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02025 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3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

57 キングブラック 牡3鹿 56
55 ☆荻野 極伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 502＋ 81：55．8 2．4�

711 ボードウォーク 牝3鹿 54 中谷 雄太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B446－ 61：55．9� 3．2�

22 エ ケ ト ロ ス 牡3黒鹿56 藤岡 康太中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 492－ 21：57．49 19．6�
11 タカラトゥーン 牡3鹿 56 秋山真一郎村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 474－ 41：57．5クビ 7．2�
812 ゴールドキー 牡3栗 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム 470－ 61：58．35 21．8�
813 クリノペーテルス 牝3鹿 54

53 ☆義 英真栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 472－ 41：58．4� 69．9	
56 ダイシンソルス 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人大八木信行氏 吉田 直弘 日高 中原牧場 458－ 21：58．61� 183．9

44 ケイヴェイロン 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 420± 01：59．02� 236．6�

68 サンライズソル 牡3黒鹿56 佐藤 友則松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 500± 01：59．1� 47．5�
（笠松）

33 スズカワークシップ 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 464－ 61：59．42 18．4

69 ナリタリュウ 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 458－ 81：59．93 7．8�

710 タマモビックリ 牡3栗 56
53 ▲菊沢 一樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 490－ 42：00．0� 16．3�

45 フジジェットレディ 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子�フジレーシング 根本 康広 むかわ 桑原牧場 418－102：02．4大差 45．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，298，200円 複勝： 21，230，100円 枠連： 6，927，200円
馬連： 29，895，700円 馬単： 15，420，000円 ワイド： 22，475，800円
3連複： 44，727，300円 3連単： 54，226，100円 計： 211，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 410円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 210円 �� 920円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 162982 的中 � 52565（1番人気）
複勝票数 計 212301 的中 � 59494（1番人気）� 49301（2番人気）� 7624（8番人気）
枠連票数 計 69272 的中 （5－7） 16671（1番人気）
馬連票数 計 298957 的中 �� 57750（1番人気）
馬単票数 計 154200 的中 �� 16347（1番人気）
ワイド票数 計 224758 的中 �� 34861（1番人気）�� 5432（13番人気）�� 5534（12番人気）
3連複票数 計 447273 的中 ��� 14851（6番人気）
3連単票数 計 542261 的中 ��� 5175（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．8―51．5―1：04．6―1：17．9―1：30．9―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．9
1
3
11（1，13）7（2，4，9）8，10－（3，5）（6，12）
11（13，7）1（2，9）8（4，12）10（6，5）－3

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

勝馬の
紹 介

キングブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2017．7．15 中京8着

2015．4．12生 牡3鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジジェットレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月20日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02026 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 アルベルティーヌ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 426－ 61：26．9 6．1�
47 タガノエルフ 牝3黒鹿54 北村 友一八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 61：27．0� 2．9�
48 リネンゴール 牝3鹿 54 川須 栄彦戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 436± 01：27．1� 36．6�
12 ホープウイング 牝3栗 54 �島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 428－201：27．42 104．4�
612 マコトモンジョワ 牝3栗 54 藤岡 康太�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 464－ 61：27．82� 3．4�
713 ファーベライト 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋ 21：27．9� 5．6	
24 ミ テ ル テ 牝3鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 464＋181：28．0� 72．6

815 アップティルナウ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474＋ 41：28．74 10．4�
11 ブライターデイズ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 正道 新冠 三村 卓也 472＋101：28．8� 133．2�

23 クリノアスコット 牝3黒鹿54 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 416－14 〃 クビ 18．6
510 クリノマンチェスー 牝3鹿 54 佐藤 友則栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 406－ 21：28．9� 211．1�

（笠松）

611 モスアゲート 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 424＋ 21：29．0� 59．1�

816 ロックアイランド 牝3芦 54
53 ☆木幡 初也吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 61：29．1クビ 52．0�

35 アイファーヒナタ 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 柴田 光陽 清水 リトルブルーファーム 408－ 81：30．16 392．9�

714 ム ー ン ボ ー 牝3栗 54
51 ▲菊沢 一樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 丸村村下

ファーム 434－121：30．63 329．3�
59 ア ン ジ ェ ラ 牝3黒鹿54 岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 442± 01：30．7� 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，319，300円 複勝： 24，522，200円 枠連： 6，718，400円
馬連： 32，109，400円 馬単： 15，267，000円 ワイド： 21，278，400円
3連複： 45，091，200円 3連単： 50，527，700円 計： 213，833，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 140円 � 500円 枠 連（3－4） 960円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，800円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 183193 的中 � 23796（4番人気）
複勝票数 計 245222 的中 � 32391（3番人気）� 58759（1番人気）� 9086（7番人気）
枠連票数 計 67184 的中 （3－4） 5411（4番人気）
馬連票数 計 321094 的中 �� 23581（4番人気）
馬単票数 計 152670 的中 �� 3871（12番人気）
ワイド票数 計 212784 的中 �� 12618（4番人気）�� 2882（17番人気）�� 4121（14番人気）
3連複票数 計 450912 的中 ��� 5728（18番人気）
3連単票数 計 505277 的中 ��� 1443（82番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．8―13．5―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．7―1：02．2―1：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．2
3 ・（1，5）9（6，8，13）（4，3，15）（7，16）－（2，10，12）－11，14 4 ・（1，5）（6，8，9，13）4（3，15）7（2，16）（10，12）－11，14

勝馬の
紹 介

アルベルティーヌ �
�
父 Leroidesanimaux �

�
母父 Motivator デビュー 2017．9．2 新潟10着

2015．3．5生 牝3黒鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 リネンゴール号の騎手川須栄彦は，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。
（非抽選馬） 2頭 アスピシア号・レユシット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 中京競馬 第３日



02027 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：10．0
1：08．7

重
重

36 セイウンクールガイ 牡3栗 56 佐藤 友則西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 448＋ 21：13．1 5．0�
（笠松）

11 アウトバーン 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 目野 哲也 新ひだか 静内山田牧場 466± 01：13．73� 2．4�

23 クーファエラン 牝3鹿 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 442－ 2 〃 クビ 7．3�
47 ド ロ テ ー ア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408－ 41：14．97 23．9�

713 タイセイパルフェ 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 436－ 61：15．0クビ 11．2�

59 プリンセスブーケ 牝3栗 54 岡田 祥嗣竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 452－ 91：15．1� 13．6�
12 キリシマアスカ 牝3鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 430－ 61：15．41� 121．9	
612 シゲルタケノコ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 464－ 21：15．5� 82．5

611 レ ク イ エ ム 牝3芦 54 藤岡 康太石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 81：15．71� 7．1�
815 グラスレガシー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 506－ 61：15．8� 11．4
714 クリノモンロー 牝3鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 青森 滝沢牧場 430＋ 21：16．75 361．7�
24 マインキング 牡3芦 56 杉原 誠人峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 474＋ 61：17．02 112．3�
35 ミ コ サ ン 牝3栗 54 川須 栄彦古賀 慎一氏 萱野 浩二 新冠 パカパカ

ファーム 422－161：17．21 138．9�
510 ジャスパームーン 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場 424＋ 4 〃 クビ 98．1�
816 クリノモリゾ 牝3鹿 54 秋山真一郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 448＋24 〃 ハナ 33．9�
48 デルマキュラソー 牡3栗 56 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 438＋ 21：17．3クビ 310．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，721，700円 複勝： 24，340，200円 枠連： 6，653，600円
馬連： 29，824，400円 馬単： 15，552，000円 ワイド： 22，834，500円
3連複： 43，974，900円 3連単： 52，053，000円 計： 213，954，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 120円 � 170円 枠 連（1－3） 720円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 400円 �� 580円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 187217 的中 � 29655（2番人気）
複勝票数 計 243402 的中 � 32048（3番人気）� 65438（1番人気）� 33253（2番人気）
枠連票数 計 66536 的中 （1－3） 7147（1番人気）
馬連票数 計 298244 的中 �� 31139（1番人気）
馬単票数 計 155520 的中 �� 7931（2番人気）
ワイド票数 計 228345 的中 �� 14631（2番人気）�� 9471（5番人気）�� 19965（1番人気）
3連複票数 計 439749 的中 ��� 25365（1番人気）
3連単票数 計 520530 的中 ��� 6121（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．9―48．4―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンクールガイ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．7．29 新潟3着

2015．4．19生 牡3栗 母 キョウワハピネス 母母 グッドルックス 7戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 デルマキュラソー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ジャスパームーン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ジャスパームーン号の騎手森裕太朗は，発馬機内での御法（くぐられた）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミコサン号・ジャスパームーン号・クリノモリゾ号・デルマキュラソー号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成30年2月20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。
（非当選馬） 2頭 エアーウインド号・ミスベル号
（非抽選馬） 2頭 ペイシャオブライフ号・ラインマッシモ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02028 1月20日 晴 良 （30中京1）第3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3：16．2良

46 シゲルゴリラ 牡4黒鹿59 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 478＋ 63：18．6 4．7�

11 スリージェット 牡5栗 60 小野寺祐太永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 03：19．87 31．8�
45 ユキノマルガリータ 牝8鹿 58 五十嵐雄祐井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468－ 8 〃 クビ 28．2�
711 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 508＋143：19．9� 11．1�
813 ガルガンチュア 牡5栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 444＋ 83：20．0クビ 4．3�
33 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 北沢 伸也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 508＋ 43：20．1� 4．6	
34 � ムーンドロップ 牡7鹿 60 浜野谷憲尚�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 458＋ 83：20．95 47．7

69 アドマイヤデライト 牡5黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 542－ 23：21．21� 6．4�
57 � タイセイエナジー 牡6栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B474－ 2 〃 クビ 19．3�
58 コパカバーナ 牝4栗 57 蓑島 靖典ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 482± 03：22．68 130．9�
22 � ホーリーシュラウド 牝6黒鹿58 森 一馬星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 458－ 63：23．55 6．3�
814 ポルトボナール 牡6黒鹿60 山本 康志後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 508＋ 63：25．4大差 138．8�
712 テ ィ ー コ ア 牡4栗 59 黒岩 悠深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 510＋ 63：27．9大差 77．5�
610 ミスターロンリー 牡4鹿 59 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 476＋203：33．4大差 39．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，026，500円 複勝： 20，117，300円 枠連： 7，023，600円
馬連： 24，639，800円 馬単： 12，561，100円 ワイド： 18，668，000円
3連複： 39，701，200円 3連単： 46，095，900円 計： 182，833，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 900円 � 630円 枠 連（1－4） 6，100円

馬 連 �� 5，790円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，280円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 50，210円 3 連 単 ��� 202，540円

票 数

単勝票数 計 140265 的中 � 23616（3番人気）
複勝票数 計 201173 的中 � 29057（3番人気）� 5135（10番人気）� 7656（8番人気）
枠連票数 計 70236 的中 （1－4） 892（23番人気）
馬連票数 計 246398 的中 �� 3294（19番人気）
馬単票数 計 125611 的中 �� 1031（35番人気）
ワイド票数 計 186680 的中 �� 4721（14番人気）�� 2096（24番人気）�� 637（54番人気）
3連複票数 計 397012 的中 ��� 593（118番人気）
3連単票数 計 460959 的中 ��� 165（522番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 53．2－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルゴリラ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ウォーニング デビュー 2016．6．12 東京11着

2014．3．2生 牡4黒鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ 障害：4戦1勝 賞金 10，560，000円



02029 1月20日 晴 良 （30中京1）第3日 第5競走 ��3，330�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：37．4良

11 マイネルピクトル 牡7鹿 61 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 510－ 43：42．0 13．7�

78 リスヴェリアート 牡8鹿 61 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 464＋ 63：42．63� 3．9�
79 � ヤマタケジャイアン �5芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 466＋ 2 〃 アタマ 33．8�
67 � コ ン コ ー ド 牡6鹿 62 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 534＋143：42．7クビ 2．8�
22 ツジスーパーサクラ 牝6芦 59 難波 剛健辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 486－ 23：42．8	 12．4�
810 アスターサムソン �5鹿 60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 23：43．12 9．5	
66 � エアカーディナル 牡7鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 496＋ 6 〃 ハナ 4．4

44 ホーガンブリッジ 牡4鹿 59 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 494± 03：43．84 64．4�
811 シベリアンタイガー �7鹿 61 山本 康志岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 482－ 83：43．9� 16．8�
33 スズカチャンプ 牡9鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 508＋223：44．0クビ 20．5
55 サウンドギャツビー 牡6黒鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 508＋ 43：44．95 84．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，453，600円 複勝： 19，246，500円 枠連： 8，551，100円
馬連： 26，129，100円 馬単： 16，403，700円 ワイド： 19，659，100円
3連複： 42，312，500円 3連単： 59，202，900円 計： 207，958，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 330円 � 170円 � 630円 枠 連（1－7） 1，980円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，100円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，490円 3 連 単 ��� 99，120円

票 数

単勝票数 計 164536 的中 � 9585（6番人気）
複勝票数 計 192465 的中 � 13898（6番人気）� 36605（2番人気）� 6495（9番人気）
枠連票数 計 85511 的中 （1－7） 3345（8番人気）
馬連票数 計 261291 的中 �� 10559（6番人気）
馬単票数 計 164037 的中 �� 2354（22番人気）
ワイド票数 計 196591 的中 �� 6485（8番人気）�� 1581（32番人気）�� 2949（23番人気）
3連複票数 計 423125 的中 ��� 2048（55番人気）
3連単票数 計 592029 的中 ��� 433（335番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルピクトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2014．5．24 東京15着

2011．4．12生 牡7鹿 母 アートブライアン 母母 アートロマン 障害：13戦3勝 賞金 39，600，000円
〔発走状況〕 アスターサムソン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 アスターサムソン号は，発走調教再審査。

02030 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45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
1：48．9
1：47．8

重
重

36 プエルタデルソル 牡4栗 56 藤岡 康太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－101：54．5 32．3�

59 � メイショウナンプウ 牡4青鹿 56
55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B488＋ 61：55．03 21．4�

35 セヴィルロアー 牡4鹿 56 中谷 雄太北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 2 〃 ハナ 5．8�
611 イイデファイナル 牡4芦 56 太宰 啓介松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 514＋ 6 〃 クビ 5．7�
612 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514＋10 〃 アタマ 14．1�
11 ダンツブレーブ 牡4芦 56

54 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450± 01：55．53 34．7�
714 クリノプラハ 牡5鹿 57 佐藤 友則栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 526＋ 41：56．03 155．5	

（笠松）

12 チェリーボンボン 牝4青鹿 54
51 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 446＋ 21：56．21� 46．8


24 グロースアルティヒ 牡4鹿 56 丸山 元気白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 480－10 〃 クビ 20．0�
816 マサキノテソーロ 牡4栗 56 丸田 恭介了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 516＋121：56．41 26．3�
48 エスポワールパレス 牡4鹿 56

55 ☆荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 504＋ 4 〃 ハナ 5．0
815 トップゴーイング 牡4黒鹿56 古川 吉洋�コオロ 昆 貢 浦河 福岡 光夫 494－ 8 〃 クビ 4．0�
510� ドラゴンイモン 牡5黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 490± 01：56．61 18．7�
713� ギ ャ ツ ビ ー 牡5栗 57 秋山真一郎 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 B458＋121：56．7	 47．8�
47 ウエヲムイテアルコ 牡5青 57 柴山 雄一千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 480＋ 41：56．91 15．4�
23 サトノファイヤー 牡4栗 56

55 ☆小崎 綾也 �サトミホースカンパニー 村山 明 日高 下河辺牧場 464± 01：57．11	 37．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，729，500円 複勝： 31，720，200円 枠連： 11，538，000円
馬連： 36，356，000円 馬単： 16，884，700円 ワイド： 29，444，000円
3連複： 55，828，000円 3連単： 58，697，500円 計： 260，197，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 1，020円 � 620円 � 270円 枠 連（3－5） 1，600円

馬 連 �� 17，680円 馬 単 �� 36，910円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 2，740円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 33，840円 3 連 単 ��� 293，480円

票 数

単勝票数 計 197295 的中 � 4884（11番人気）
複勝票数 計 317202 的中 � 7392（11番人気）� 12651（9番人気）� 36303（4番人気）
枠連票数 計 115380 的中 （3－5） 5575（9番人気）
馬連票数 計 363560 的中 �� 1593（65番人気）
馬単票数 計 168847 的中 �� 343（134番人気）
ワイド票数 計 294440 的中 �� 1375（68番人気）�� 2768（32番人気）�� 4637（17番人気）
3連複票数 計 558280 的中 ��� 1237（121番人気）
3連単票数 計 586975 的中 ��� 145（982番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．9―12．7―12．2―12．4―13．3―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．5―50．2―1：02．4―1：14．8―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プエルタデルソル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．6．26 阪神8着

2014．3．20生 牡4栗 母 クリニエルドゥオル 母母 Color of Gold 12戦2勝 賞金 15，950，000円
〔制裁〕 メイショウナンプウ号の騎手城戸義政は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

イイデファイナル号の騎手太宰啓介は，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）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マッカートニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



02031 1月20日 晴 良 （30中京1）第3日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

59 ハーツフェルト 牝3栗 54 北村 友一林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 82：03．1 2．1�
12 ミッドサマーコモン 牝3鹿 54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 22：03．2� 14．3�
35 ラヴファンシフル 牝3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 484＋ 42：03．3� 19．2�
24 マ ル ケ ッ サ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 432－122：03．51� 13．1�
714 ラヴベローナ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 22：03．6� 4．1�
818 アスタービーナス 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 398－ 6 〃 アタマ 28．8	
612 シャンテューズ 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 438－102：03．81� 93．3

36 ケイツーリラ 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 430－ 2 〃 クビ 25．3�
48 ヴォーグショコラ 牝3鹿 54 長岡 禎仁志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 浦新 徳司 464＋ 82：04．01� 65．2�
817 ユルギュップ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子鈴木 剛史氏 尾形 和幸 浦河 栄進牧場 454－ 62：04．31� 57．3
510 トーアセレーネ 牝3鹿 54 岩崎 翼高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 426－ 82：04．4� 139．1�
713 リベラシオン 牝3栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 82：04．61� 106．3�
611 ペイシャレイナ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 446－122：05．13 37．1�
816 ハギノサムサラ 牝3黒鹿54 �島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 B434－ 62：05．2� 285．9�
11 ヴィグランドアテナ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 480－ 62：05．41� 26．9�
47 チャーミングテイル 牝3栗 54 岡田 祥嗣水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 B456－ 62：06．57 121．9�
23 トリニティハート 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真 �スピードファーム和田 正道 浦河 帰山 清貴 460＋ 42：09．2大差 104．0�
715 ボルティモア 牝3鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム 456－ 42：17．1大差 7．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，735，600円 複勝： 30，685，200円 枠連： 11，511，900円
馬連： 32，820，100円 馬単： 18，480，400円 ワイド： 26，761，400円
3連複： 50，010，600円 3連単： 59，100，800円 計： 252，106，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 320円 � 320円 枠 連（1－5） 1，190円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 500円 �� 700円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 19，280円

票 数

単勝票数 計 227356 的中 � 82767（1番人気）
複勝票数 計 306852 的中 � 90008（1番人気）� 19486（4番人気）� 19347（5番人気）
枠連票数 計 115119 的中 （1－5） 7480（4番人気）
馬連票数 計 328201 的中 �� 21868（3番人気）
馬単票数 計 184804 的中 �� 8065（4番人気）
ワイド票数 計 267614 的中 �� 14542（3番人気）�� 9861（5番人気）�� 2662（27番人気）
3連複票数 計 500106 的中 ��� 7096（14番人気）
3連単票数 計 591008 的中 ��� 2222（43番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．2―12．3―12．3―12．6―13．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．1―48．3―1：00．6―1：12．9―1：25．5―1：38．5―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
3（11，17）（2，13）16，9（10，12）（1，4）18（8，7）14（5，6）－15・（3，17）－（2，11）－13（16，9）－（10，12）4（8，14）－（1，6）18（7，5，15）

2
4

・（3，17）－11（2，13）－16－9－（10，12）－4（1，18）7（8，14）5，6－15・（3，17）（2，11）（16，13，9）（10，12）（14，4）8－6（18，5）1，15－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハーツフェルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．10．9 京都4着

2015．2．12生 牝3栗 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔調教再審査〕 ボルティモア号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ボルティモア号は，競走中に異常歩様となったため，「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〕 トリニティハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月20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 アイリスロード号・ヤマタケクッキー号

02032 1月20日 晴 良 （30中京1）第3日 第8競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・左）

若手騎手，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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 シンボリバーグ 牝4芦 54 杉原 誠人シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 B490－ 21：22．0 19．3�
23 カウントオンイット 牝4栗 54

53 ☆木幡 巧也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 41：22．1� 6．8�
11 カトルラポール 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470－ 21：22．31� 21．7�
714 ユアスイスイ 牝4栗 54

51 ▲富田 暁ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－10 〃 ハナ 22．1�
48 ド ウ デ ィ 牡4鹿 56 嶋田 純次 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 486－ 6 〃 ハナ 8．1�
59 サンライズマジック 牡4鹿 56

53 ▲横山 武史松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478＋ 2 〃 クビ 7．4�
713 サンタナブルー 牡6黒鹿57 原田 和真 	ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 476＋ 2 〃 アタマ 131．1

24 コパノピエール 牡4鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 41：22．4クビ 6．5�
47 エスカラード 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド B470± 01：22．61 19．9�

612 アドマイヤロマン 牡5栗 57
56 ☆小崎 綾也近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488－ 41：22．81� 15．3

611� センターフォワード �5鹿 57 森 一馬馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 462－ 4 〃 クビ 30．0�
816� アグネスザルーツ 牡5栗 57

56 ☆義 英真畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 60．0�
510 タガノミルキー 牝5芦 55

54 ☆城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450± 01：23．01� 48．9�

12 インウィスパーズ 牡4鹿 56
53 ▲藤田菜七子金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 440± 01：23．21 28．2�
817 インフルエンサー 牡4鹿 56

55 ☆木幡 初也中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 448＋ 2 〃 ハナ 61．5�
35 ナムラバイオレット 牝5栗 55 長岡 禎仁奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 B496－ 8 〃 クビ 37．2�
715 クローディオ �6鹿 57

56 ☆荻野 極 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 41：23．3� 4．0�
818 カンバンムスメ 牝4黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 436－ 41：23．62 29．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，631，400円 複勝： 43，507，900円 枠連： 14，017，000円
馬連： 51，873，500円 馬単： 20，442，100円 ワイド： 38，477，300円
3連複： 80，464，700円 3連単： 89，469，200円 計： 363，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 540円 � 250円 � 610円 枠 連（2－3） 2，830円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 14，530円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 5，610円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 34，920円 3 連 単 ��� 202，070円

票 数

単勝票数 計 256314 的中 � 10586（7番人気）
複勝票数 計 435079 的中 � 19721（7番人気）� 52932（3番人気）� 17286（8番人気）
枠連票数 計 140170 的中 （2－3） 3827（13番人気）
馬連票数 計 518735 的中 �� 6331（20番人気）
馬単票数 計 204421 的中 �� 1055（49番人気）
ワイド票数 計 384773 的中 �� 4248（21番人気）�� 1745（70番人気）�� 4528（19番人気）
3連複票数 計 804647 的中 ��� 1728（119番人気）
3連単票数 計 894692 的中 ��� 321（703番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．8―12．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．3―58．3―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリバーグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Notebook デビュー 2016．11．5 東京1着

2014．5．2生 牝4芦 母 スポークンファー 母母 Siberian Fur 10戦2勝 賞金 26，048，000円



02033 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3日 第9競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 ホ ノ ル ア 牡4黒鹿56 岩崎 翼守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 462＋141：25．2 8．3�
47 ラインフィール 牡5栗 57

54 ▲藤田菜七子大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 510－ 21：25．41 5．6�
12 ラーナアズーラ 牝4栗 54 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 484＋14 〃 アタマ 8．4�

（笠松）

48 バ レ ー ロ 牡4黒鹿 56
55 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 4．9�

36 � キングヴァラール 牡6黒鹿57 荻野 琢真阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 514＋121：25．71� 45．3	
59 エイシンルカーノ 牡4栗 56 �島 克駿�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 460－ 21：25．8� 22．3

35 ハクサンベル 牡4鹿 56

53 ▲富田 暁河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 462＋ 61：25．9	 13．7�
24 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 秋山真一郎近藤 利一氏 中尾 秀正 洞
湖 レイクヴィラファーム 512＋161：26．0� 3．2�
714 イソノヴィグラス 牡5栗 57 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 474＋ 21：26．1クビ 64．8
11 � シゲルポインター 牡4鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 460＋ 41：26．63 48．4�
611� アポロノホウリン 牡5鹿 57 北村 友一アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 478－101：26．81 83．8�
713 ブレヴェスト 牡5黒鹿57 柴山 雄一平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478－ 21：27．01� 13．1�
510 グラスアクト 牡5鹿 57

56 ☆木幡 巧也半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 456＋ 41：27．1� 57．3�
612 マイネルサグラ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480－101：27．52	 102．8�

815 ウォーターダンテ 牡4栗 56
55 ☆井上 敏樹山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 502＋ 61：28．24 113．3�

816� ツーエムブルーム 牡4黒鹿56 丸田 恭介水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 B526－141：28．62	 46．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，702，100円 複勝： 36，954，900円 枠連： 14，315，500円
馬連： 47，869，900円 馬単： 21，963，300円 ワイド： 32，909，700円
3連複： 64，388，900円 3連単： 85，077，500円 計： 328，181，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 330円 � 220円 � 350円 枠 連（2－4） 310円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，340円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 63，910円

票 数

単勝票数 計 247021 的中 � 23734（4番人気）
複勝票数 計 369549 的中 � 28321（5番人気）� 48207（3番人気）� 26060（6番人気）
枠連票数 計 143155 的中 （2－4） 34994（1番人気）
馬連票数 計 478699 的中 �� 12950（10番人気）
馬単票数 計 219633 的中 �� 2775（22番人気）
ワイド票数 計 329097 的中 �� 7117（14番人気）�� 6295（16番人気）�� 5656（17番人気）
3連複票数 計 643889 的中 ��� 4809（30番人気）
3連単票数 計 850775 的中 ��� 965（205番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―12．4―12．6―11．9―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホ ノ ル ア �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．17 中京6着

2014．4．30生 牡4黒鹿 母 ボストンビクトリア 母母 デ ッ ク 14戦2勝 賞金 16，700，000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。
（非抽選馬） 2頭 クインズラミントン号・サンライズカラマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02034 1月20日 晴 良 （30中京1）第3日 第10競走 ��
��1，400�な ず な 賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

22 ア リ ア 牝3栗 54 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484± 01：23．0 3．8�

44 アトレヴィード 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 452－ 21：23．1� 3．1�
11 アーデルワイゼ 牝3青鹿54 荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：23．2� 4．4�
78 リンガラポップス 牡3青鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：23．41 12．0�
79 エールショー 牡3芦 56 �島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：23．5� 22．7	
811 ロードラナキラ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 448－ 61：23．71	 6．1

810 コウユーホクト 牡3鹿 56 丸田 恭介加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 498－ 6 〃 クビ 18．2�
67 メイショウドウドウ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 464＋141：23．8クビ 14．9�
66 ビバラエポボン 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 444－ 61：24．65 219．4
33 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿56 岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 478＋ 2 〃 ハナ 39．4�
55 
 ディーエスパースン 牡3栗 56 佐藤 友則武仲 勝氏 井上 孝彦 新ひだか グランド牧場 484－ 91：25．02� 120．4�

（笠松） （笠松）

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，780，900円 複勝： 38，889，100円 枠連： 11，938，400円
馬連： 56，084，600円 馬単： 30，783，600円 ワイド： 34，975，700円
3連複： 73，000，200円 3連単： 126，685，900円 計： 403，138，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－4） 680円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 240円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 307809 的中 � 64448（2番人気）
複勝票数 計 388891 的中 � 68316（2番人気）� 112334（1番人気）� 60499（3番人気）
枠連票数 計 119384 的中 （2－4） 13587（2番人気）
馬連票数 計 560846 的中 �� 66463（1番人気）
馬単票数 計 307836 的中 �� 16481（4番人気）
ワイド票数 計 349757 的中 �� 36915（2番人気）�� 25881（3番人気）�� 38033（1番人気）
3連複票数 計 730002 的中 ��� 76938（1番人気）
3連単票数 計1266859 的中 ��� 23561（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―47．7―59．6―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア リ ア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．6．24 函館1着

2015．4．24生 牝3栗 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 6戦2勝 賞金 29，170，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



02035 1月20日 晴 稍重 （30中京1）第3日 第11競走 ��
��1，900�中京スポニチ賞

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．1．21以降30．1．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

中京スポニチ賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

34 サトノプライム 牡4鹿 55 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502－ 42：00．0 6．1�
814 ルドルフィーナ 牡5青鹿55 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 B490－ 4 〃 ハナ 8．1�
11 アガスティア 牡7黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 526－ 62：00．42� 24．0�
22 フォースライン 牡4黒鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 クビ 4．1�
712� タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿53 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋102：00．5クビ 39．3	
47 レッドアトゥ 牝4栗 53 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 456－ 2 〃 ハナ 3．8

59 テイエムコンドル 牡7鹿 54 菱田 裕二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 4 〃 クビ 27．0�
611 ラ バ ピ エ ス 牡4鹿 54 佐藤 友則 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：00．6クビ 44．7�

（笠松）

713 キ ー タ イ プ 牡6栗 53 大庭 和弥北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 440－ 62：00．92 231．3
35 ローデルバーン 牡5黒鹿54 富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 B466－ 22：01．0クビ 66．7�
46 メイショウマトイ 牡4鹿 54 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 42：01．21� 74．2�
610� サハラファイター 牡5鹿 56 丸山 元気本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 526－ 42：01．62� 14．0�
23 コパノビジン 牝5鹿 51 藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B466± 0 〃 ハナ 6．9�
815 オリエントワークス 牝5鹿 52 荻野 極�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 472＋ 42：02．02� 15．0�
58 ナムラライラ 牝4黒鹿51 中谷 雄太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 468＋ 42：03．48 49．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，630，600円 複勝： 82，648，700円 枠連： 41，330，000円
馬連： 180，218，500円 馬単： 70，167，900円 ワイド： 91，799，600円
3連複： 276，735，200円 3連単： 341，081，700円 計： 1，140，612，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 310円 � 460円 枠 連（3－8） 1，460円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，530円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 57，770円

票 数

単勝票数 計 566306 的中 � 74019（3番人気）
複勝票数 計 826487 的中 � 118969（3番人気）� 66903（5番人気）� 41585（7番人気）
枠連票数 計 413300 的中 （3－8） 21820（6番人気）
馬連票数 計1802185 的中 �� 53504（9番人気）
馬単票数 計 701679 的中 �� 10439（16番人気）
ワイド票数 計 917996 的中 �� 22540（9番人気）�� 15446（16番人気）�� 9100（31番人気）
3連複票数 計2767352 的中 ��� 16171（38番人気）
3連単票数 計3410817 的中 ��� 4280（173番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―12．1―12．9―12．7―12．2―12．4―12．8―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．2―44．1―56．8―1：09．0―1：21．4―1：34．2―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライム �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．7．24 函館8着

2014．4．7生 牡4鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 10戦3勝 賞金 31，927，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02036 1月20日 晴 良 （30中京1）第3日 第12競走 ��
��2，000�

あ つ た

熱 田 特 別
発走16時00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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

23 アドマイヤローザ 牝4芦 54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 42：03．5 4．4�
817 アウステルリッツ 牡4黒鹿56 佐藤 友則 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 7．2�

（笠松）

714 ハギノカエラ 牝5栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414± 02：03．6	 78．4�
59 ジ ョ ン ド ゥ 牡4黒鹿56 荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 516＋122：03．7クビ 34．5�
816 リリーモントルー 牡4鹿 56 柴山 雄一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 436± 0 〃 クビ 3．1�
24 ダノンサンシャイン 牡5栗 57 北村 友一	ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：03．8
 15．9

611 アルケミスト 牝5鹿 55 菊沢 一樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 438－ 4 〃 アタマ 29．6�
510 フォーラウェイ 牡5鹿 57 古川 吉洋 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450± 0 〃 アタマ 9．1�
612 ショワドゥロワ 牡4黒鹿56 秋山真一郎村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋12 〃 ハナ 8．2
815 ヒドゥンパラメータ 牡4鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 42：03．9クビ 21．3�
11 アイノカケハシ 牝6鹿 55 木幡 巧也國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 クビ 57．0�
35 � マイネルツィール 牡5鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 498＋ 22：04．0クビ 13．2�
12 � マサノホウオウ 牡4黒鹿56 横山 武史古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484± 02：04．32 32．3�
47 マサノペンダント 牝4黒鹿54 岩崎 翼猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 430＋ 42：04．51� 273．2�
36 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿54 菱田 裕二小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 436－182：04．81	 60．5�
713 ジャガーゲイム 4栗 56 中谷 雄太山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 436＋162：05．54 102．6�
48 オンワードミシガン 4芦 56 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 412－222：08．0大差 299．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，855，000円 複勝： 53，247，700円 枠連： 27，329，200円
馬連： 86，139，800円 馬単： 35，896，300円 ワイド： 56，144，700円
3連複： 124，717，800円 3連単： 155，193，600円 計： 575，524，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 240円 � 1，560円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 800円 �� 4，970円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 36，240円 3 連 単 ��� 143，510円

票 数

単勝票数 計 368550 的中 � 66425（2番人気）
複勝票数 計 532477 的中 � 82634（2番人気）� 61618（3番人気）� 6855（14番人気）
枠連票数 計 273292 的中 （2－8） 46094（1番人気）
馬連票数 計 861398 的中 �� 36948（5番人気）
馬単票数 計 358963 的中 �� 7469（8番人気）
ワイド票数 計 561447 的中 �� 19207（5番人気）�� 2833（51番人気）�� 2158（60番人気）
3連複票数 計1247178 的中 ��� 2581（108番人気）
3連単票数 計1551936 的中 ��� 784（455番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．0―12．7―12．4―12．8―12．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．9―49．9―1：02．6―1：15．0―1：27．8―1：40．2―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤローザ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．10．23 京都2着

2014．2．21生 牝4芦 母 アドマイヤテンバ 母母 アドマイヤグルーヴ 10戦2勝 賞金 30，433，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（30中京1）第3日 1月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

189，030，000円
2，590，000円
13，300，000円
1，440，000円
20，880，000円
70，145，500円
6，161，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
300，884，400円
427，110，000円
167，853，900円
633，960，800円
289，822，100円
415，428，200円
940，952，500円
1，177，411，800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 4，353，423，700円

総入場人員 9，378名 （有料入場人員 8，562名）
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