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02037 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第1競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

814 アスカノハヤテ 牡3鹿 56 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 468－ 61：55．7 1．3�
59 タイキビージェイ 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 534＋ 81：56．01� 12．9�
35 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 浜中 俊村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 21：56．74 9．6�
47 ヒノアカツキ 牡3栗 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 518± 01：57．02 6．9�
46 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 512－ 61：57．31� 16．9	
610 サンピッツバーグ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社
ケイズ 432－ 61：58．47 84．0


713 メイショウレーベン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 454－ 4 〃 ハナ 50．2�
22 ブライトゴールド 牡3栗 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新冠 飛渡牧場 492－ 61：58．5� 25．6
23 ラ バ ブ ル 牝3鹿 54 宮崎 北斗小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 464± 01：58．6クビ 361．3�
611 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56 石橋 脩佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 478＋ 2 〃 クビ 139．0�
58 ビッグイージー 牡3鹿 56 丸田 恭介小原準一郎氏 竹内 正洋 日高 槇本牧場 534＋ 21：59．02� 62．7�
34 ペイシャギンコ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 日高 浜本 幸雄 440－101：59．1クビ 284．3�
712 ミスターボースン 牡3栗 56 平野 優吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 488± 01：59．42 30．6�
11 ベルウッドスバル 牡3黒鹿56 田中 健鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 490－ 41：59．5� 142．9�
815 カルマクイーン 牝3青鹿 54

52 △原田 和真花野 友象氏 田中 清隆 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 448－ 42：01．110 255．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，192，100円 複勝： 74，862，800円 枠連： 8，927，700円
馬連： 32，160，100円 馬単： 23，294，100円 ワイド： 21，830，200円
3連複： 50，486，100円 3連単： 83，552，100円 計： 315，305，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 170円 � 160円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 210円 �� 500円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 201921 的中 � 116873（1番人気）
複勝票数 計 748628 的中 � 598003（1番人気）� 27112（4番人気）� 30812（3番人気）
枠連票数 計 89277 的中 （5－8） 14833（3番人気）
馬連票数 計 321601 的中 �� 48158（3番人気）
馬単票数 計 232941 的中 �� 26889（2番人気）
ワイド票数 計 218302 的中 �� 24436（3番人気）�� 28289（2番人気）�� 9534（5番人気）
3連複票数 計 504861 的中 ��� 58689（1番人気）
3連単票数 計 835521 的中 ��� 33103（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．4―51．8―1：04．7―1：17．6―1：30．7―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（7，14）（5，6，8）－（2，12）（3，10，13）9－1，11，4＝15・（7，14）8（5，6，10）（2，12，13）9（3，1，11）4＝15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスカノハヤテ �
�
父 サマーバード �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．23 阪神2着

2014．3．21生 牡3鹿 母 エリモプリンセス 母母 エリモルミナス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ブルックリンソウル号の騎手福永祐一は，病気のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カルマクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年2月22日まで平地競

走に出走できない。
※ローレルモナルカ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02038 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 リアンヴェリテ 牡3鹿 56 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－ 41：26．7 1．3�

48 ハイレートクライム 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 9．0�

815 カツノシックスス 牡3鹿 56 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 434＋ 61：26．8クビ 63．6�
23 ジュングレイド 牡3栗 56 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 454－ 81：27．33 18．1�
713 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 470－ 41：27．51� 119．7�
510 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 478± 01：27．71� 82．8	
714 マイアフェクション 牡3鹿 56 国分 恭介五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 474－ 81：27．8� 13．8

35 ア ク ラ ー 牡3芦 56 藤岡 康太 �カナヤマホール

ディングス 森田 直行 平取 原田 新治 460± 01：27．9� 20．4�
612 リョウランヒーロー 牡3黒鹿56 中谷 雄太佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 472＋ 4 〃 クビ 30．0
59 フラッグアドミラル 牡3黒鹿 56

54 △原田 和真岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 41：28．21� 50．4�
24 シンコーマーチャン 牡3鹿 56 古川 吉洋豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：28．94 27．5�
12 ニシノルーツ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 本桐牧場 440－ 2 〃 アタマ 64．5�
36 ウマインボルト 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 494± 01：29．53� 115．0�
11 ジュリアーノ 牡3黒鹿56 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 420± 01：29．81� 143．4�
816 オーミルーティン 牡3鹿 56 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 浦河 市川牧場 462－ 81：30．22� 22．1�

（15頭）
611 ダイヤグラム 牡3鹿 56 幸 英明小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，889，600円 複勝： 85，675，400円 枠連： 9，556，300円
馬連： 30，459，900円 馬単： 23，611，300円 ワイド： 21，833，000円
3連複： 44，176，000円 3連単： 75，056，600円 計： 310，258，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 180円 � 530円 枠 連（4－4） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，000円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 差引計 198896（返還計 226） 的中 � 121168（1番人気）
複勝票数 差引計 856754（返還計 354） 的中 � 696379（1番人気）� 30519（2番人気）� 7226（10番人気）
枠連票数 差引計 95563（返還計 11） 的中 （4－4） 15448（1番人気）
馬連票数 差引計 304599（返還計 2444） 的中 �� 49573（1番人気）
馬単票数 差引計 236113（返還計 877） 的中 �� 28630（1番人気）
ワイド票数 差引計 218330（返還計 920） 的中 �� 25408（1番人気）�� 5198（9番人気）�� 1219（36番人気）
3連複票数 差引計 441760（返還計 5330） 的中 ��� 5753（22番人気）
3連単票数 差引計 750566（返還計 8066） 的中 ��� 4574（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．0―1：00．7―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．7
3 ・（8，10）（7，16）－（4，15）12（2，5）14，6，9，3，13＝1 4 ・（8，10）7，16，15（2，4，12）5，14，6，9，13，3＝1

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡3鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔出走取消〕 ダイヤグラム号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 リアンヴェリテ号の騎手福永祐一は，病気のため北村宏司に変更。
〔制裁〕 リアンヴェリテ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イヴレア号・コハク号

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月22日 晴 良 （29中京1）第4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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

713 ミカエルシチー 牡5鹿 57
54 ▲荻野 極 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 542＋ 41：12．1 1．9�

36 カジノスマイル 牝4鹿 54 幸 英明井高 義光氏 石橋 守 新ひだか 井高牧場 486± 01：12．52� 3．2�
611� ウインバローラス 牡5鹿 57 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B490＋ 61：12．6� 16．5�
12 ホイールバーニング 牡4栗 56 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 542＋161：12．7� 12．9�
816 マイティジャック 牡4黒鹿56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B454± 01：13．01� 47．3�
47 キセキノムスメ 牝4青鹿 54

53 ☆中井 裕二	協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 456＋ 61：13．1� 14．4

24 � ユアザスター 牡4鹿 56 黛 弘人西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B504＋141：13．3� 204．2�
510� オンザフロウ 牝4鹿 54 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 446± 0 〃 クビ 23．5�
23 トウショウスレッジ 牡4栗 56

54 △原田 和真トウショウ産業� 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 498＋ 81：13．4クビ 16．8
11 � アイファーウタオー 牡4黒鹿56 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 508＋12 〃 クビ 187．3�
48 ミスズモンブラン 牡6栗 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 486＋101：13．71� 219．3�
59 ファーストオーサー 牡6黒鹿 57

55 △木幡 初也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 486＋ 21：13．8� 118．0�
815 ヒ ワ ラ ニ 牝4鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 470＋ 21：14．12 21．3�
35 ロマンティックサン 牡4栗 56 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 484＋ 41：14．42 48．0�
612 シゲルカゼノボン 牝5黒鹿55 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 514－ 41：14．71� 101．3�
714 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55 丹内 祐次井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B466－ 81：15．12� 201．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，605，100円 複勝： 33，860，500円 枠連： 10，148，300円
馬連： 38，718，700円 馬単： 21，993，500円 ワイド： 26，816，800円
3連複： 54，764，100円 3連単： 82，430，200円 計： 288，337，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 260円 枠 連（3－7） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 150円 �� 520円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 196051 的中 � 79516（1番人気）
複勝票数 計 338605 的中 � 149728（1番人気）� 57052（2番人気）� 16464（6番人気）
枠連票数 計 101483 的中 （3－7） 35917（1番人気）
馬連票数 計 387187 的中 �� 124990（1番人気）
馬単票数 計 219935 的中 �� 34193（1番人気）
ワイド票数 計 268168 的中 �� 63656（1番人気）�� 10764（6番人気）�� 8037（10番人気）
3連複票数 計 547641 的中 ��� 33229（3番人気）
3連単票数 計 824302 的中 ��� 15749（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．7―12．5―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．6―47．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカエルシチー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．8 京都9着

2012．3．22生 牡5鹿 母 テンシノキセキ 母母 ビーバップアルー 14戦3勝 賞金 35，590，000円
〔騎手変更〕 ウインバローラス号の騎手福永祐一は，病気のため石橋脩に変更。
※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） 2頭 スフバータル号・パルパルパンダ号
（非抽選馬） 1頭 トーセンスティング号

02040 1月22日 晴 良 （29中京1）第4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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

57 メイショウルンバ 牝6栗 58 森 一馬松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 486± 03：19．5 2．1�
712 ピースメーカー 牡6鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 63：19．82 4．7�
814 シャイニーダスト 牡4鹿 59 石神 深一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 498＋123：20．12 15．4�
69 レッドソレイユ �6鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454－ 23：20．2クビ 10．7�
813 デュアルメジャー �5青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478＋ 23：20．52 29．8	
45 マ ッ ク ー ル 牡4鹿 59 浜野谷憲尚 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 488＋ 23：20．81� 21．5

11 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 510－ 13：21．01	 25．5�
58 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 446± 03：21．63	 5．3�
22 ミュートエアー 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 63：22．45 75．3
46 � トーセンスラッガー 牡5黒鹿60 高野 和馬島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 466＋ 83：24．1大差 97．6�
34 バイオレットムーン 牡7栗 60 難波 剛健池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 500－ 2 〃 アタマ 20．8�
711� ハイイノベーション 牡5栗 60 林 満明服部 新平氏 坪 憲章 浦河 
川フアーム 488＋203：25．69 147．7�
33 � プールアンレーヴ 牡4鹿 59 鈴木 慶太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 488＋123：30．7大差 75．2�

610 クラウンノキミ 牡5黒鹿60 山本 康志�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 498－ 13：33．6大差 76．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，103，900円 複勝： 17，452，200円 枠連： 9，608，300円
馬連： 23，849，200円 馬単： 15，408，100円 ワイド： 17，299，400円
3連複： 41，730，700円 3連単： 62，807，400円 計： 204，259，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 290円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 230円 �� 680円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 5，740円

票 数

単勝票数 計 161039 的中 � 61111（1番人気）
複勝票数 計 174522 的中 � 51917（1番人気）� 30970（2番人気）� 10220（5番人気）
枠連票数 計 96083 的中 （5－7） 19693（1番人気）
馬連票数 計 238492 的中 �� 39468（1番人気）
馬単票数 計 154081 的中 �� 15191（1番人気）
ワイド票数 計 172994 的中 �� 23558（1番人気）�� 5939（6番人気）�� 3959（9番人気）
3連複票数 計 417307 的中 ��� 15044（4番人気）
3連単票数 計 628074 的中 ��� 7931（11番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 54．6－3F 41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウルンバ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Valid Appeal デビュー 2014．3．23 阪神5着

2011．4．29生 牝6栗 母 ヴァリッドアンセム 母母 Indian Anthem 障害：4戦1勝 賞金 10，900，000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 ダイメイサンジ号
（非抽選馬） 3頭 ウリボー号・シャンパーニュ号・ワンダープレジール号



02041 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・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
1：32．8
1：30．7

良
良

11 スリーランディア 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414 ―1：39．1 34．1�
816� ゴールドハット 牡3黒鹿56 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 414 ―1：39．2� 2．4�

24 インビジブルレイズ 牡3鹿 56 浜中 俊 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 466 ― 〃 ハナ 3．9�
12 � コスモペリドット 牡3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 450 ―1：39．41� 12．6�
815 アクロバットラン 牝3鹿 54 北村 宏司吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか タイヘイ牧場 400 ―1：39．5� 7．1	
23 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 460 ―1：39．6� 41．3

35 ローレルヴィクター 牡3鹿 56 幸 英明 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 456 ―1：39．7� 64．6�
48 イ フ ェ メ ラ 牡3鹿 56 丸田 恭介幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 大平牧場 472 ―1：39．8� 23．9�
611 サウンドラブリー 牝3芦 54 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 446 ―1：40．01	 7．2
36 アスターストーリー 牝3鹿 54 国分 恭介加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 456 ― 〃 ハナ 54．6�
510 ラインジェット 牡3黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446 ― 〃 クビ 21．6�
59 セイウンニジョーズ 牡3栗 56 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 422 ―1：40．21	 63．7�
713 ハクサンシップ 牡3芦 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新冠 飛渡牧場 476 ―1：40．51
 67．0�
47 ミスズバード 牡3鹿 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 482 ―1：40．92� 225．3�
612 サダムベッピンサン 牝3鹿 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 388 ―1：41．0クビ 113．1�
714 ターシャフォンテン 牝3黒鹿54 黛 弘人吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 442 ―1：43．2大差 159．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，137，900円 複勝： 26，721，800円 枠連： 12，386，000円
馬連： 34，333，800円 馬単： 21，594，700円 ワイド： 24，687，800円
3連複： 47，945，100円 3連単： 70，254，500円 計： 262，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 520円 � 120円 � 140円 枠 連（1－8） 790円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，450円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 44，990円

票 数

単勝票数 計 241379 的中 � 5653（8番人気）
複勝票数 計 267218 的中 � 7745（8番人気）� 73720（1番人気）� 55857（2番人気）
枠連票数 計 123860 的中 （1－8） 12106（4番人気）
馬連票数 計 343338 的中 �� 8199（10番人気）
馬単票数 計 215947 的中 �� 1883（25番人気）
ワイド票数 計 246878 的中 �� 5292（10番人気）�� 3742（17番人気）�� 37607（1番人気）
3連複票数 計 479451 的中 ��� 10930（7番人気）
3連単票数 計 702545 的中 ��� 1132（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．4―38．5―51．4―1：04．4―1：16．8―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーランディア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Singspiel 初出走

2014．4．3生 牝3鹿 母 フィンランディア 母母 Truly Special 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ゴールドハット号の騎手福永祐一は，病気のため横山典弘に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アメリカンジョーク号・アルマローラン号・サワヤカフェスタ号・ジャンティオム号・シュクラ号・

ダノンコスモス号・トーホウビスカヤ号・ヒルノラッセル号・メイショウキリマ号

02042 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

44 ジュエルメーカー 牝5黒鹿55 丸田 恭介前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 502－121：55．0 3．4�
812� レーヌドオリエント 牝5鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 21：55．53 2．5�
79 ストライクショット 牝4鹿 54

53 ☆中井 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：56．24 4．2�
11 アルマレイモミ 牝4鹿 54

51 ▲荻野 極コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 446－ 2 〃 クビ 19．0�
55 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464± 01：56．41� 42．7	
33 メープルフレイバー 牝4栗 54 北村 宏司尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 37．7

22 ジャーマンアイリス 牝4芦 54 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 81：56．61� 21．7�
811 ブラボーリリック 牝4芦 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 466＋201：56．81� 15．0�
710� サンレイフレンチ 牝6栗 55 国分 恭介永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426＋ 2 〃 クビ 162．1
67 デフィニール 牝4鹿 54

52 △木幡 初也 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B464－ 21：56．9クビ 56．7�
68 コリャコリャ 牝6鹿 55 秋山真一郎小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 482－ 81：57．11 92．3�
56 � ラックアサイン 牝5鹿 55 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：57．31 12．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，300，800円 複勝： 25，500，900円 枠連： 8，906，700円
馬連： 32，689，700円 馬単： 19，752，900円 ワイド： 23，761，500円
3連複： 49，275，300円 3連単： 75，253，800円 計： 257，441，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 380円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 210円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 223008 的中 � 50997（2番人気）
複勝票数 計 255009 的中 � 41552（2番人気）� 85450（1番人気）� 39121（3番人気）
枠連票数 計 89067 的中 （4－8） 18058（1番人気）
馬連票数 計 326897 的中 �� 60856（1番人気）
馬単票数 計 197529 的中 �� 16172（2番人気）
ワイド票数 計 237615 的中 �� 35021（1番人気）�� 16086（3番人気）�� 30426（2番人気）
3連複票数 計 492753 的中 ��� 68849（1番人気）
3連単票数 計 752538 的中 ��� 16418（3番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―13．8―13．5―12．6―12．6―12．7―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．8―38．6―52．1―1：04．7―1：17．3―1：30．0―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ジュエルメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．1．31 京都5着

2012．5．19生 牝5黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 12戦3勝 賞金 24，400，000円
〔騎手変更〕 ジュエルメーカー号の騎手福永祐一は，病気のため丸田恭介に変更。



02043 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走13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
2：09．9
2：09．9

良
良

23 ロードアルバータ 牡3青鹿56 横山 典弘 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 452－ 62：14．6 1．7�
48 ライトオブピース 牡3鹿 56 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 22：14．81� 18．1�
612 トモジャバルジャン 牡3栗 56 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 508－ 62：14．9� 39．7�
59 ニシノオラクル 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 450＋ 42：15．0クビ 29．4�

47 タガノヤグラ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－ 62：15．31� 235．0�

816 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 幸 英明 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 22：15．4� 5．9

12 ダンツブレーブ 牡3芦 56 藤岡 康太山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 454－ 82：15．5クビ 11．1�
715	 マイネルパロサント 牡3青鹿56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 愛 Lynch
Bages Ltd 482± 02：15．82 15．9�

818 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿 54
51 ▲荻野 極 	社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 6 〃 アタマ 25．1
611 ブルベアリンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 450－ 22：16．22� 7．9�
713 ケ ル ビ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 494＋ 2 〃 クビ 66．4�
36 コスモエアターン 牝3鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 22：16．41� 52．0�
35 レーヴムッシュー 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也 	二風谷ファーム 千田 輝彦 日高 若林 順一 472± 02：17．57 317．4�
24 タガノオマケ 牡3栗 56 田中 健八木 良司氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 522－ 42：17．71
 182．9�
714 クリノロワイヤル 牝3鹿 54 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 柏木 一則 B376－ 82：18．44 471．7�
11 アポロフレンズ 牝3栗 54

52 △原田 和真アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 海馬沢 明 438－102：18．82� 321．9�
510 シビックファミユ 牡3黒鹿56 国分 恭介國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 上井農場 486－ 62：19．54 120．5�
817 ランドマスタング 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太木村 昌三氏 本間 忍 新ひだか 千代田牧場 512－ 42：28．7大差 445．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，475，100円 複勝： 47，959，000円 枠連： 11，360，600円
馬連： 41，517，600円 馬単： 27，270，900円 ワイド： 28，356，200円
3連複： 55，979，200円 3連単： 92，632，900円 計： 330，551，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 590円 枠 連（2－4） 1，360円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，540円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 39，360円

票 数

単勝票数 計 254751 的中 � 119832（1番人気）
複勝票数 計 479590 的中 � 265669（1番人気）� 18713（6番人気）� 9604（9番人気）
枠連票数 計 113606 的中 （2－4） 6472（5番人気）
馬連票数 計 415176 的中 �� 20483（4番人気）
馬単票数 計 272709 的中 �� 10006（6番人気）
ワイド票数 計 283562 的中 �� 10921（4番人気）�� 4704（15番人気）�� 1255（46番人気）
3連複票数 計 559792 的中 ��� 3039（40番人気）
3連単票数 計 926329 的中 ��� 1706（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―35．5―48．0―1：00．3―1：13．0―1：25．3―1：37．4―1：49．7―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3
16－15，4（10，11）（2，17）3（1，13，18）5（9，7）12，8－6，14
16，15＝（4，11）－18（2，3）（1，10，8）13，9（12，7）－5（6，17）－14

2
4

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

勝馬の
紹 介

ロードアルバータ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．1．5 京都2着

2014．4．2生 牡3青鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔騎手変更〕 ロードアルバータ号の騎手福永祐一は，病気のため横山典弘に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランドマスタング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月22日まで平地競

走に出走できない。

02044 1月22日 晴 良 （29中京1）第4日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 グレーパール 牝4鹿 54 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋121：25．3 4．7�

35 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55
54 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B488＋101：25．61� 6．3�

59 グロリアスメーカー 牝4鹿 54 秋山真一郎 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 61：25．7� 8．8�
612 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 506＋10 〃 ハナ 14．5�
714 オールオブナイト 牝6黒鹿55 和田 竜二市川義美ホール

ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 450＋121：26．01� 16．9	
713� ルールザユニバース 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋101：26．53 12．8

816 ウインクルミラクル 牝6鹿 55 太宰 啓介�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B474－181：26．82 17．9�
12 ディオーサシチー 牝7鹿 55 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 B470－15 〃 ハナ 33．4�
24 � デザイアドライブ 牝6黒鹿 55

53 △原田 和真片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 462－ 8 〃 アタマ 253．5
815 メジャーガラメキ 牝5栗 55 浜中 俊髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：26．9クビ 2．8�
36 レディーゴー 牝4鹿 54 丸田 恭介髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B484＋ 8 〃 ハナ 42．7�
510� クリノリーズ 牝4栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 前川 隆範 412－271：27．32� 276．3�
23 � コウイッテン 牝4鹿 54

53 ☆加藤 祥太深澤 朝房氏 和田 雄二 浦河 大道牧場 450＋ 71：27．51 43．3�
611 ラブミーテンダー 牝5鹿 55 石橋 脩飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508＋121：27．82 112．6�
48 ニケトップラン 牝4鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム B460＋ 41：27．9クビ 19．7�
11 ラブミラーボード 牝5芦 55

53 △伴 啓太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 450＋181：28．85 134．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，377，200円 複勝： 25，719，400円 枠連： 12，084，600円
馬連： 36，588，600円 馬単： 18，757，100円 ワイド： 25，822，000円
3連複： 53，273，500円 3連単： 68，299，300円 計： 260，921，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 190円 � 280円 枠 連（3－4） 1，290円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，110円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 21，130円

票 数

単勝票数 計 203772 的中 � 34582（2番人気）
複勝票数 計 257194 的中 � 36231（3番人気）� 36353（2番人気）� 21587（4番人気）
枠連票数 計 120846 的中 （3－4） 7235（5番人気）
馬連票数 計 365886 的中 �� 16829（5番人気）
馬単票数 計 187571 的中 �� 4889（8番人気）
ワイド票数 計 258220 的中 �� 11460（3番人気）�� 5881（10番人気）�� 5174（13番人気）
3連複票数 計 532735 的中 ��� 7309（15番人気）
3連単票数 計 682993 的中 ��� 2343（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．5―12．6―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．1―47．6―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレーパール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2016．4．9 中山1着

2013．3．14生 牝4鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 2戦2勝 賞金 12，500，000円
〔騎手変更〕 グレーパール号の騎手福永祐一は，病気のため北村宏司に変更。
※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 ウインレナータ号・カキツバタ号・クリノツネチャン号



02045 1月22日 曇 良 （29中京1）第4日 第9競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

12 アガスティア 牡6黒鹿 57
54 ▲荻野 極 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 542＋ 22：01．5 4．8�

24 アドマイヤカロ 牡6栗 57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 536＋142：01．71� 10．3�
47 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 452± 02：01．91	 5．3�
815
 チャイマックス 牝4鹿 54 北村 宏司吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 476＋ 22：02．22 4．2�
59 モンストルコント 牡4黒鹿56 黛 弘人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490－ 42：02．3クビ 16．6	
612 ローデルバーン 牡4黒鹿56 川須 栄彦佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 472＋ 2 〃 クビ 6．9

23 
 ミ ス エ リ カ 牝5黒鹿55 国分 恭介荒牧 政美氏 西村 真幸 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B542－ 22：02．51� 103．8�
611� ワンダージンテーゼ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 458－ 92：02．6クビ 68．8�
714 ブラスロック 牡4鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 492＋122：02．7 13．7
35 タマモベルガモ 牡4栗 56 幸 英明タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484－ 42：02．91� 55．3�
816 クリミアタイガー 牡4鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 546＋ 8 〃 ハナ 100．2�
48 � シ ン ゲ キ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 508＋122：03．11� 61．3�

510 ダンガンコゾウ 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 506± 02：03．41 150．0�

11 � タイセイエナジー 牡5栗 57
55 △伴 啓太田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B484＋10 〃 ハナ 102．2�

36 エリオットベイ 牡5栗 57 丸田 恭介 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 538＋182：03．82	 20．1�
713 アップルハウス 牡7青鹿 57

55 △原田 和真新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B464－ 62：04．22	 8．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，445，100円 複勝： 32，353，000円 枠連： 14，008，200円
馬連： 51，798，300円 馬単： 24，571，600円 ワイド： 33，146，500円
3連複： 72，475，400円 3連単： 90，990，400円 計： 343，788，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 320円 � 170円 枠 連（1－2） 2，920円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 900円 �� 590円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 26，240円

票 数

単勝票数 計 244451 的中 � 40482（2番人気）
複勝票数 計 323530 的中 � 44356（3番人気）� 21531（6番人気）� 57010（2番人気）
枠連票数 計 140082 的中 （1－2） 3708（14番人気）
馬連票数 計 517983 的中 �� 15002（11番人気）
馬単票数 計 245716 的中 �� 4064（16番人気）
ワイド票数 計 331465 的中 �� 9329（10番人気）�� 14969（4番人気）�� 8722（11番人気）
3連複票数 計 724754 的中 ��� 11365（13番人気）
3連単票数 計 909904 的中 ��� 2514（76番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―11．7―13．6―12．7―12．2―12．5―12．9―13．2―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．8―30．5―44．1―56．8―1：09．0―1：21．5―1：34．4―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
4，13，15（3，11）（2，14）6－9，1，8（5，10）16－12，7・（4，13）15－3（11，2）－14（9，6）8（1，16）－12（10，7）5

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

勝馬の
紹 介

アガスティア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．2．8 京都6着

2011．4．14生 牡6黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 13戦2勝 賞金 15，600，000円
〔騎手変更〕 エリオットベイ号の騎手福永祐一は，病気のため丸田恭介に変更。

02046 1月22日 曇 良 （29中京1）第4日 第10競走 ��
��1，400�

し ょ う な い が わ

庄 内 川 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

713 アポロノシンザン 牡5鹿 57 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 486＋ 21：21．6 2．9�
11 サプルマインド 牝4鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋221：21．81 3．8�
24 � ミスドバウィ 牝4鹿 54 幸 英明林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 478－ 6 〃 ハナ 5．1�
48 	 スズカファイン 牡5栗 57 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 41：22．22
 28．1�
59 サウンドカール 牡6青鹿57 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 470－ 41：22．3� 24．9�
816� シンボリタピット 牡5鹿 57 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 488－ 81：22．4
 17．8	
36 クインズラピス 牡5黒鹿57 木幡 初也 
クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 B464± 0 〃 クビ 79．8�
818 グランプリアクセル 牡4鹿 56 川須 栄彦
グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B480＋101：22．5
 39．6�
23 ビーウィッチド 牝5鹿 55 古川 吉洋
G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 458－ 21：22．6� 55．9
611� エアオブザドラゴン 牡4鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park

Stud Ltd 518＋12 〃 同着 90．4�
510 カレンヴィットリア 牡6黒鹿57 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494－ 21：22．81� 117．6�
47 グランドサッチャー 牝4栗 54 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496－ 21：22．9クビ 189．9�
817 レッドマジュール 牝5青鹿55 石橋 脩 
東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444－ 41：23．0� 11．3�
714 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 藤岡 康太
NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 468－ 6 〃 ハナ 10．9�
35 	 スイートイデアル 牝5栃栗55 伴 啓太和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 442－ 61：23．1
 91．7�
612	 デ ス マ ッ チ 牡4鹿 56 丸田 恭介泉 一郎氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 476－ 31：23．41� 66．8�
12 	 ヴェネツィア 牝5鹿 55 加藤 祥太田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 438－12 〃 クビ 130．2�
715 サイタスリーレッド 牡4鹿 56 太宰 啓介西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 482± 01：23．82
 27．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，761，500円 複勝： 42，448，400円 枠連： 22，499，700円
馬連： 72，026，900円 馬単： 34，089，500円 ワイド： 42，521，800円
3連複： 105，007，500円 3連単： 141，051，900円 計： 493，407，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（1－7） 470円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 270円 �� 280円 �� 420円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 337615 的中 � 90443（1番人気）
複勝票数 計 424484 的中 � 105544（1番人気）� 73212（2番人気）� 65396（3番人気）
枠連票数 計 224997 的中 （1－7） 36947（1番人気）
馬連票数 計 720269 的中 �� 90435（1番人気）
馬単票数 計 340895 的中 �� 21687（2番人気）
ワイド票数 計 425218 的中 �� 42800（1番人気）�� 39908（2番人気）�� 23415（3番人気）
3連複票数 計1050075 的中 ��� 84261（1番人気）
3連単票数 計1410519 的中 ��� 28270（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―11．9―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．4―58．3―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 7，13，4（2，9，12，16）15（1，10，11）（14，17）（3，18）8，6，5 4 7，13，4（2，9，12，16）15（1，10，11）（14，17）3（8，18）（5，6）

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡5鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 13戦3勝 賞金 46，176，000円
〔騎手変更〕 ドルメロ号の騎手福永祐一は，病気のため藤岡康太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アフターダーク号
（非抽選馬） 4頭 スミレタンポポ号・タニマサガール号・ダノンキャップ号・ペイシャマリヤ号



02047 1月22日 曇 良 （29中京1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第34回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�
減，28．1．23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，28．1．22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 1，176，000円 336，000円 168，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 グレンツェント 牡4鹿 55 横山 典弘 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470± 01：53．2 2．6�
24 モルトベーネ 牡5栗 56 秋山真一郎三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 468＋ 21：53．3� 96．3�
714 メイショウウタゲ 牡6栗 56 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 520＋ 21：53．4� 59．6�
47 ショウナンアポロン 牡7鹿 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 古賀 史生 洞	湖 メジロ牧場 518－ 6 〃 ハナ 122．3�
815 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57 太宰 啓介
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460＋ 1 〃 クビ 70．3�
59 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：53．61� 6．2	
713 ロンドンタウン 牡4鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 516＋10 〃 クビ 37．8

11 アスカノロマン 牡6栗 57 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526＋ 4 〃 ハナ 2．7�
36 ラストインパクト 牡7青鹿56 石橋 脩 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：53．81� 23．7�
612 マイネルクロップ 牡7芦 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 526＋ 81：54．01� 292．9�
12 モズライジン 牡5芦 56 中谷 雄太 キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 488＋ 81：54．1� 23．1�
35 インカンテーション 牡7鹿 56 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 512＋ 41：54．2� 11．9�
611 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿55 加藤 祥太ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B494＋ 21：54．3� 133．6�
816 ロワジャルダン 牡6鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋101：54．51� 13．0�
23 トウショウフリーク 牡10鹿 56 酒井 学トウショウ産業 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋101：54．6クビ 428．0�
510 リ ッ カ ル ド �6芦 56 北村 宏司岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 8 〃 クビ 46．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 141，883，600円 複勝： 192，950，300円 枠連： 99，723，800円
馬連： 515，090，400円 馬単： 228，995，100円 ワイド： 234，357，000円
3連複： 874，383，200円 3連単： 1，475，950，200円 計： 3，763，333，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 1，160円 � 910円 枠 連（2－4） 8，580円

馬 連 �� 12，560円 馬 単 �� 17，380円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 2，130円 �� 17，900円

3 連 複 ��� 88，830円 3 連 単 ��� 465，440円

票 数

単勝票数 計1418836 的中 � 425235（1番人気）
複勝票数 計1929503 的中 � 659776（1番人気）� 29623（11番人気）� 38502（10番人気）
枠連票数 計 997238 的中 （2－4） 9003（18番人気）
馬連票数 計5150904 的中 �� 31782（29番人気）
馬単票数 計2289951 的中 �� 9878（41番人気）
ワイド票数 計2343570 的中 �� 18691（28番人気）�� 28791（19番人気）�� 3322（70番人気）
3連複票数 計8743832 的中 ��� 7382（140番人気）
3連単票数 計14759502 的中 ��� 2299（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．1―51．2―1：03．7―1：16．1―1：28．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンツェント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．4．8生 牡4鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 10戦6勝 賞金 181，518，000円
〔騎手変更〕 ピオネロ号の騎手福永祐一は，病気のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 グレンツェント号の騎手横山典弘は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりグレンツェント号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

02048 1月22日 曇 良 （29中京1）第4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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

22 サンデーウィザード 牡5鹿 57 和田 竜二巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：00．9 2．9�
33 エニグマバリエート 牡5青鹿57 秋山真一郎平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 クビ 12．0�
814 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 82：01．21	 20．6�
610 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B516＋ 6 〃 クビ 20．3�
46 レインオーバー 
6青鹿57 藤岡 康太 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B450－ 82：01．41� 19．7�
57 メイショウガーデン 牝4黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 514± 02：01．5	 28．9	
712 ファスナハト 牡4青鹿56 加藤 祥太 
社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 544＋ 42：01．71� 9．9�
813 リ ノ リ オ 牡6黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 516＋ 42：01．8クビ 7．3�
45 ピースマインド 牡4鹿 56 幸 英明小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 446＋ 42：02．12 3．1
69 � スズカビスタ 牡6鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 482＋ 62：02．2クビ 54．4�
711 メイショウオオゼキ 
7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B496＋ 4 〃 ハナ 100．4�
34 アドマイヤコリン 牡9青鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：02．62� 43．7�
11 スパーキングジョイ 牡4栗 56 石橋 脩幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 496＋122：03．55 235．5�
58 ビオラフォーエバー 
6栗 57 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 アタマ 26．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，977，800円 複勝： 62，052，800円 枠連： 28，133，300円
馬連： 108，359，100円 馬単： 48，937，300円 ワイド： 66，343，600円
3連複： 154，145，400円 3連単： 218，317，200円 計： 738，266，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 340円 � 500円 枠 連（2－3） 1，440円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，240円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 9，850円 3 連 単 ��� 38，130円

票 数

単勝票数 計 519778 的中 � 140739（1番人気）
複勝票数 計 620528 的中 � 139525（2番人気）� 42146（5番人気）� 25655（8番人気）
枠連票数 計 281333 的中 （2－3） 15119（5番人気）
馬連票数 計1083591 的中 �� 46617（6番人気）
馬単票数 計 489373 的中 �� 12362（7番人気）
ワイド票数 計 663436 的中 �� 25983（4番人気）�� 13653（13番人気）�� 5936（27番人気）
3連複票数 計1541454 的中 ��� 11732（29番人気）
3連単票数 計2183172 的中 ��� 4151（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．1―49．5―1：01．7―1：13．7―1：25．6―1：37．4―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
10－5（1，7）8，9（2，11）14（3，6）13（4，12）・（10，5）（1，2，7，8）9（3，11）14（4，6）13，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンデーウィザード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Include デビュー 2014．8．10 小倉2着

2012．2．14生 牡5鹿 母 シーズインクルーデッド 母母 Dancingonice 20戦4勝 賞金 70，135，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 エニグマバリエート号の騎手福永祐一は，病気のため秋山真一郎に変更。
〔制裁〕 ファスナハト号の騎手加藤祥太は，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：13番）

３レース目



（29中京1）第4日 1月22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 186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

265，280，000円
5，060，000円
13，970，000円
2，850，000円
32，030，000円
71，012，000円
5，922，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
420，149，700円
667，556，500円
247，343，500円
1，017，592，300円
508，276，100円
566，775，800円
1，603，641，500円
2，536，596，500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 7，567，931，900円

総入場人員 15，132名 （有料入場人員 13，962名）
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