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02037 1月25日 晴 稍重 （27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）

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

611 ゲットクローサー 牝3青鹿54 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－121：56．6 8．7�
713 ガラドリエル 牝3栗 54 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 488－ 41：57．13 9．7�
24 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 松田 大作上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 488＋121：57．42 8．6�
714 ピアレスピンク 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 484－ 41：58．14 2．4�
47 ヤマノルミナス 牝3栗 54 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：58．41� 9．7�
816 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 478＋ 41：58．61� 28．5	
23 ゲ ル ズ 牝3鹿 54 武 豊杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 474－ 81：58．7� 4．9

612 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 468－ 21：58．8� 74．8�
12 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B466－ 41：59．01� 112．0�
35 パープルオンリー 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 436＋ 2 〃 クビ 134．9
11 ガルフスター 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 444－121：59．42� 167．4�
36 ボーベルレーヌ 牝3黒鹿 54

52 △小崎 綾也 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 456－ 21：59．71� 30．3�
59 チェイスザチャンス 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 484－ 62：00．23 191．9�
815 ハ マ ギ ク 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 462＋ 22：00．83� 29．8�
510 シャイニーセルヴァ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 462－ 42：01．86 94．3�
48 ダイワガーランド 牝3芦 54 吉田 隼人大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 B480＋ 42：02．22� 20．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，549，800円 複勝： 23，271，300円 枠連： 10，785，000円
馬連： 31，232，700円 馬単： 20，492，600円 ワイド： 18，786，500円
3連複： 45，109，600円 3連単： 64，543，700円 計： 229，771，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 230円 � 240円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，670円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 13，930円 3 連 単 ��� 75，470円

票 数

単勝票数 計 155498 的中 � 14298（4番人気）
複勝票数 計 232713 的中 � 17234（6番人気）� 27485（3番人気）� 25514（4番人気）
枠連票数 計 107850 的中 （6－7） 7450（5番人気）
馬連票数 計 312327 的中 �� 4718（19番人気）
馬単票数 計 204926 的中 �� 1534（33番人気）
ワイド票数 計 187865 的中 �� 2959（17番人気）�� 2870（18番人気）�� 4467（11番人気）
3連複票数 計 451096 的中 ��� 2427（39番人気）
3連単票数 計 645437 的中 ��� 620（202番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―14．5―13．7―13．6―12．9―12．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―39．0―52．7―1：06．3―1：19．2―1：31．9―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットクローサー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．9．13 阪神8着

2012．2．27生 牝3青鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーセルヴァ号・ダイワガーランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年2月25日まで平地競走に出走できない。

02038 1月25日 晴 稍重 （27中京1）第4日 第2競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走10時20分 （ダート・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 7，000，000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

33 サトノセレリティ 牡4鹿 56 杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 22：02．9 2．6�
810 レイズオブザサン 牡6黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458± 02：03．0� 9．7�
66 ヤマニンミミック 牝7黒鹿55 菅原 隆一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B492－ 62：03．1� 66．9�
67 ティーポイズン 牡4栗 56

54 △小崎 綾也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 514＋10 〃 アタマ 7．7�
811 ジョーヌドール 牡5栗 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 468－ 42：03．2� 23．5�
22 メイショウキトラ 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 490＋ 62：03．41� 8．3	
11 チ ャ オ 牡4芦 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 472＋ 6 〃 ハナ 20．3


55 マグナムボーイ 牡5鹿 57 大江原 圭古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 536＋ 62：03．5� 13．8�
44 ナムララオウ 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 512± 02：03．6クビ 3．7�
78 � ブイキャスター 牡5栗 57

56 ☆中井 裕二�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 460－ 42：05．19 76．2
79 リリークライマー 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 488＋302：06．48 16．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，947，500円 複勝： 19，213，600円 枠連： 6，401，000円
馬連： 25，651，200円 馬単： 17，477，200円 ワイド： 15，718，100円
3連複： 33，874，600円 3連単： 55，029，200円 計： 188，312，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 240円 � 950円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，160円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 13，100円 3 連 単 ��� 43，360円

票 数

単勝票数 計 149475 的中 � 45105（1番人気）
複勝票数 計 192136 的中 � 46952（1番人気）� 19880（3番人気）� 3694（11番人気）
枠連票数 計 64010 的中 （3－8） 4940（3番人気）
馬連票数 計 256512 的中 �� 14063（3番人気）
馬単票数 計 174772 的中 �� 5805（4番人気）
ワイド票数 計 157181 的中 �� 7641（5番人気）�� 1818（27番人気）�� 915（40番人気）
3連複票数 計 338746 的中 ��� 1939（48番人気）
3連単票数 計 550292 的中 ��� 920（160番人気）

ハロンタイム 7．4―11．9―12．4―13．9―13．5―12．8―12．6―12．8―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．3―31．7―45．6―59．1―1：11．9―1：24．5―1：37．3―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノセレリティ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイトスポット デビュー 2014．2．24 東京12着

2011．4．6生 牡4鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ 5戦1勝 賞金 11，400，000円
※マグナムボーイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月25日 晴 稍重 （27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 7，000，000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

816 ローレルベローチェ 牡4栗 56
55 ☆中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470＋ 41：12．5 15．1�

23 ミキノグランプリ 牡4栗 56 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 456－ 21：12．81� 2．8�
35 サーストンデンバー 牡6鹿 57 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B526－ 61：13．11� 9．0�
24 ヒカルランナー 牡6鹿 57 石神 深一安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522± 0 〃 クビ 67．6�
12 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 486± 01：13．2� 6．9�
510 アラタマシャトル 牡4鹿 56 大野 拓弥荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 492＋221：13．3� 19．8	
815 ブライトシチー 牡6青鹿57 松田 大作 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 500－ 61：13．4クビ 69．2

714 タマモユウトウセイ 牡4栗 56

54 △小崎 綾也タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 484－ 4 〃 ハナ 3．2�
11 � ナリタマクリス 牡6栗 57 藤岡 康太�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 51．8�
59 アイアピール 牡4鹿 56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 日高 モリナガファーム 490＋ 81：13．72 35．5
713 オリエンタルエジル 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 500－101：13．8クビ 252．8�
612 ナムラアッパー 牡4鹿 56

53 ▲井上 敏樹奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 428± 01：14．01	 81．0�
36 フレンチフェロー 
4鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 B456＋ 21：14．2� 97．4�
48 グレイスフルデイズ 
5芦 57 D．バルジュー �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 8．7�

（伊）

611 ファンアットコート 牝5鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 474－101：14．62� 287．0�
（15頭）

47 ケイリンボス 牡4栗 56 松山 弘平山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，199，400円 複勝： 28，491，100円 枠連： 10，682，700円
馬連： 35，189，600円 馬単： 21，948，100円 ワイド： 20，551，700円
3連複： 45，946，300円 3連単： 65，437，300円 計： 248，446，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 360円 � 130円 � 190円 枠 連（2－8） 1，990円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，180円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 44，420円

票 数

単勝票数 計 201994 的中 � 10669（6番人気）
複勝票数 計 284911 的中 � 14584（6番人気）� 77892（1番人気）� 35160（4番人気）
枠連票数 計 106827 的中 （2－8） 4153（10番人気）
馬連票数 計 351896 的中 �� 7751（13番人気）
馬単票数 計 219481 的中 �� 2198（27番人気）
ワイド票数 計 205517 的中 �� 5152（11番人気）�� 2254（22番人気）�� 14138（3番人気）
3連複票数 計 459463 的中 ��� 5838（15番人気）
3連単票数 計 654373 的中 ��� 1068（132番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．7―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡4栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 7戦2勝 賞金 17，300，000円
〔出走取消〕 ケイリンボス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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。
（非当選馬） 1頭 ジェネシスロック号
※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。

02040 1月25日 晴 稍重 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

45 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 476± 03：23．6 2．7�
46 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿59 中村 将之田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 484－ 23：23．92 12．8�
712 キープトライン 牡5鹿 60

57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B506＋ 23：24．0クビ 4．4�
69 � メイショウヤマナミ 牡5栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 496± 03：24．32 24．3�
711 シゲルシモウサ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 23：24．93� 17．4�
57 クレバーアポロ 牡6栗 60 鈴木 慶太 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 490＋ 63：26．07 8．9	
11 グレイトハスラー 牡4栗 59 植野 貴也小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 492＋223：26．32 34．5

22 エ ト ラ 牝4鹿 57 佐久間寛志佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 432± 03：26．5� 7．2�
33 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 486－12 〃 アタマ 26．0
34 レオウィッシュ 牡4栗 59 浜野谷憲尚�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 468－ 23：26．92� 21．6�
58 � ブルーグランツ 牡5鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 514＋ 83：28．39 18．2�
610 シゲルキシュウ 牡4芦 59 上野 翔森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 510＋ 43：30．3大差 69．1�
814 クラバウターマン 牡4栗 59 金子 光希内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 484＋ 63：31．910 64．3�
813 パープルパルピナ 牡4鹿 59 平沢 健治中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 502＋10 〃 クビ 30．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，664，700円 複勝： 16，648，100円 枠連： 10，057，400円
馬連： 26，010，600円 馬単： 17，093，300円 ワイド： 14，353，000円
3連複： 37，984，400円 3連単： 56，178，500円 計： 191，990，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 280円 � 150円 枠 連（4－4） 2，720円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 970円 �� 330円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 14，950円

票 数

単勝票数 計 136647 的中 � 40155（1番人気）
複勝票数 計 166481 的中 � 33049（2番人気）� 11578（5番人気）� 33530（1番人気）
枠連票数 計 100574 的中 （4－4） 2860（13番人気）
馬連票数 計 260106 的中 �� 8429（6番人気）
馬単票数 計 170933 的中 �� 3263（10番人気）
ワイド票数 計 143530 的中 �� 3547（10番人気）�� 12195（1番人気）�� 3925（8番人気）
3連複票数 計 379844 的中 ��� 9414（4番人気）
3連単票数 計 561785 的中 ��� 2724（23番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 53．0－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．4．4生 牡6黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 クラバウターマン号の騎手五十嵐雄祐は，第3日第5競走での落馬負傷のため金子光希に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アスターコリント号・テイエムオドロキ号・トップドリーム号・マルターズポラリス号
（非抽選馬） 6頭 オマモリ号・コスモメルハバ号・タイヨウロマン号・トゥルーフレンド号・ブライトジェム号・ワンダーバライル号



02041 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第5競走 ��
��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

714 メイショウリンクス 牡3鹿 56 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 482－102：05．8 9．6�
816 レジメンタル 牡3栗 56 小牧 太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442± 0 〃 ハナ 3．9�
48 カリテスグレース 牝3黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 472－ 42：05．9� 135．5�
36 パワーウーマン 牝3栗 54 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488－ 4 〃 ハナ 9．4�
47 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 54 吉田 隼人前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454± 02：06．0� 11．8�
35 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 480－ 22：06．42� 6．3	
713 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 430＋ 2 〃 クビ 86．3�
510 ステージインパクト 牡3黒鹿56 武 豊一村 哲也氏 	島 一歩 日高 高山牧場 480＋ 2 〃 ハナ 4．8�
817 アラビアンローズ 牝3黒鹿54 西田雄一郎吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 450＋ 22：06．5� 184．8
59 レッドソロモン 牡3鹿 56 D．バルジュー �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474－ 62：06．71 7．3�

（伊）

11 フレンドリーアロー 牡3黒鹿 56
55 ☆中井 裕二増山 武志氏 武市 康男 新冠 飛渡牧場 442－ 82：06．8� 151．0�

12 キースカーフ 牝3鹿 54
52 △小崎 綾也北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 444± 02：07．22� 85．3�

612 ヤマノブレイブ 牡3栗 56 秋山真一郎山泉 恵宥氏 高橋 亮 新ひだか 友田牧場 476－ 22：07．3� 52．7�
611 フォギーボトム 牡3黒鹿56 津村 明秀渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 468－ 22：07．4� 50．9�
24 マイネルプレアデス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム B440－ 8 〃 クビ 37．3�
715 ゴールデンボーダー 牝3栗 54 和田 竜二下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 452± 02：07．82� 21．4�
23 クラウンミネリ 牝3黒鹿54 中谷 雄太矢野 恭裕氏 金成 貴史 新冠 ヤマタケ牧場 402－ 62：07．9� 201．9�
818 タガノビヨンド 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 4 （競走中止） 22．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，847，100円 複勝： 35，065，600円 枠連： 16，892，700円
馬連： 43，116，200円 馬単： 27，305，600円 ワイド： 26，881，100円
3連複： 59，722，500円 3連単： 78，751，100円 計： 308，581，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 160円 � 2，780円 枠 連（7－8） 980円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 800円 �� 12，770円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 50，720円 3 連 単 ��� 231，150円

票 数

単勝票数 計 208471 的中 � 17354（6番人気）
複勝票数 計 350656 的中 � 29015（4番人気）� 75291（1番人気）� 2401（15番人気）
枠連票数 計 168927 的中 （7－8） 13249（4番人気）
馬連票数 計 431162 的中 �� 15081（6番人気）
馬単票数 計 273056 的中 �� 3952（17番人気）
ワイド票数 計 268811 的中 �� 9132（6番人気）�� 524（83番人気）�� 1508（40番人気）
3連複票数 計 597225 的中 ��� 883（129番人気）
3連単票数 計 787511 的中 ��� 247（633番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．5―49．7―1：02．8―1：15．8―1：28．6―1：41．2―1：53．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3

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

2，8（3，6，15）（5，9，13）（4，7，17）（14，18）10，16－（1，11）－12・（2，8）15（3，6）（5，9，13）17（4，7）（10，14，16）－1－（12，11）
勝馬の
紹 介

メイショウリンクス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．27 阪神3着

2012．5．28生 牡3鹿 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 タガノビヨンド号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，3コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 カフジムーン号・トドロキキシボジン号・トーホウアスティ号・トーホウスペンサー号・ハイオンザリスト号・

マイネルマーゴ号・モーメンツ号
※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。

02042 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：20．0
1：19．0

良
良

11 マテンロウハピネス 牡3鹿 56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 444 ―1：24．3 2．3�
59 レッドディザーブ 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 492 ―1：25．57 4．8�
23 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54 中谷 雄太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 452 ―1：25．71� 49．2�
714 プ リ ズ ム 牡3鹿 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ― 〃 クビ 8．0�
510 コロマンデル 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446 ―1：25．91 8．8�
36 ハギノリエート 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁安岡美津子氏 松田 国英 浦河 村下 明博 412 ―1：26．11 50．1	
611 シンゼンライカー 牡3黒鹿56 和田 竜二原 司郎氏 飯田 祐史 浦河トラストスリーファーム 450 ―1：26．2� 27．6

12 デルマウンライマツ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 436 ― 〃 クビ 80．6�
817 ハコダテローズ 牝3鹿 54 小牧 太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 430 ―1：26．3� 15．8�
612 テイケイパステル 牝3鹿 54 村田 一誠兼松 忠男氏 水野 貴広 浦河 谷川牧場 416 ―1：26．51� 57．1
35 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 秋山真一郎佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 442 ― 〃 アタマ 20．7�
816 メイショウセノーテ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 442 ―1：27．13� 129．9�
818 テイエムモンブラン 牝3鹿 54 水口 優也竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム

牧場株式会社 410 ―1：27．95 215．0�
713 キ ン グ ダ ム 牡3栗 56 松山 弘平近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516 ―1：28．11� 11．2�
715 タガノパシフィカス 	3鹿 56 柴田 未崎八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442 ― 〃 クビ 46．2�
48 � コスモマリナー 牡3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 豪 Arrowfield Pas-
toral Pty Ltd 490 ― 〃 アタマ 46．3�

47 ワードレスジョイ 牝3栗 54
51 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 388 ―1：28．63 195．0�

24 � アポロアロウズ 牡3鹿 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 加 William D
Graham 540 ―1：34．0大差 149．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，356，300円 複勝： 21，712，100円 枠連： 13，965，800円
馬連： 29，818，200円 馬単： 20，458，300円 ワイド： 17，728，000円
3連複： 38，285，800円 3連単： 59，013，700円 計： 220，338，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 760円 枠 連（1－5） 450円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，500円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計 193563 的中 � 66991（1番人気）
複勝票数 計 217121 的中 � 56557（1番人気）� 29177（2番人気）� 4907（10番人気）
枠連票数 計 139658 的中 （1－5） 23568（1番人気）
馬連票数 計 298182 的中 �� 30927（1番人気）
馬単票数 計 204583 的中 �� 15508（1番人気）
ワイド票数 計 177280 的中 �� 17224（1番人気）�� 2813（17番人気）�� 1583（29番人気）
3連複票数 計 382858 的中 ��� 4880（14番人気）
3連単票数 計 590137 的中 ��� 2986（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．5―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．2
3 1（3，14，17）6（7，13，16）（9，15）（2，11，5，12）－（8，18）－10－4 4 1（3，14）（6，17）（9，7，13，16）（2，11，5，12，15）－18－（8，10）＝4

勝馬の
紹 介

マテンロウハピネス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu 初出走

2012．3．6生 牡3鹿 母 レディハピネス 母母 レディパステル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 コロマンデル号の騎手藤岡康太は，第5競走での落馬による検査のため大野拓弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロアロウズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月25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） 8頭 イーハトーボ号・コスモアルヘナ号・サニーロマンス号・テイクツル号・マイヒレン号・メニーサンクス号・

ロージーチークス号・ローブディアンジェ号



02043 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：58．8
1：56．1

良
良

59 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：03．7 2．6�
23 マイネリベルタス 牝4鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 22：03．8� 32．9�
22 ウインリバティ 牝4黒鹿54 D．バルジュー �ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 438－ 42：04．11� 7．9�

（伊）

58 リボントリコロール 牝5芦 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 442＋ 42：04．31� 5．9�
814 スペランツァデーア 牝4黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B448＋ 82：04．51� 34．1�
34 ガルデルスリール 牝4鹿 54

52 △小崎 綾也吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋142：04．6� 3．6	
46 マサノマリリン 牝4黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 464＋ 42：04．91� 24．6

35 マダムジルウェット 牝4鹿 54 秋山真一郎�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 486－ 22：05．11� 33．8�
47 ホワイトマニキュア 牝4芦 54

51 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 22：05．2� 27．8�
611 デルマサリーチャン 牝4鹿 54

51 ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 22：05．3� 21．7
712 プラウドレガシー 牝4鹿 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 448－ 42：05．51� 157．4�
11 	 テイエムレオネッサ 牝5栗 55

52 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 488－ 4 〃 ハナ 177．5�
610 レイズアセイル 牝4栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B456± 02：05．6� 219．7�
713 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484＋182：06．02� 17．2�
815 ス ー リ ー ル 牝4鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 22：06．31� 59．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，487，800円 複勝： 25，466，100円 枠連： 12，215，800円
馬連： 42，046，200円 馬単： 25，110，400円 ワイド： 22，554，700円
3連複： 52，308，900円 3連単： 87，466，600円 計： 287，656，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 570円 � 180円 枠 連（2－5） 490円

馬 連 �� 4，060円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 450円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 30，310円

票 数

単勝票数 計 204878 的中 � 62572（1番人気）
複勝票数 計 254661 的中 � 57322（1番人気）� 8101（9番人気）� 39639（3番人気）
枠連票数 計 122158 的中 （2－5） 18981（2番人気）
馬連票数 計 420462 的中 �� 8013（12番人気）
馬単票数 計 251104 的中 �� 3808（14番人気）
ワイド票数 計 225547 的中 �� 4396（12番人気）�� 13907（3番人気）�� 2585（27番人気）
3連複票数 計 523089 的中 ��� 6286（18番人気）
3連単票数 計 874666 的中 ��� 2092（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．0―49．2―1：01．7―1：14．1―1：26．6―1：39．1―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カラフルブラッサム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．8．5 小倉1着

2010．3．30生 牝5鹿 母 トロピカルブラッサム 母母 Barbara Sue 12戦3勝 賞金 43，613，000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。

02044 1月25日 晴 稍重 （27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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

816 ゴールドスーク 牡4栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496－101：25．6 5．0�
24 ダテノハクトラ 牡4芦 56 藤岡 康太河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488－ 21：25．7� 9．3�
47 ディーセントワーク 牡4黒鹿 56

54 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 2 〃 ハナ 11．3�

36 � スリーネルソン �5黒鹿57 秋山真一郎永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 480－ 21：26．33	 6．1�
48 スマートダイバー 牡4栗 56 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 ハナ 3．4	
12 ゼ ウ ス 牡5鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 498＋ 6 〃 クビ 11．1

713 ポップアップハート 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 ハナ 7．6�
510 ハーマンミュート �5青鹿57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B490－ 61：26．51
 24．1�

（伊）

59 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 56 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B538＋181：26．6クビ 120．4
611 ナムライットウセイ 牡5黒鹿57 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム B480－ 41：26．7	 49．0�
23 ヴェルフェン 牡5芦 57

54 ▲木幡 初也�Basic 土田 稔 新冠 村本牧場 508＋ 41：27．02 167．1�
815� ローエンイェーガー 牡4鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 522－ 6 〃 ハナ 66．4�
714 チ ャ ー マ ー 牡4青鹿56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－101：27．21
 27．1�
612 ファンディータ 牝4黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 426－ 6 〃 アタマ 84．7�
35 コパノハリー 牡4栗 56

53 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 452± 01：27．3クビ 49．9�
11 � ハッピーチャート 牝5芦 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 478＋ 21：27．51	 54．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，379，900円 複勝： 32，317，900円 枠連： 13，215，000円
馬連： 41，773，400円 馬単： 24，117，500円 ワイド： 24，200，900円
3連複： 56，425，500円 3連単： 83，207，500円 計： 297，637，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 270円 � 290円 枠 連（2－8） 2，460円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，280円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 49，600円

票 数

単勝票数 計 223799 的中 � 35789（2番人気）
複勝票数 計 323179 的中 � 48012（2番人気）� 30052（5番人気）� 27439（6番人気）
枠連票数 計 132150 的中 （2－8） 4153（12番人気）
馬連票数 計 417734 的中 �� 11611（9番人気）
馬単票数 計 241175 的中 �� 3857（15番人気）
ワイド票数 計 242009 的中 �� 5822（11番人気）�� 4876（13番人気）�� 4207（17番人気）
3連複票数 計 564255 的中 ��� 4158（29番人気）
3連単票数 計 832075 的中 ��� 1216（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．2―49．0―1：01．4―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F36．6
3 ・（2，7）（16，14）（4，10，11）（5，8，9，15）－3（1，6）13－12 4 ・（2，7）16，14（4，10）（5，11）（8，15）9（1，3，6）－13，12

勝馬の
紹 介

ゴールドスーク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．1．13 京都2着

2011．2．5生 牡4栗 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 8戦2勝 賞金 17，140，000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。



02045 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第9競走 ��1，400�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
1：20．0
1：19．0

良
良

11 ナムラマサシゲ 牡4栗 56
53 ▲木幡 初也奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500＋ 81：24．3 26．4�

816 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 武 豊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 61：24．83 7．6�
713 クラウドチェンバー �6鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 ハナ 12．8�
715 サチノリーダース 牡5青鹿57 D．バルジュー 佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 450－ 81：25．12 6．0�

（伊）

24 プレイアップ 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �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 428－ 21：25．2� 14．8�

59 ブルーヴァルキリー 牝4栗 54
51 ▲城戸 義政 	ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 444＋ 61：25．3� 105．3


36 ドナエテルニテ 牝4鹿 54
51 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 434－10 〃 クビ 122．4�

35 ルネッタアスール 牝6鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 476＋ 21：25．62 60．8�
48 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿57 石神 深一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 492－ 81：25．7クビ 14．5
47 グッドレインボー 牝5鹿 55 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 482± 0 〃 ハナ 14．6�
714 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿56 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋201：25．8� 8．8�
817 ケルシャンス 牝4鹿 54

52 △小崎 綾也 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432＋121：26．0� 8．3�
818	 グレンデール 牡4鹿 56 松田 大作日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 中村 和夫 488＋101：26．1� 17．4�
612	 リネンヴィヴィッド 牡6鹿 57 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 504－16 〃 ハナ 162．6�
23 ポイントキセキ 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 508＋141：26．31
 161．4�

510 アローズグリーム 牡4鹿 56
53 ▲原田 和真門野 文典氏 和田 雄二 浦河 日田牧場 516＋141：27．47 55．8�

12 プラチナブロンド 牝4黒鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 432－ 61：29．010 5．0�
611 ラ パ ー ジ ュ 牝6青鹿55 吉田 隼人 	ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 4 （競走中止） 12．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，946，600円 複勝： 36，066，100円 枠連： 23，154，500円
馬連： 62，907，200円 馬単： 31，440，100円 ワイド： 34，170，800円
3連複： 88，676，700円 3連単： 120，948，700円 計： 423，310，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 1，000円 � 330円 � 380円 枠 連（1－8） 1，030円

馬 連 �� 15，260円 馬 単 �� 34，120円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 6，180円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 67，650円 3 連 単 ��� 456，700円

票 数

単勝票数 計 259466 的中 � 7835（12番人気）
複勝票数 計 360661 的中 � 8465（12番人気）� 30911（4番人気）� 26072（6番人気）
枠連票数 計 231545 的中 （1－8） 17366（3番人気）
馬連票数 計 629072 的中 �� 3194（58番人気）
馬単票数 計 314401 的中 �� 691（123番人気）
ワイド票数 計 341708 的中 �� 1738（64番人気）�� 1413（71番人気）�� 4246（28番人気）
3連複票数 計 886767 的中 ��� 983（224番人気）
3連単票数 計1209487 的中 ��� 192（1440番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―12．4―12．4―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―48．0―1：00．4―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．3
3 ・（1，6）（5，7）（2，14）（3，15）（12，17，18）（4，16）（9，8）13，10 4 ・（1，5，6）7（3，2，14）15（4，12，17，18）16（9，8）（13，10）

勝馬の
紹 介

ナムラマサシゲ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．9．21 阪神14着

2011．4．28生 牡4栗 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 11戦2勝 賞金 13，850，000円
〔競走中止〕 ラパージュ号は，発走直後に発馬機に触れ，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔その他〕 プラチナブロンド号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 マイカーニバル号
（非抽選馬） 1頭 スピーディユウマ号
※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。

02046 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第10競走 ��
��1，600�

に し お

西 尾 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

24 ダンツクロノス 牡5鹿 57 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 510－ 21：36．9 6．8�
11 ランドオザリール 牡4鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋121：37．0� 46．4�
36 コ リ ー ヌ 牝6鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋ 2 〃 クビ 10．6�
612 アサクサティアラ 牝5青鹿55 小崎 綾也田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 446＋ 81：37．1� 5．6�
714 アドマイヤメテオ 牡4青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464＋101：37．2� 4．2	
510 フミノスナイパー 牡4栗 56 黛 弘人谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 496－ 21：37．3	 17．0

35 コスモイノセント 牡4青鹿56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 468＋ 61：37．4クビ 34．8�
815 タイセイマジック 牡4鹿 56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 478－ 4 〃 クビ 19．2�
59 スカイキューティー 牝5黒鹿55 津村 明秀杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 81：38．25 21．3
611 ヤマニンバステト 牝4鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 456＋ 2 〃 クビ 4．9�
816 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 522＋101：38．3クビ 73．7�
713 コウヨウマリア 牝4鹿 54 杉原 誠人寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 476－ 2 〃 クビ 22．0�
47 ショウナンダイチ 牡5鹿 57 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462－ 81：38．72� 32．9�
12 
 デルマコナキジジ �5栗 57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 496＋101：38．9	 145．3�
23 ウォースピリッツ �5黒鹿57 大野 拓弥 �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－12 〃 クビ 83．2�
48 � メンカウラー 牡4黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B484－101：39．53� 12．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，938，400円 複勝： 43，390，800円 枠連： 22，634，300円
馬連： 74，730，300円 馬単： 37，879，000円 ワイド： 37，979，800円
3連複： 95，729，500円 3連単： 139，980，400円 計： 480，262，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 1，430円 � 300円 枠 連（1－2） 9，620円

馬 連 �� 15，460円 馬 単 �� 26，030円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 970円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 39，790円 3 連 単 ��� 222，060円

票 数

単勝票数 計 279384 的中 � 32589（4番人気）
複勝票数 計 433908 的中 � 68110（1番人気）� 6312（13番人気）� 38829（5番人気）
枠連票数 計 226343 的中 （1－2） 1823（26番人気）
馬連票数 計 747303 的中 �� 3744（53番人気）
馬単票数 計 378790 的中 �� 1091（98番人気）
ワイド票数 計 379798 的中 �� 2174（52番人気）�� 10529（10番人気）�� 1973（57番人気）
3連複票数 計 957295 的中 ��� 1804（138番人気）
3連単票数 計1399804 的中 ��� 457（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．8―1：00．2―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツクロノス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．9．16 阪神1着

2010．4．6生 牡5鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ 22戦3勝 賞金 36，318，000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。
（非抽選馬） 4頭 アースプレイ号・カケダシ号・サフランスカイ号・トーセンジャステス号



02047 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第32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，26．1．25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，26．1．24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 53，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 5，300，000円
付 加 賞 1，008，000円 288，000円 144，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

46 コパノリッキー 牡5栗 58 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 538＋111：50．9 2．5�
813 グランドシチー 牡8鹿 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B490－ 81：51．64 46．0�
34 インカンテーション 牡5鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496＋10 〃 ハナ 4．8�
711 マイネルバイカ 牡6鹿 56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 500－ 41：51．7� 117．3�
69 ソ ロ ル 牡5黒鹿56 D．バルジュー �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 504＋101：51．8クビ 25．8	

（伊）

814 タイムズアロー 牡7栗 56 杉原 誠人 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：51．9	 285．4


11 マイネルクロップ 牡5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 500＋ 41：52．1� 24．2�

610
 ランウェイワルツ 牡4栗 55 秋山真一郎�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 アタマ 12．1�
33 グランプリブラッド 牡6鹿 56 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448＋ 61：52．42 187．1
57 グラッツィア 牡7鹿 56 藤岡 康太山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498＋ 41：52．5� 208．6�
58 ナムラビクター 牡6鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 532＋ 41：52．6クビ 2．8�
22 トウシンイーグル �7鹿 56 勝浦 正樹�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 478＋ 21：52．91� 41．3�
45 ニホンピロアワーズ 牡8青鹿57 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 540－ 7 〃 クビ 17．3�
712 マーチャンテイマー 牝6鹿 54 吉田 隼人飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：53．1� 301．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 122，153，900円 複勝： 137，318，300円 枠連： 75，145，300円
馬連： 453，687，300円 馬単： 239，583，800円 ワイド： 167，989，700円
3連複： 621，387，000円 3連単： 1，378，863，100円 計： 3，196，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 510円 � 180円 枠 連（4－8） 3，370円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 370円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，690円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 計1221539 的中 � 390755（1番人気）
複勝票数 計1373183 的中 � 293464（2番人気）� 50051（8番人気）� 204125（3番人気）
枠連票数 計 751453 的中 （4－8） 17266（10番人気）
馬連票数 計4536873 的中 �� 57517（19番人気）
馬単票数 計2395838 的中 �� 23038（28番人気）
ワイド票数 計1679897 的中 �� 26355（19番人気）�� 130375（3番人気）�� 24579（20番人気）
3連複票数 計6213870 的中 ��� 60591（24番人気）
3連単票数 計13788631 的中 ��� 19961（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．7―48．9―1：01．2―1：13．4―1：25．7―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノリッキー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．24生 牡5栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 10戦5勝 賞金 186，320，000円
［他本会外：5戦3勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコパノリッキー号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02048 1月25日 晴 良 （27中京1）第4日 第12競走 ��
��1，400�

い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．1．25以降27．1．18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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 エイシンヴァラー 牡4鹿 54 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494＋ 41：24．1 57．9�
24 ミッキーアップル 牝5鹿 53 勝浦 正樹野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 486± 01：24．63 6．0�
816 ゴールドシェンロン 牡4栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 462＋ 2 〃 クビ 11．5�
59 キングズウェザー 牡5栗 55 武 豊松本 好雄氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 506－ 41：24．81� 3．0�
36 リバーソウル 牡4黒鹿54 小牧 太林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：25．01� 12．0�
23 アルスマルカート 牡7栗 53 中谷 雄太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 480＋ 4 〃 ハナ 258．4	
713 ヴィンテージイヤー 牡6鹿 56 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B518－ 21：25．1クビ 14．6

611 アイアムナチュラル 牡4鹿 54 秋山真一郎堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 514－ 4 〃 クビ 28．7�
510 ガ ン ジ ー 牡4栗 55 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 500＋ 21：25．2クビ 4．4�
815 セフティーエムアイ 牡4鹿 54 藤岡 康太池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 470－ 6 〃 ハナ 47．7
12 スリータイタン 	6黒鹿54 津村 明秀永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 458－ 61：25．41� 28．3�
35 マイネオレンジ 牝5栗 52 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：25．61� 15．7�
47 シニスタークイーン 牝6黒鹿50 城戸 義政�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 462＋ 41：25．91
 244．0�
11 � コリンブレッセ 牡6鹿 54 D．バルジュー 林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 512＋ 81：26．0
 17．5�
（伊）

48 ダイワスパンキー 牡6栗 55 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 528＋161：26．53 29．3�
612� サ オ ト メ 牝4鹿 52 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 浦河日成牧場 428－ 21：26．71� 42．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，920，900円 複勝： 68，664，000円 枠連： 35，317，200円
馬連： 121，406，100円 馬単： 59，863，300円 ワイド： 60，557，600円
3連複： 160，487，100円 3連単： 247，284，000円 計： 806，500，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，790円 複 勝 � 1，540円 � 220円 � 350円 枠 連（2－7） 3，610円

馬 連 �� 18，250円 馬 単 �� 42，670円

ワ イ ド �� 5，670円 �� 7，370円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 78，210円 3 連 単 ��� 607，730円

票 数

単勝票数 計 529209 的中 � 7310（14番人気）
複勝票数 計 686640 的中 � 9669（14番人気）� 95875（3番人気）� 51168（5番人気）
枠連票数 計 353172 的中 （2－7） 7564（14番人気）
馬連票数 計1214061 的中 �� 5153（58番人気）
馬単票数 計 598633 的中 �� 1052（132番人気）
ワイド票数 計 605576 的中 �� 2728（61番人気）�� 2095（71番人気）�� 9138（17番人気）
3連複票数 計1604871 的中 ��� 1539（214番人気）
3連単票数 計2472840 的中 ��� 295（1430番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．7―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンヴァラー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．12．14 阪神1着

2011．5．12生 牡4鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 5戦3勝 賞金 27，892，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ツヨシノブルーム号・トップオブザヘヴン号
※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。

３レース目



（27中京1）第4日 1月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 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

253，630，000円
4，940，000円
2，690，000円
23，310，000円
66，902，500円
5，914，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
376，392，300円
487，625，000円
250，466，700円
987，569，000円
542，769，200円
461，471，900円
1，335，937，900円
2，436，703，800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 6，878，935，800円

総入場人員 16，890名 （有料入場人員 15，998名）



平成27年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 707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

789，580，000円
4，200，000円
20，820，000円
7，660，000円
71，750，000円
251，108，500円
23，424，600円
6，787，200円

勝馬投票券売得金
1，133，350，200円
1，567，608，400円
733，741，600円
2，620，250，300円
1，488，075，000円
1，308，104，500円
3，514，116，000円
6，018，976，500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 18，384，222，500円

総入場延人員 45，795名 （有料入場延人員 42，929名）
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