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02025 1月23日 曇 稍重 （28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

24 ボンナヴァン 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 534＋ 41：56．6 2．8�

510 タマモアルム 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 506－ 4 〃 クビ 18．2�
11 カレンコマンドール 牡3鹿 56 F．ヴェロン鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 470＋121：57．13 4．3�

（仏）

815 シゲルクロダイ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 486－ 61：57．31� 4．5�
35 ウインウェルス 牡3栗 56 国分 恭介�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 502－ 41：58．04 221．7�
36 ヤマタケジャイアン �3芦 56 勝浦 正樹山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B456－ 81：58．1� 72．9	
713 ダイメイキング 牡3鹿 56 伊藤 工真宮本 孝一氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 480± 01：58．2クビ 125．2

612 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：58．41� 12．0�
59 ダンツブルース 牡3黒鹿56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 浦河 藤春 修二 484± 0 〃 ハナ 186．5�
23 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 丸山 元気窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 21：58．5クビ 16．0
48 カフジプリンス 牡3栗 56 川須 栄彦加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B512± 01：58．6� 8．3�
12 コスモタウルス 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：58．91� 25．6�
47 トウケイイダテン 牡3鹿 56

54 △�島 克駿木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 470＋ 21：59．32� 53．3�
816 ロードディロング 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 日高 道見牧場 532＋102：00．15 171．0�
714 ディープロワイヤル 牡3鹿 56

54 △城戸 義政深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 42：00．63 47．7�
611 オースミマルス 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 462± 02：02．4大差 53．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，246，800円 複勝： 24，167，900円 枠連： 7，923，200円
馬連： 32，941，700円 馬単： 16，809，700円 ワイド： 20，501，300円
3連複： 44，967，000円 3連単： 57，048，500円 計： 219，606，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 490円 � 150円 枠 連（2－5） 3，140円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 400円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 35，440円

票 数

単勝票数 計 152468 的中 � 42386（1番人気）
複勝票数 計 241679 的中 � 54273（1番人気）� 8527（7番人気）� 46770（2番人気）
枠連票数 計 79232 的中 （2－5） 1951（12番人気）
馬連票数 計 329417 的中 �� 5481（14番人気）
馬単票数 計 168097 的中 �� 2104（22番人気）
ワイド票数 計 205013 的中 �� 3174（16番人気）�� 14413（2番人気）�� 3075（18番人気）
3連複票数 計 449670 的中 ��� 4360（24番人気）
3連単票数 計 570485 的中 ��� 1167（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―38．4―51．9―1：05．2―1：18．5―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4F51．4―3F38．1
1
3
1，10，11（3，4，15）（2，8，14）（6，7）－5（9，13）－12－16
1（10，11）（3，4，15）（8，14，7）（2，6）（9，13，5）－（16，12）

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

勝馬の
紹 介

ボンナヴァン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．9．6 小倉3着

2013．1．20生 牡3鹿 母 シナノネージュ 母母 コードネーム 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 オースミマルス号の調教師加藤敬二は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オースミマルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月23日まで平地競

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

02026 1月23日 曇 稍重 （28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）

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

11 ビリケンラッシュ 牡3鹿 56 松山 弘平市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 浦河 谷川牧場 500－121：26．7 3．2�

47 テンプルツリー 牝3鹿 54 吉田 隼人山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 434＋ 21：26．8� 2．9�
612 ビークイック 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 462－ 81：26．9� 51．4�
816 ホウオウレックス 牡3鹿 56 西田雄一郎小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 526＋161：27．22 19．1�
23 キャプテンブレイズ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 笹島 政信 498－121：28．15 14．3	
510 ルナマティーノ 牝3鹿 54 丹内 祐次赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 446－201：28．2� 31．0

36 ララパルーザ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 524－ 21：28．62� 9．4�
24 エイコオレクレール 牝3鹿 54 丸山 元気木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 442－ 8 〃 アタマ 309．1�
48 ヘイハチハピネス 牝3鹿 54 中井 裕二伊藤 貴憲氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 430－121：28．7� 21．4
713 サカジロチュウオー 牡3鹿 56

54 △城戸 義政ロイヤルパーク 坂口 正則 日高 幾千世牧場 472＋10 〃 ハナ 74．5�
35 トータルビクトリー 牡3鹿 56 勝浦 正樹�明栄商事 小野 次郎 平取 稲原牧場 478＋ 21：28．91 22．5�
815 ラインスラッガー 牡3鹿 56 川須 栄彦大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 472－ 61：29．11 20．0�
12 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿56 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：29．31� 46．8�
714 グロウインザダーク �3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 474＋ 61：29．51 10．8�
611 ビレッジエンパイア 牡3鹿 56 松田 大作村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 466－161：29．6� 39．5�
59 ノアシャトル 牡3栗 56 幸 英明佐山 公男氏 天間 昭一 苫小牧 藤澤 昭勝 518＋ 81：29．81� 39．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，873，800円 複勝： 20，215，300円 枠連： 8，587，700円
馬連： 26，542，000円 馬単： 13，862，700円 ワイド： 19，032，000円
3連複： 40，249，400円 3連単： 44，951，900円 計： 187，314，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 700円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，110円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 21，720円

票 数

単勝票数 計 138738 的中 � 34102（2番人気）
複勝票数 計 202153 的中 � 48275（1番人気）� 45067（2番人気）� 4487（13番人気）
枠連票数 計 85877 的中 （1－4） 13996（1番人気）
馬連票数 計 265420 的中 �� 40910（1番人気）
馬単票数 計 138627 的中 �� 11815（1番人気）
ワイド票数 計 190320 的中 �� 26829（1番人気）�� 2024（26番人気）�� 1547（34番人気）
3連複票数 計 402494 的中 ��� 4254（13番人気）
3連単票数 計 449519 的中 ��� 1500（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―47．1―1：00．1―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．6
3 ・（7，15）－（1，9，14）－（2，6，11）（4，3，16）－5（10，8）－12－13 4 7，15，1（9，14）－（2，11）（4，6，16）3（5，10）－8，12－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビリケンラッシュ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Mutakddim デビュー 2015．10．3 阪神9着

2013．3．19生 牡3鹿 母 ランブルジャンヌ 母母 レ ス ト レ ス 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 キャプテンブレイズ号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 フジクイーン号
（非抽選馬） 1頭 ダンツチェック号

第１回 中京競馬 第３日



02027 1月23日 曇 稍重 （28中京1）第3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

510� ゼ ア ミ 牡5芦 57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Barnett Sta-
bles LLC 558－ 21：12．4 1．8�

612� フライングニンバス 牝4鹿 54
52 △	島 克駿橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 504± 0 〃 ハナ 4．2�
611
 メイショウアバラガ 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 516－ 81：12．61� 26．0�
816 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 長岡 禎仁岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 440＋ 21：13．13 40．5�
48 � アヴェーヌモン 牡4鹿 56 F．ヴェロン加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 544＋ 61：13．2� 5．8�
（仏）

23 ハリケーンリリー 5鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 508－ 6 〃 ハナ 72．5	
59 ハンサムザムライ 牡6芦 57 西田雄一郎スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 482＋121：13．3クビ 49．8

36 コパノチャールズ 牡4栗 56

54 △加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 500＋121：13．4� 39．5�
11 
 アシドベリー 牝4鹿 54

53 ☆岩崎 翼�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 452＋ 41：13．5� 115．6�
714 ニューエディション 牝4黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋261：13．6クビ 11．3
12 
 シゲルノマオイ 牡4栗 56 菱田 裕二森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 492＋ 41：14．13 18．7�
35 サトノハーデス 牡4鹿 56

54 △城戸 義政里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 488＋261：14．2� 110．1�
24 キングアンドクイン 牝4黒鹿 54

51 ▲木幡 初也山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 474－221：14．51� 158．9�
713 ヤマタケマツリ 牝4鹿 54 横山 和生山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 81：14．71� 352．1�
815
 ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 56 熊沢 重文中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 486＋10 〃 ハナ 714．2�
47 �
 ウエスタンパレス 牡6鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 和田 雄二 米 Dr. Masa-

take Iida 542－181：14．8クビ 333．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，837，600円 複勝： 57，483，700円 枠連： 8，345，400円
馬連： 33，490，000円 馬単： 21，064，600円 ワイド： 22，643，000円
3連複： 50，019，900円 3連単： 77，613，100円 計： 289，497，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 320円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 670円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 4，020円

票 数

単勝票数 計 188376 的中 � 82367（1番人気）
複勝票数 計 574837 的中 � 384109（1番人気）� 57137（2番人気）� 13105（6番人気）
枠連票数 計 83454 的中 （5－6） 22656（1番人気）
馬連票数 計 334900 的中 �� 89435（1番人気）
馬単票数 計 210646 的中 �� 37431（1番人気）
ワイド票数 計 226430 的中 �� 50722（1番人気）�� 7093（6番人気）�� 4898（10番人気）
3連複票数 計 500199 的中 ��� 22752（2番人気）
3連単票数 計 776131 的中 ��� 13996（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．3―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．3―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゼ ア ミ �
�
父 Zensational �

�
母父 Grand Slam デビュー 2013．10．27 京都2着

2011．3．27生 牡5芦 母 Turtle Creek Babe 母母 Cyclorama 6戦2勝 賞金 19，900，000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。

02028 1月23日 曇 稍重 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

11 ハクサンゲイン 牡4栗 59 金子 光希篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 462＋ 83：19．7 7．8�
712 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 498＋ 23：19．91� 20．0�
33 ローレルソラン 牡8鹿 60 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 470＋103：20．11� 13．9�
46 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 462＋123：20．42 4．0�
711 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 456± 03：21．03� 8．5�
814 ナッハフォルガー �5青鹿60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 484± 03：21．42� 3．1	
610� エクセレントミノル 牡5鹿 60 小野寺祐太吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484＋103：22．67 48．7

69 ワンダーアベニール 牡6鹿 60 西谷 誠山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 500－ 4 〃 クビ 20．6�
813 ピュアソルジャー 牡6鹿 60 高野 和馬鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 488＋123：22．91� 5．4�
57 クラウンジューン 牡4鹿 59 草野 太郎�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 468＋ 23：23．96 158．0
34 � ワイルドジーク 牡5栗 60 上野 翔ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 460－ 43：24．11� 79．8�
45 � クリノチョモラーリ 牝6栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 484＋ 63：25．37 152．0�
58 コスモトゥルーラヴ 牡7鹿 60 原田 和真 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 500－ 23：27．6大差 61．0�
22 サトノシーザー 牡7青 60 五十嵐雄祐里見 治氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 528± 03：29．4大差 37．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，089，800円 複勝： 14，643，000円 枠連： 8，587，000円
馬連： 22，325，300円 馬単： 13，124，400円 ワイド： 13，773，300円
3連複： 35，814，600円 3連単： 45，426，200円 計： 165，783，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 480円 � 710円 枠 連（1－7） 2，320円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 9，250円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，550円 �� 4，410円

3 連 複 ��� 29，290円 3 連 単 ��� 147，680円

票 数

単勝票数 計 120898 的中 � 12275（4番人気）
複勝票数 計 146430 的中 � 16314（4番人気）� 7798（7番人気）� 4947（8番人気）
枠連票数 計 85870 的中 （1－7） 2862（9番人気）
馬連票数 計 223253 的中 �� 3379（18番人気）
馬単票数 計 131244 的中 �� 1063（33番人気）
ワイド票数 計 137733 的中 �� 2200（17番人気）�� 1389（25番人気）�� 794（39番人気）
3連複票数 計 358146 的中 ��� 917（76番人気）
3連単票数 計 454262 的中 ��� 223（402番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．7－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハクサンゲイン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Montbrook デビュー 2015．1．25 中山4着

2012．4．2生 牡4栗 母 ローモンドガール 母母 Lomond Aid 障害：5戦1勝 賞金 10，300，000円
※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 ラガーギアチェンジ号



02029 1月23日 曇 稍重 （28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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：39．5良

711 カ ウ ウ ェ ラ 牡6青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 468－ 23：43．1 9．8�
33 ワールドマッチ 牡5栗 60 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 504＋243：43．41� 34．4�
45 カシマシンセイ 牡7鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 522＋12 〃 アタマ 23．3�
69 マイネルアダマス 牡7鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 436± 0 〃 アタマ 2．9�
58 ユキノスライダー 牡6栗 60 難波 剛健遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 454＋ 83：43．61� 8．9	
34 ウインアーマー 牡4栗 59 熊沢 重文�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 43：43．7� 7．3

46 � トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 474－ 63：43．8クビ 53．3�
610 ニジブルーム 牡8芦 61 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 ハナ 5．4
22 タガノグーフォ 	7黒鹿60 平沢 健治八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 八木牧場 484＋ 4 〃 アタマ 5．4�
712 クラウンデピュティ 牡5芦 60 金子 光希矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 508± 03：44．11� 90．5�
11 トニーポケット 牡7鹿 60 黒岩 悠藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B482＋ 23：44．31� 32．5�
814 グリッターウイング 牡9栗 60 森 一馬吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 534＋143：44．93� 26．5�
813 タ ピ エ ス 牡4鹿 59 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 488＋ 83：46．49 40．6�
57 � アラビアンドラゴン 	6芦 60 白浜 雄造吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 432＋ 43：47．57 213．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，037，200円 複勝： 19，117，200円 枠連： 9，118，700円
馬連： 24，595，300円 馬単： 15，269，900円 ワイド： 17，055，000円
3連複： 41，043，000円 3連単： 53，087，200円 計： 192，323，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 400円 � 640円 � 860円 枠 連（3－7） 2，910円

馬 連 �� 18，250円 馬 単 �� 26，750円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 2，800円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 85，260円 3 連 単 ��� 413，850円

票 数

単勝票数 計 130372 的中 � 10618（6番人気）
複勝票数 計 191172 的中 � 13550（6番人気）� 7804（7番人気）� 5551（9番人気）
枠連票数 計 91187 的中 （3－7） 2425（12番人気）
馬連票数 計 245953 的中 �� 1044（49番人気）
馬単票数 計 152699 的中 �� 428（86番人気）
ワイド票数 計 170550 的中 �� 1203（44番人気）�� 1580（33番人気）�� 884（52番人気）
3連複票数 計 410430 的中 ��� 361（186番人気）
3連単票数 計 530872 的中 ��� 93（938番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．6－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ウ ウ ェ ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．11 東京6着

2010．3．23生 牡6青鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン 障害：8戦2勝 賞金 28，940，000円

02030 1月23日 曇 稍重 （28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）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

79 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 444＋161：55．1 8．4�

44 クライミングローズ 牝4青鹿54 藤岡 康太前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B428－ 4 〃 クビ 13．0�

68 エーティーロゼッタ 牝4鹿 54 F．ヴェロン荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 486＋ 21：55．31� 3．9�
（仏）

55 オトメチャン 牝4鹿 54
52 △伴 啓太�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 504－ 41：55．4� 6．3�

33 � バイオレットフィズ 牝4黒鹿 54
52 △城戸 義政中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 434－ 41：55．72 3．6�

710 カノンブルー 牝4鹿 54 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 450＋ 21：56．23 64．9	
67 � メイショウウケヅキ 牝5鹿 55

53 △加藤 祥太松本 好雄氏 松下 武士 浦河 赤田牧場 466＋ 41：56．3� 76．4

11 ノーブルガイア 牝7黒鹿55 松田 大作菅波立知子氏 土田 稔 日高 富川田中牧場 448± 0 〃 クビ 68．0�
22 タマノベレッツァ 牝4黒鹿 54

52 △	島 克駿玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 470＋221：56．4� 11．9�
811� グレイスビクトリア 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 456± 01：56．61 239．6
56 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：57．23� 57．1�
812 メイショウブーケ 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470＋ 6 〃 クビ 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，944，700円 複勝： 25，155，000円 枠連： 6，426，500円
馬連： 29，614，300円 馬単： 17，108，400円 ワイド： 19，153，000円
3連複： 39，214，300円 3連単： 55，463，000円 計： 210，079，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 420円 � 190円 枠 連（4－7） 5，000円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 580円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 8，220円 3 連 単 ��� 54，480円

票 数

単勝票数 計 179447 的中 � 17068（5番人気）
複勝票数 計 251550 的中 � 26483（5番人気）� 13476（7番人気）� 38886（3番人気）
枠連票数 計 64265 的中 （4－7） 996（20番人気）
馬連票数 計 296143 的中 �� 4234（20番人気）
馬単票数 計 171084 的中 �� 1433（37番人気）
ワイド票数 計 191530 的中 �� 2919（20番人気）�� 9031（8番人気）�� 3466（18番人気）
3連複票数 計 392143 的中 ��� 3575（28番人気）
3連単票数 計 554630 的中 ��� 738（190番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―13．8―14．0―12．3―12．6―12．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．6―52．6―1：04．9―1：17．5―1：30．3―1：42．4

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

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

勝馬の
紹 介

ビ ス カ リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Gilded Time デビュー 2014．10．5 阪神2着

2012．4．24生 牝4鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 13戦2勝 賞金 21，300，000円
〔制裁〕 エーティーロゼッタ号の騎手F．ヴェロンは，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02031 1月23日 曇 稍重 （28中京1）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時15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
1：20．0
1：19．0

良
良

47 ワンアフター 牡3栗 56 国分 恭介薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 458＋161：22．7 82．8�
510 ピッツバーグ 牡3鹿 56 F．ヴェロン�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 490－ 41：22．91� 3．0�

（仏）

715 ミスズスター 牡3鹿 56
54 △加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 454＋ 61：23．11� 2．4�

817 タカイチモン 牝3青鹿 54
52 △城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 424－ 21：23．2� 11．5�

24 テ ィ ノ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 394＋ 61：23．41	 50．3�
612 トウシンゼファー 牡3鹿 56 菱田 裕二�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 488＋10 〃 クビ 56．9	
35 クニサキゴメスタア 牝3栗 54

52 △
島 克駿國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 456＋ 8 〃 アタマ 56．2

36 レーヌユニヴェール 牝3鹿 54

52 △伴 啓太田中 純一氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 438－ 21：23．5	 223．7�
714 チェイスダウン 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 464－ 21：23．71� 10．0�
816 オーミポルカ 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 468＋ 41：23．91 13．0
48 スリーミュージアム 牡3鹿 56 中谷 雄太永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 420＋ 41：24．11	 42．1�
12 アンデンモント 牡3鹿 56 幸 英明 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 B460＋ 81：24．31 18．0�
23 ハトマークレディ 牝3鹿 54 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 394－ 61：24．51� 12．7�
11 マイネルアウトラン 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 4 〃 アタマ 138．4�
611 スーパーエメラルド 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 豊洋牧場 404－ 41：25．13	 331．2�
713 ヘッドストロング 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 41：25．42 139．7�
59 ビットロブスト 牡3栗 56 森 一馬馬場 祥晃氏 西村 真幸 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 434－ 61：26．25 290．2�
818 ワンダフルアース 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 440－ 41：26．62	 290．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，109，400円 複勝： 23，913，400円 枠連： 10，835，000円
馬連： 33，183，100円 馬単： 19，394，100円 ワイド： 21，354，300円
3連複： 46，957，900円 3連単： 68，789，300円 計： 240，536，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，280円 複 勝 � 1，160円 � 130円 � 120円 枠 連（4－5） 4，170円

馬 連 �� 13，910円 馬 単 �� 41，080円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 2，410円 �� 170円

3 連 複 ��� 8，520円 3 連 単 ��� 115，170円

票 数

単勝票数 計 161094 的中 � 1555（12番人気）
複勝票数 計 239134 的中 � 2884（12番人気）� 52728（2番人気）� 65849（1番人気）
枠連票数 計 108350 的中 （4－5） 2009（13番人気）
馬連票数 計 331831 的中 �� 1848（31番人気）
馬単票数 計 193941 的中 �� 354（79番人気）
ワイド票数 計 213543 的中 �� 1358（33番人気）�� 1841（27番人気）�� 43924（1番人気）
3連複票数 計 469579 的中 ��� 4132（22番人気）
3連単票数 計 687893 的中 ��� 433（291番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．4―12．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―47．1―59．7―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 13，16（3，15，17）（10，18）（8，14）11（1，9，4）6（2，7）5，12 4 13，16，3，17（8，15，10）18（1，11，14）（2，9，6，4）7（5，12）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ワンアフター �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．8．9 小倉11着

2013．4．3生 牡3栗 母 エキゾチックエレガンス 母母 Exotic Wood 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サルドナ号
（非抽選馬） 1頭 ショーストーム号
※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。

02032 1月23日 曇 稍重 （28中京1）第3日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13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 7，000，000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

46 チ ャ オ �5芦 57 杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 458± 02：01．2 11．4�

34 ゲンパチケンザン 牡5栗 57 勝浦 正樹平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 516－ 6 〃 アタマ 17．7�
712 コアプライド 牡4鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋102：01．3� 4．7�
610 ラインフェルス 牡4栗 56 丸山 元気村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 82：01．72� 2．4�
69 キングルアウ 牡4鹿 56 北村 友一 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B498－ 42：01．91	 15．1	
58 シーサイドバウンド �5芦 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．0� 8．5

57 サトノバリアント 牡5鹿 57 F．ヴェロン里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 62：02．42� 4．3�

（仏）

814 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B480－142：02．6� 74．6�
813
 リッカシェクル �7鹿 57 熊沢 重文立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 416－122：02．7� 187．6
45 
 クラウンビュレット 牡6鹿 57

55 △伴 啓太矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 松田牧場 484＋122：03．01� 149．2�
711 オーマイホース 牡4鹿 56

54 △加藤 祥太髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 472－ 22：03．21� 98．5�
22 デルマカマイタチ 牡6黒鹿57 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B508－ 22：04．47 94．7�
33 
 エムオーハンター 牡4栗 56 丹内 祐次大浅 貢氏 黒岩 陽一 新冠 村田牧場 498± 02：07．4大差 76．9�
11 
 テイエムキュアオウ 牡4栗 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 492－112：07．5クビ 101．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，901，900円 複勝： 20，325，000円 枠連： 9，947，900円
馬連： 28，769，100円 馬単： 16，832，900円 ワイド： 16，806，700円
3連複： 36，480，400円 3連単： 55，217，700円 計： 203，281，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 250円 � 330円 � 230円 枠 連（3－4） 2，430円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 9，370円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，170円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 68，660円

票 数

単勝票数 計 189019 的中 � 13260（5番人気）
複勝票数 計 203250 的中 � 21342（5番人気）� 14743（6番人気）� 24454（4番人気）
枠連票数 計 99479 的中 （3－4） 3167（12番人気）
馬連票数 計 287691 的中 �� 5579（17番人気）
馬単票数 計 168329 的中 �� 1347（37番人気）
ワイド票数 計 168067 的中 �� 3844（14番人気）�� 3697（15番人気）�� 3265（18番人気）
3連複票数 計 364804 的中 ��� 2948（31番人気）
3連単票数 計 552177 的中 ��� 583（210番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―12．1―14．0―13．3―12．5―12．3―12．7―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．2―45．2―58．5―1：11．0―1：23．3―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

チ ャ オ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．3．8 中山1着

2011．4．27生 �5芦 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 16戦3勝 賞金 22，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオーハンター号・テイエムキュアオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年2月23日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02033 1月23日 曇 稍重 （28中京1）第3日 第9競走 ��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

714 シュヴァリエ 牝5栗 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 458＋ 81：36．6 23．0�

612 ド ル メ ロ 牡4黒鹿56 北村 友一�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 462－121：36．7� 13．5�
36 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿 55

53 △�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 482＋ 81：36．8� 6．5�

713� シークレットベース 牝8鹿 55 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 448± 0 〃 アタマ 22．5�
11 モンテエベレスト 	6青鹿57 吉田 隼人毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋ 61：37．01� 3．0�
23 ダイワブレイディ 	6芦 57

55 △伴 啓太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508＋ 81：37．1
 8．1	
816 スカーレットデビル 牡4鹿 56 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 18．1

24 イ オ ラ ニ 	5黒鹿 57

55 △加藤 祥太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 4 〃 ハナ 21．8�

48 � トスカニーニ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 462＋ 61：37．31 185．6�
815 フォーワンタイキ 牡4栗 56 松田 大作川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 464± 0 〃 クビ 10．8
510 スズトラッド 牡5鹿 57 中井 裕二森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 490－ 21：37．4� 108．3�
47 オ ル ロ フ 牡4黒鹿56 幸 英明寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522＋161：37．5クビ 11．5�
12 ザハッピエスト 牝4鹿 54 F．ヴェロン吉田 晴哉氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 402＋ 4 〃 クビ 6．4�

（仏）

35 ファイナルブロー 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 432＋101：38．03 61．0�

611 テイエムジョウネツ 牝4黒鹿54 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 430－ 41：38．42� 86．0�
59 バイオレットムーン 牡6栗 57 畑端 省吾池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 526± 01：38．5� 235．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，496，100円 複勝： 25，082，400円 枠連： 13，353，900円
馬連： 38，420，700円 馬単： 18，891，000円 ワイド： 24，030，100円
3連複： 55，695，400円 3連単： 70，511，300円 計： 265，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 550円 � 370円 � 300円 枠 連（6－7） 3，870円

馬 連 �� 11，430円 馬 単 �� 24，470円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 2，150円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 27，170円 3 連 単 ��� 180，630円

票 数

単勝票数 計 194961 的中 � 6781（11番人気）
複勝票数 計 250824 的中 � 11159（11番人気）� 17754（6番人気）� 23574（3番人気）
枠連票数 計 133539 的中 （6－7） 2668（18番人気）
馬連票数 計 384207 的中 �� 2605（51番人気）
馬単票数 計 188910 的中 �� 579（103番人気）
ワイド票数 計 240301 的中 �� 1714（54番人気）�� 2883（33番人気）�� 4001（18番人気）
3連複票数 計 556954 的中 ��� 1537（111番人気）
3連単票数 計 705113 的中 ��� 283（697番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―12．4―12．1―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．7―50．1―1：02．2―1：13．7―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

シュヴァリエ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2013．6．15 函館2着

2011．3．21生 牝5栗 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル 23戦2勝 賞金 26，064，000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。

02034 1月23日 小雪 稍重 （28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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

713 ペイシャフェリシタ 牝3黒鹿54 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 474± 01：22．0 13．8�
23 � ウメマツサクラ 牝3鹿 54 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 450＋ 61：22．42� 15．6�
35 クラウンスカイ 牡3青鹿56 横山 和生�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 448＋ 81：22．61	 46．8�
47 サクレメジャー 牡3栗 56 松山 弘平 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B518－ 41：22．7
 56．3�
815� リ ッ ジ マ ン 牡3鹿 56 加藤 祥太�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 434± 01：22．8
 12．4	
712 フリームーヴメント 牡3栗 56 菱田 裕二ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 444± 0 〃 ハナ 8．5

34 キンシロケット 牡3鹿 56 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 474＋10 〃 クビ 58．4�
11 ハートイズハート 牡3栗 56 松田 大作北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 464＋ 21：22．9� 18．7�
22 レッドカーペット 牡3栗 56 川須 栄彦 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋181：23．32� 4．0
59 ク ラ イ シ ス 牡3鹿 56 幸 英明前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：23．4
 9．8�
611� バーバリライオン 牡3鹿 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 470＋ 61：23．61	 161．2�
814 ウォーターミリオン 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 436＋ 21：24．02� 54．9�
58 ショウナンアヴィド 牡3青鹿56 藤岡 康太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 482－ 61：24．1
 2．6�
46 マイネルパッセ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 450＋101：24．41
 50．8�
610 フ ェ イ ス 牡3栗 56 F．ヴェロン 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 白井牧場 480＋ 41：24．93 26．4�
（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，840，700円 複勝： 40，564，300円 枠連： 18，575，000円
馬連： 64，509，900円 馬単： 31，918，900円 ワイド： 37，325，000円
3連複： 87，602，300円 3連単： 126，377，100円 計： 437，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 410円 � 560円 � 810円 枠 連（2－7） 920円

馬 連 �� 12，390円 馬 単 �� 25，440円

ワ イ ド �� 3，430円 �� 9，080円 �� 9，020円

3 連 複 ��� 124，190円 3 連 単 ��� 864，370円

票 数

単勝票数 計 308407 的中 � 17759（6番人気）
複勝票数 計 405643 的中 � 27622（5番人気）� 19016（7番人気）� 12577（10番人気）
枠連票数 計 185750 的中 （2－7） 15514（3番人気）
馬連票数 計 645099 的中 �� 4035（39番人気）
馬単票数 計 319189 的中 �� 941（78番人気）
ワイド票数 計 373250 的中 �� 2830（39番人気）�� 1056（75番人気）�� 1063（73番人気）
3連複票数 計 876023 的中 ��� 529（247番人気）
3連単票数 計1263771 的中 ��� 106（1524番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝3黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 7戦2勝 賞金 14，229，000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。



02035 1月23日 小雪 稍重 （28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；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

中京スポニチ賞（1着）
賞 品

本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

57 デビルズハーツ 牡6鹿 57 中谷 雄太安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 486－102：00．4 17．5�
46 スマートラファエル 牡7黒鹿57 F．ヴェロン大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 クビ 3．6�

（仏）

11 オーサムレジェンド 牡4栗 56 松田 大作 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 22：00．93 3．9�
712 ヒ ム カ 牝5栗 55 幸 英明�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 ハナ 7．4�
22 � ヤマカツポセイドン 牡7黒鹿57 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 478± 02：01．21	 16．0	
813 ハーストイーグル 牡6鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 510＋ 42：01．51	 10．8

33 マッシヴヒーロー 牡7鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 468－ 2 〃 ハナ 12．0�
711 フジインザスカイ 牝5鹿 55 丸山 元気藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460－ 6 〃 クビ 38．6�
610
 シンクヴェトリル 牡7鹿 57 川須 栄彦�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 564＋ 22：01．6� 51．3
45 ショウリノウタゲ 牝6鹿 55 吉田 隼人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 520－ 82：01．7	 32．9�
34 ル ア ノ ヴ ァ 牝5鹿 55 田中 博康�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416－ 22：01．8� 86．1�
69 � ヤマカツティラノ 牡7鹿 57 藤岡 康太山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 492＋ 62：01．9� 124．3�
814� ビーチブレイブ 牡6芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B504－ 22：02．0クビ 6．6�
58 クラウディオス 6栗 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 アタマ 20．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，471，100円 複勝： 54，702，700円 枠連： 34，547，700円
馬連： 143，202，300円 馬単： 61，747，500円 ワイド： 65，709，400円
3連複： 208，181，700円 3連単： 295，359，700円 計： 901，922，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 320円 � 150円 � 170円 枠 連（4－5） 1，450円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 7，170円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，330円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 384711 的中 � 17519（8番人気）
複勝票数 計 547027 的中 � 33625（8番人気）� 112755（1番人気）� 90846（2番人気）
枠連票数 計 345477 的中 （4－5） 18448（6番人気）
馬連票数 計1432023 的中 �� 39390（11番人気）
馬単票数 計 617475 的中 �� 6455（32番人気）
ワイド票数 計 657094 的中 �� 19594（8番人気）�� 11759（19番人気）�� 51827（1番人気）
3連複票数 計2081817 的中 ��� 45764（6番人気）
3連単票数 計2953597 的中 ��� 7629（72番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．5―44．2―57．4―1：09．9―1：22．1―1：34．7―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デビルズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．3．10 阪神3着

2010．4．29生 牡6鹿 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 21戦3勝 賞金 43，846，000円
〔制裁〕 デビルズハーツ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・

9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02036 1月23日 曇 稍重 （28中京1）第3日 第12競走 ��2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走16時00分 （芝・左）

牝，4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

610� アンジュドボヌール 牝5栗 55 加藤 祥太杉山 忠国氏 伊藤 大士 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 498＋ 32：02．2 97．5�

712 リッチガール 牝4栗 54 幸 英明吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 82：02．3� 6．6�

814 テイエムフタエマル 牝4鹿 54 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 464－ 6 〃 クビ 32．1�
813 ゴールドエッセンス 牝4鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 416± 02：02．4� 25．3�
22 ティックルゴールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 0 〃 クビ 5．7�
34 サトノシャルマン 牝4鹿 54 松田 大作里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480－ 6 〃 ハナ 3．9	
11 クィーンチャーム 牝4黒鹿54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 436－ 62：02．5� 10．6

711 マラムデール 牝5栗 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 8．5�
33 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448± 02：02．6クビ 15．7�
46 アドマイヤアロマ 牝5栗 55 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 442－ 22：03．13 45．6
57 アプリコットベリー 牝4青鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400＋102：03．2� 15．9�
58 ミューラルクラウン 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム和田正一郎 千歳 社台ファーム 476－ 82：03．94 93．4�
69 センセーション 牝5鹿 55 F．ヴェロン田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B480± 02：04．21	 5．4�

（仏）

45 ベ ル メ ー ル 牝4鹿 54 丸山 元気畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 508＋142：04．73 25．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，384，500円 複勝： 47，101，800円 枠連： 22，412，800円
馬連： 83，647，100円 馬単： 35，800，000円 ワイド： 45，423，300円
3連複： 114，441，000円 3連単： 158，720，300円 計： 539，930，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，750円 複 勝 � 2，700円 � 280円 � 800円 枠 連（6－7） 1，080円

馬 連 �� 46，500円 馬 単 �� 115，230円

ワ イ ド �� 14，670円 �� 25，710円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 233，870円 3 連 単 ��� 2，054，860円

票 数

単勝票数 計 323845 的中 � 2656（14番人気）
複勝票数 計 471018 的中 � 4066（14番人気）� 52121（4番人気）� 14802（11番人気）
枠連票数 計 224128 的中 （6－7） 15973（4番人気）
馬連票数 計 836471 的中 �� 1394（76番人気）
馬単票数 計 358000 的中 �� 233（158番人気）
ワイド票数 計 454233 的中 �� 794（79番人気）�� 452（88番人気）�� 4374（38番人気）
3連複票数 計1144410 的中 ��� 367（307番人気）
3連単票数 計1587203 的中 ��� 56（1998番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．2―12．4―12．4―12．5―12．6―12．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．0―48．4―1：00．8―1：13．3―1：25．9―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンジュドボヌール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム

2011．5．3生 牝5栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ 11戦1勝 賞金 13，882，000円
初出走 JRA

〔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，主として騎乗中の国名を表示している。



（28中京1）第3日 1月23日（土曜日） 曇一時雪 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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

182，840，000円
1，270，000円
4，560，000円
1，510，000円
18，240，000円
67，538，500円
6，283，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
247，233，600円
372，471，700円
158，660，800円
561，240，800円
281，824，100円
322，806，400円
800，666，900円
1，108，565，300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 3，853，469，600円

総入場人員 7，741名 （有料入場人員 6，934名）
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