトブルーミング 牝6芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 21：55．7� 9．0
11 サンレイフローラ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 452＋ 21：55．8� 24．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，089，100円 複勝： 20，588，600円 枠連： 8，609，600円
馬連： 31，617，800円 馬単： 19，792，200円 ワイド： 18，412，000円
3連複： 40，857，200円 3連単： 74，908，100円 計： 231，874，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 440円 � 440円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 660円 �� 880円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 11，950円 3 連 単 ��� 41，900円

票 数

単勝票数 計 170891 的中 � 60147（1番人気）
複勝票数 計 205886 的中 � 48480（1番人気）� 10058（7番人気）� 9936（8番人気）
枠連票数 計 86096 的中 （3－7） 7317（3番人気）
馬連票数 計 316178 的中 �� 12803（8番人気）
馬単票数 計 197922 的中 �� 5452（9番人気）
ワイド票数 計 184120 的中 �� 7432（9番人気）�� 5444（11番人気）�� 1247（28番人気）
3連複票数 計 408572 的中 ��� 2564（40番人気）
3連単票数 計 749081 的中 ��� 1296（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．8―50．4―1：04．0―1：17．1―1：30．1―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モアニケアラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．6 札幌3着

2012．3．27生 牝4芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 5戦2勝 賞金 15，800，000円

02020 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

68 テイエムコンドル 牡5鹿 57 松若 風馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 462－ 42：00．2 19．3�
55 � エルドリッジ 牡6青鹿57 黛 弘人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 524＋ 2 〃 クビ 5．9�
812 ウインユニファイド 牡4黒鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 516＋ 22：00．41 2．4�
811� クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 506＋162：01．03� 92．9�
710� スリーヴェローチェ 牡7鹿 57

55 △伴 啓太永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 472－ 62：01．21� 13．2�
44 � サリレモンド 牡5栗 57 幸 英明�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

520＋142：01．52 5．0	
33 � クリノエビスジン 牡5鹿 57 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 490－ 22：01．6クビ 44．5

11 リーゼントロック 牡5黒鹿57 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 516－ 22：01．92 7．3�
22 モ ー グ リ 牡4栗 56 和田 竜二大林 一彦氏 村山 明 洞	湖 レイクヴィラファーム B548± 02：02．32� 15．2�
67 トウカイパイロ 牡4黒鹿56 岡田 祥嗣内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466＋ 62：02．5
 10．7
56 クラウンリバティー 牡4鹿 56 酒井 学矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 508＋ 62：02．92� 254．7�
79 カレングランブルー 牡5栗 57 F．ヴェロン鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464＋ 42：03．22 93．0�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，667，900円 複勝： 28，038，400円 枠連： 9，319，300円
馬連： 39，275，100円 馬単： 21，481，900円 ワイド： 23，840，700円
3連複： 52，888，900円 3連単： 84，788，900円 計： 280，301，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 320円 � 170円 � 130円 枠 連（5－6） 2，610円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 13，070円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 800円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 50，420円

票 数

単勝票数 計 206679 的中 � 8556（8番人気）
複勝票数 計 280384 的中 � 15794（8番人気）� 42303（3番人気）� 74630（1番人気）
枠連票数 計 93193 的中 （5－6） 2764（11番人気）
馬連票数 計 392751 的中 �� 5170（21番人気）
馬単票数 計 214819 的中 �� 1232（48番人気）
ワイド票数 計 238407 的中 �� 3123（23番人気）�� 7294（9番人気）�� 21794（2番人気）
3連複票数 計 528889 的中 ��� 10502（15番人気）
3連単票数 計 847889 的中 ��� 1219（180番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．0―30．8―43．8―56．4―1：08．9―1：21．6―1：34．6―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムコンドル �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．11．17 東京12着

2011．3．29生 牡5鹿 母 テイエムヨカオゴ 母母 テイエムサイレン 20戦2勝 賞金 22，810，000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。



02021 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第9競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

12 カレンステイシー 牝5栗 55 吉田 隼人鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 482＋ 41：08．7 8．0�
818 ロイヤルストリート 牝4鹿 54

52 △�島 克駿下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436＋ 41：09．01� 3．3�
24 ビバリーヒルズ 牝4栗 54 松山 弘平近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋10 〃 クビ 13．6�
23 ベルリネッタ 牡5鹿 57 丸山 元気大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 466＋ 21：09．32 11．1�
510 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488＋36 〃 アタマ 86．4	
611 アドマイヤジャズ 牡4青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋101：09．4クビ 7．2

713 ダ ラ ニ 牝5栗 55 F．ヴェロン山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 502＋ 2 〃 ハナ 20．1�
（仏）

11 � フジケンシン 牡5鹿 57 伊藤 工真藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 510＋ 1 〃 ハナ 102．2�
817 シャンデリアハウス 牝4黒鹿54 松田 大作 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444＋101：09．5� 4．7
714 ビリーヴザワン �5鹿 57 北村 友一岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド B472＋ 6 〃 ハナ 23．1�
36 シュンクルーズ 牡4黒鹿 56

54 △伴 啓太村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 454＋ 21：09．6� 38．4�

35 ゲネラルプローベ 牡4鹿 56 高倉 稜前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 484＋181：09．81	 125．6�
47 ブロンシェダーム 牝5鹿 55 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 400－ 2 〃 クビ 93．4�
715 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋101：09．9クビ 10．0�
816 モアアピール 牝4芦 54 黛 弘人根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋141：10．11 39．9�
48 スーパープリンセス 牝4栗 54 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 446＋ 61：10．31� 51．9�
59 � ファストアズソング 牡5鹿 57 中谷 雄太 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 422＋ 21：10．51� 87．9�
612� バシニアティヴ 牝6栗 55 川島 信二石橋 英郎氏 高橋 義博 洞
湖 メジロ牧場 432± 01：10．71� 328．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，627，000円 複勝： 34，800，700円 枠連： 20，750，600円
馬連： 58，460，100円 馬単： 28，084，000円 ワイド： 33，562，100円
3連複： 78，390，100円 3連単： 109，693，900円 計： 388，368，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 160円 � 370円 枠 連（1－8） 880円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，140円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 38，580円

票 数

単勝票数 計 246270 的中 � 24530（4番人気）
複勝票数 計 348007 的中 � 33594（5番人気）� 70729（1番人気）� 20487（7番人気）
枠連票数 計 207506 的中 （1－8） 18227（4番人気）
馬連票数 計 584601 的中 �� 32872（2番人気）
馬単票数 計 280840 的中 �� 5733（7番人気）
ワイド票数 計 335621 的中 �� 13618（2番人気）�� 7438（13番人気）�� 7495（12番人気）
3連複票数 計 783901 的中 ��� 9875（11番人気）
3連単票数 計1096939 的中 ��� 2061（98番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．7―46．3―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 ・（2，3）（1，4）（10，18）（5，11）14，17，13（6，8，12）（7，9，15）－16 4 2，3（1，4）10（5，18）（14，11）17（6，13）8（7，12，15）（16，9）

勝馬の
紹 介

カレンステイシー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．1．26 中京3着

2011．4．29生 牝5栗 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 12戦3勝 賞金 34，193，000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 アグネスキズナ号
（非抽選馬） 1頭 コスモマイルール号
※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。

02022 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第10競走 ��1，400�は こ べ ら 賞
発走14時50分 （ダート・左）

3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ドライヴナイト 牡3黒鹿56 北村 友一桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 504＋ 21：25．5 3．5�
35 � ゼンノサーベイヤー 牡3栗 56 松田 大作大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 502＋ 2 〃 ハナ 5．1�
47 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 516＋ 61：25．71 10．6�
11 ノーモアゲーム 牡3鹿 56 丸山 元気内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 470＋ 81：25．91� 97．1�
48 ロンドンタウン 牡3鹿 56 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 508－ 21：26．11� 14．9�
23 メイショウミラコロ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 508－ 41：26．63 23．6	
612 アドマイヤムテキ 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 41：26．7� 18．5

611 デピュティプライム 牡3栗 56 勝浦 正樹丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 ハナ 4．5�
510 マザックヤース 牝3鹿 54 伴 啓太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 432＋ 21：27．02 86．1�
816 ラスベガスシチー 牡3栗 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 516＋ 41：27．42� 8．0
24 ヨウチエンコース 牡3栗 56 F．ヴェロン一村 哲也氏 小崎 憲 新ひだか 萩澤 俊雄 460± 01：27．72 30．9�

（仏）

714 シゲルナガイワシ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 B452－ 41：27．91� 177．1�
12 プリンシパルスター 牡3青鹿56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－ 41：28．53� 9．4�
36 レディエントブルー 牝3栗 54 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 458＋ 21：28．81	 215．3�
59 
 フィランソロフィー 牡3栗 56 黛 弘人伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 452－ 21：29．33 207．1�
713
 エムティーシャトル 牝3黒鹿54 伊藤 工真�門別牧場 清水 英克 新冠 柏木 一則 486± 01：29．5	 320．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，127，300円 複勝： 44，079，800円 枠連： 23，484，200円
馬連： 79，517，300円 馬単： 37，493，800円 ワイド： 40，875，500円
3連複： 113，188，700円 3連単： 151，857，200円 計： 524，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 190円 � 260円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 440円 �� 850円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 341273 的中 � 76094（1番人気）
複勝票数 計 440798 的中 � 84781（1番人気）� 59689（3番人気）� 36530（6番人気）
枠連票数 計 234842 的中 （3－8） 23366（2番人気）
馬連票数 計 795173 的中 �� 68284（2番人気）
馬単票数 計 374938 的中 �� 16410（2番人気）
ワイド票数 計 408755 的中 �� 25716（2番人気）�� 12039（7番人気）�� 7624（19番人気）
3連複票数 計1131887 的中 ��� 19724（11番人気）
3連単票数 計1518572 的中 ��� 7785（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．4―47．7―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．8
3 15（7，8）6（3，13）12（5，2，4，14）（9，16）10，11－1 4 15，7（6，8）（3，13）（5，12）（2，4，14）10（9，16）11－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドライヴナイト �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．10．18 新潟2着

2013．3．18生 牡3黒鹿 母 カウントオンミー 母母 サンセットバレー 3戦2勝 賞金 17，057，000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。



02023 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第11競走 ��1，200�
ながしの

長篠ステークス
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

69 シンデレラボーイ 牡6鹿 57 二本柳 壮田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 502－ 41：08．0 5．3�
45 ユキノアイオロス �8鹿 57 川須 栄彦井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482－ 41：08．1� 36．7�
44 アットウィル 牡6栗 57 幸 英明宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 502＋ 4 〃 クビ 1．9�
22 タガノザイオン 牡9鹿 57 田中 博康八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 21：08．2� 26．7�
57 ルミナスウイング 牡6鹿 57 F．ヴェロン �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：08．3クビ 17．2�

（仏）

11 アブマーシュ 牝7鹿 55 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 488－121：08．51	 11．0	

33 サ マ ー ル ナ 牝7鹿 55 松田 大作ライオンレースホース
 木原 一良 新冠 松本 信行 466＋ 2 〃 クビ 23．0�
710 ヴィクタープライム 牡4青鹿56 松山 弘平村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 456＋ 41：08．6クビ 11．7�
711 エリーティアラ 牝4青鹿54 和田 竜二谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B466＋ 41：09．02� 6．7
56 マジックシャトル 牡4栗 56 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 498－ 81：09．31� 24．3�
812
 デ ン フ ァ レ 牝9栗 55 中谷 雄太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 486＋ 6 〃 クビ 142．0�
813 クリノタカラチャン 牝6黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 418－ 21：09．51	 66．9�
68 
 エンプレスラブ 牝7黒鹿55 北村 友一 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 520＋ 41：09．71	 220．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，725，100円 複勝： 71，057，300円 枠連： 33，134，200円
馬連： 158，574，000円 馬単： 84，599，100円 ワイド： 64，255，400円
3連複： 219，636，200円 3連単： 422，141，200円 計： 1，099，122，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 410円 � 110円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 14，640円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 260円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 38，040円

票 数

単勝票数 計 457251 的中 � 68561（2番人気）
複勝票数 計 710573 的中 � 77672（2番人気）� 20292（9番人気）� 357078（1番人気）
枠連票数 計 331342 的中 （4－6） 50358（2番人気）
馬連票数 計1585740 的中 �� 15317（22番人気）
馬単票数 計 845991 的中 �� 4333（39番人気）
ワイド票数 計 642554 的中 �� 7856（20番人気）�� 76002（1番人気）�� 16505（11番人気）
3連複票数 計2196362 的中 ��� 40351（13番人気）
3連単票数 計4221412 的中 ��� 8044（117番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．3―11．0―11．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．1
3 4，8（6，11，12，13）（10，3，5）1（7，9）－2 4 4，8（6，11，12，13）（10，3，5）（7，9）1－2

勝馬の
紹 介

シンデレラボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．28生 牡6鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 28戦5勝 賞金 125，597，000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。

02024 1月17日 曇 良 （28中京1）第2日 第12競走 ��2，000�
こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走16時00分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

56 グランアルマダ 牡4芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 536± 02：01．1 3．3�
68 サンデーウィザード 牡4鹿 56 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 4．7�
33 カラフルブラッサム 牝6鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－ 22：01．2� 3．0�
710 ピースオブジャパン 牡4栗 56 �島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B486± 02：01．3� 9．8�
45 ヒロノプリンス 牡6鹿 57 F．ヴェロンサンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 474＋182：01．51� 28．2	

（仏）

22 クールオープニング 牡5青鹿57 北村 友一前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468－ 2 〃 ハナ 29．1


11 ドラゴンレジェンド 牡6栗 57 松田 大作窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 502－ 82：01．6� 11．9�
69 ボールドジャパン 牡5鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 520± 0 〃 アタマ 83．2�
812 アドマイヤガスト 牡4鹿 56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 532＋ 22：01．7アタマ 13．0
711 ギブアンドテイク 牡5栗 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 498－ 82：01．8� 37．1�
813 ノーブルリーズン 牝4黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 アタマ 57．9�
44 メイショウオオゼキ 	6鹿 57 松若 風馬松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B486＋ 22：02．33 122．1�
57 ヤマトダイアンサス 牝6栃栗55 川須 栄彦みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 490＋ 22：02．72
 51．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，013，800円 複勝： 49，028，800円 枠連： 20，532，400円
馬連： 97，346，900円 馬単： 46，363，400円 ワイド： 46，779，100円
3連複： 126，558，900円 3連単： 213，512，300円 計： 636，135，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 270円 �� 200円 �� 260円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 360138 的中 � 86723（2番人気）
複勝票数 計 490288 的中 � 124976（1番人気）� 72727（3番人気）� 116585（2番人気）
枠連票数 計 205324 的中 （5－6） 26572（2番人気）
馬連票数 計 973469 的中 �� 109512（3番人気）
馬単票数 計 463634 的中 �� 29188（3番人気）
ワイド票数 計 467791 的中 �� 42429（3番人気）�� 62890（1番人気）�� 44236（2番人気）
3連複票数 計1265589 的中 ��� 160285（1番人気）
3連単票数 計2135123 的中 ��� 51331（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．0―12．7―12．5―12．3―12．0―11．8―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．4―50．1―1：02．6―1：14．9―1：26．9―1：38．7―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2
1
3
5，6（1，11）7，8（2，9，12）10，13，3－4・（5，6）11（1，7，8）－（2，12）9（10，3）13－4

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

勝馬の
紹 介

グランアルマダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．10 小倉4着

2012．2．4生 牡4芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 11戦3勝 賞金 42，094，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 グランアルマダ号の騎手酒井学は，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。

３レース目



（28中京1）第2日 1月17日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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 手 当

184，110，000円
2，530，000円
7，060，000円
1，380，000円
18，590，000円
65，226，500円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
284，265，600円
440，370，100円
177，592，800円
669，559，300円
352，100，100円
358，000，400円
917，053，800円
1，437，760，500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 4，636，702，600円

総入場人員 11，615名 （有料入場人員 10，643名）
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