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02061 1月31日 晴 重 （28中京1）第6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

611 スズカミラージュ 牡3鹿 56 中谷 雄太永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 武 牧場 B478－ 61：55．4 3．7�
36 モンストルコント 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 484± 01：56．25 13．1�
612 タガノバトラ 牝3鹿 54

52 △�島 克駿八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 416－ 61：56．51� 6．9�
510 キクノシュペール 牡3芦 56 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 476－ 41：56．6� 4．0�
47 イーグルバイオ 牡3鹿 56 丸山 元気バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 502＋181：56．81� 33．3	
713 ゴールデンゲート 牡3黒鹿56 D．バルジュー 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 504－ 4 〃 ハナ 3．6

（伊）

815 シルバーゲイル 牡3芦 56 幸 英明林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 増本 良孝 494＋ 21：57．33 61．6�
11 タイセイパートナー 牡3芦 56 酒井 学田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：57．72� 81．4�
23 ヒ ッ サ ツ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗内田 玄祥氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 460－10 〃 クビ 111．9
24 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

52 △義 英真池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 440－ 21：57．8クビ 25．7�
35 ブ ロ ン テ 牡3芦 56 伊藤 工真佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 432－ 21：58．01� 84．6�
714 コスモアントリア 牡3栗 56 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 川島牧場 460－ 4 〃 ハナ 18．9�
816 シエラヴェルデ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 494－ 41：58．21� 18．6�
48 サンナシュア 牝3芦 54 嶋田 純次加藤 信之氏 中野 栄治 新ひだか 井高牧場 468－141：59．26 115．9�
59 ベルウッドユウキ 牡3鹿 56 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 476＋ 22：00．05 231．3�
12 スリージェット 牡3栗 56 松田 大作永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 02：02．1大差 91．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，955，900円 複勝： 24，540，200円 枠連： 10，086，000円
馬連： 31，563，100円 馬単： 17，365，800円 ワイド： 22，419，300円
3連複： 49，415，600円 3連単： 61，882，200円 計： 230，228，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 340円 � 200円 枠 連（3－6） 1，960円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 640円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 36，740円

票 数

単勝票数 計 129559 的中 � 27571（2番人気）
複勝票数 計 245402 的中 � 49919（1番人気）� 14811（5番人気）� 30866（4番人気）
枠連票数 計 100860 的中 （3－6） 3969（6番人気）
馬連票数 計 315631 的中 �� 7238（12番人気）
馬単票数 計 173658 的中 �� 2304（19番人気）
ワイド票数 計 224193 的中 �� 5542（10番人気）�� 9436（5番人気）�� 2733（22番人気）
3連複票数 計 494156 的中 ��� 4769（22番人気）
3連単票数 計 618822 的中 ��� 1221（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．6―51．1―1：03．8―1：16．7―1：29．8―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

スズカミラージュ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．12．19 中京2着

2013．3．15生 牡3鹿 母 ミエノサンデー 母母 エ チ ケ ッ ト 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリージェット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月29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） 1頭 シャスールニング号
（非抽選馬） 1頭 リベレイション号
※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。

02062 1月31日 晴 重 （28中京1）第6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

24 キクノレジェ 牡3鹿 56 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 野島牧場 472－ 81：25．3 1．9�
815� アメリカンイナズマ 牡3青鹿56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B574＋201：25．51� 3．2�
816� エイシンビジョン 牡3鹿 56 松田 大作�栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

454－ 4 〃 ハナ 11．1�
11 ドンボラーレ 牡3栗 56 藤懸 貴志山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 21：26．13� 38．8�
12 � ラ ト ナ プ ラ 牝3鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 笹田 和秀 米 Bryant H.

Prentice, III 410－ 81：26．41� 49．7�
59 ニシノラディアント 牡3鹿 56 酒井 学西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494－ 61：26．82� 8．2	
47 ダッシュビーム 牡3鹿 56 丸山 元気矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 490＋141：27．75 61．6

48 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 518－ 21：27．8� 67．1�
713 マイネルゴール 牡3鹿 56 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 444＋ 21：28．01	 21．8�
23 ベルウッドタマド 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 484＋ 61：28．1� 77．3
612 グラスウォリアー 牡3芦 56 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 482－ 21：28．2� 61．1�
36 ショーオレク 牡3栗 56

54 △加藤 祥太吉冨 学氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 462＋101：28．3� 41．7�
510 ニシノディアマン 牡3鹿 56 嶋田 純次西村 亮二氏 武井 亮 新冠 森永 聡 476＋ 21：28．4クビ 236．4�
714 サンマルトゥーレ 牡3芦 56 D．バルジュー 相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 464＋ 4 〃 クビ 183．2�

（伊）

35 アーリードライヴ 牝3芦 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 484－ 81：29．67 32．8�
611 アイファーヴリル 牡3栗 56 柿原 翔中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 446＋ 81：31．4大差 132．0�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，622，700円 複勝： 30，373，800円 枠連： 10，593，200円
馬連： 37，231，500円 馬単： 21，409，100円 ワイド： 25，138，000円
3連複： 53，368，500円 3連単： 71，396，900円 計： 268，133，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（2－8） 250円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 180円 �� 410円 �� 560円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 186227 的中 � 75221（1番人気）
複勝票数 計 303738 的中 � 129935（1番人気）� 43474（2番人気）� 20012（5番人気）
枠連票数 計 105932 的中 （2－8） 32204（1番人気）
馬連票数 計 372315 的中 �� 87377（1番人気）
馬単票数 計 214091 的中 �� 28058（1番人気）
ワイド票数 計 251380 的中 �� 44752（1番人気）�� 14103（3番人気）�� 9752（6番人気）
3連複票数 計 533685 的中 ��� 41082（2番人気）
3連単票数 計 713969 的中 ��� 14278（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．1―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．2―59．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノレジェ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．10 京都2着

2013．5．20生 牡3鹿 母 エフエロッチ 母母 ロッチラヴウインク 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーヴリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月31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） 1頭 サノマル号
（非抽選馬） 1頭 メイスンスパート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 中京競馬 第６日



02063 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走10時50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

55 メイショウクローバ 牝5鹿 55
53 △義 英真松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B520＋ 61：55．5 3．7�

66 パパラヴズマンボ 牝4青鹿54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440＋ 41：55．81� 4．7�
77 ベーリングメファ 牝4栗 54 柿原 翔手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 450－ 4 〃 ハナ 3．8�

（愛知）

22 ハギノセゾン 牝5青鹿 55
53 △�島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 468－ 2 〃 クビ 12．2�

88 トウシンハンター 牝4黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 446＋ 21：56．01� 7．9	
11 スモーキーナイト 牝4鹿 54

52 △加藤 祥太市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 500＋101：56．53 8．5

44 	 バードオンアスク 牝5鹿 55 勝浦 正樹戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 490＋ 6 〃 アタマ 7．4�
89 サンレイフローラ 牝6鹿 55 松若 風馬永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 458＋ 61：56．71 31．8�
33 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 450＋ 21：57．12
 54．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，937，800円 複勝： 22，091，000円 枠連： 6，781，400円
馬連： 29，592，600円 馬単： 17，609，300円 ワイド： 18，318，500円
3連複： 41，357，500円 3連単： 72，111，100円 計： 223，799，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 159378 的中 � 34418（1番人気）
複勝票数 計 220910 的中 � 49365（1番人気）� 37264（3番人気）� 42190（2番人気）
枠連票数 計 67814 的中 （5－6） 7030（1番人気）
馬連票数 計 295926 的中 �� 34004（1番人気）
馬単票数 計 176093 的中 �� 9503（1番人気）
ワイド票数 計 183185 的中 �� 20489（1番人気）�� 17341（2番人気）�� 12745（4番人気）
3連複票数 計 413575 的中 ��� 38949（1番人気）
3連単票数 計 721111 的中 ��� 16072（1番人気）

ハロンタイム 13．6―13．0―14．7―12．8―11．8―12．3―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―26．6―41．3―54．1―1：05．9―1：18．2―1：30．7―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウクローバ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．14 京都12着

2011．4．14生 牝5鹿 母 チアズグレイス 母母 チアズフラワー 22戦3勝 賞金 26，490，000円
〔制裁〕 ベーリングメファ号の騎手柿原翔は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

02064 1月31日 晴 重 （28中京1）第6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

711 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 484＋ 23：23．1 4．9�
610 ヴィクトリースター 牡8鹿 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 486＋ 63：23．52� 4．6�
813 マコトサダイジン �5栗 60 高田 潤�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 43：23．6� 4．6�
45 クラウンフレイム 牡4鹿 59 難波 剛健�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 492＋143：24．34 80．0�
69 � エルインペレイター �6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 23：24．51	 3．0	
33 シゲルハリマ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 506－ 43：25．24 12．1

57 マイネルクレイズ 牡6黒鹿60 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 504＋243：25．94 13．8�
46 シゲルウシュウ 牡5栗 60 上野 翔森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 468＋ 23：26．11� 37．4�
34 カワキタバルク 牡7青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 488＋123：26．73� 148．8
11 ヤマニンアリエッタ 牝5黒鹿58 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 532＋ 63：27．65 16．0�
22 インスタントリー 牡4黒鹿59 山本 康志岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 474± 03：32．1大差 101．9�
58 ルミナスギャラン 牡4芦 59 金子 光希小林都美子氏 中川 公成 新ひだか 棚川 光男 448＋243：36．3大差 103．1�
814 アイアムライジング 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 540＋123：40．2大差 144．2�

（13頭）
712 サ ン セ ド ナ 牝4栗 57 蓑島 靖典加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 448－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，269，500円 複勝： 14，317，800円 枠連： 9，015，700円
馬連： 23，786，600円 馬単： 14，173，000円 ワイド： 14，787，000円
3連複： 39，259，300円 3連単： 56，030，400円 計： 184，639，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 170円 � 160円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 差引計 132695（返還計 357） 的中 � 21474（4番人気）
複勝票数 差引計 143178（返還計 257） 的中 � 24421（2番人気）� 21794（4番人気）� 23406（3番人気）
枠連票数 差引計 90157（返還計 43） 的中 （6－7） 13288（2番人気）
馬連票数 差引計 237866（返還計 1020） 的中 �� 15689（6番人気）
馬単票数 差引計 141730（返還計 874） 的中 �� 4723（10番人気）
ワイド票数 差引計 147870（返還計 749） 的中 �� 8219（6番人気）�� 10196（4番人気）�� 8224（5番人気）
3連複票数 差引計 392593（返還計 4249） 的中 ��� 18661（4番人気）
3連単票数 差引計 560304（返還計 4574） 的中 ��� 4273（26番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．7－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノダイコクテン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー 2013．11．9 京都6着

2011．3．8生 牡5栃栗 母 メガミゲラン 母母 モガミゲラン 障害：2戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走除外〕 サンセドナ号は，疾病〔右寛跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※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） 1頭 グリーティングワン号
（非抽選馬） 2頭 クリノキングムーン号・タガノレイヨネ号



02065 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第5競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

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

34 スカイパッション 牝4栗 57 平沢 健治小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 444± 03：21．7 24．7�
57 ホーカーテンペスト �7栗 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516＋103：21．8� 3．7�
11 メイショウオヤシオ �4栗 59 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 472－ 23：22．22� 1．6�
712 モリトブイコール �8栗 60 高野 和馬石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 482＋ 63：23．15 70．8�
813 セイクリッドロード �7鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 510＋ 23：23．52� 9．6�
58 アルテミシア 牝6鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 488＋ 63：24．88 30．8	
610 サクラアドニス 牡8黒鹿60 小坂 忠士
さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 472＋143：26．8大差 11．9�
46 クラウンロベルト 牡4青鹿59 上野 翔
クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 438＋ 63：29．0大差 73．5�
33 ワンパクチョウサン 牡4青鹿59 金子 光希
チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 430－ 23：29．1クビ 62．2
69 エンパイアライン 牝4黒鹿57 山本 康志 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 510＋123：30．16 29．9�
45 ペルフェクトゥス 牝5鹿 58 難波 剛健�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 490＋103：33．8大差 64．6�
814� シゲルワッショイ 牡4栗 59 草野 太郎森中 蕃氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 488＋323：34．11� 86．4�
711 ワンダーウインディ 牡4黒鹿59 田村 太雅山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 516＋103：34．31� 179．1�
22 � スズプリンセス 牝5鹿 58 小野寺祐太小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470＋103：35．79 76．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，443，900円 複勝： 23，481，700円 枠連： 9，823，100円
馬連： 25，727，800円 馬単： 21，060，500円 ワイド： 17，574，300円
3連複： 44，639，800円 3連単： 80，073，600円 計： 236，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 230円 � 140円 � 110円 枠 連（3－5） 2，900円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 13，790円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 460円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 26，880円

票 数

単勝票数 計 144439 的中 � 4660（5番人気）
複勝票数 計 234817 的中 � 11201（4番人気）� 26251（2番人気）� 132220（1番人気）
枠連票数 計 98231 的中 （3－5） 2618（10番人気）
馬連票数 計 257278 的中 �� 4406（13番人気）
馬単票数 計 210605 的中 �� 1145（31番人気）
ワイド票数 計 175743 的中 �� 3580（10番人気）�� 8733（4番人気）�� 31033（1番人気）
3連複票数 計 446398 的中 ��� 21676（3番人気）
3連単票数 計 800736 的中 ��� 2159（77番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 53．0－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スカイパッション �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．1．11 京都7着

2012．2．27生 牝4栗 母 ユ キ ノ マ イ 母母 エ ス カ ニ ア 障害：2戦1勝 賞金 7，500，000円
※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 アガスティア号・コンコード号・サニーゴールド号・スズカシャトル号・タカミル号・ビバワールド号・

ブリエアヴェニール号・マサノボーラー号

02066 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第6競走 ��1，200�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 7，000，000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

611 タマモイレブン 牡4鹿 56 D．バルジュータマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 530＋ 21：11．6 3．4�
（伊）

11 � 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 508－ 8 〃 クビ 4．6�
24 ウエスタンニンジャ 牡5栗 57 太宰 啓介西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム B472－ 61：11．92 65．3�
510 ウエスタンユーノー 牝5芦 55

53 △伴 啓太西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 486＋ 61：12．11� 12．9�
612 ワキノハガクレ 牡4黒鹿56 松若 風馬脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426－ 21：12．31� 15．9�
714 アイファーサラオー 牡4鹿 56 吉田 隼人中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 500± 01：12．51� 9．3	
816 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 横山 和生山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 550－ 2 〃 ハナ 11．5

36 アスターペニー 牝4鹿 54

52 △義 英真加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 450－ 21：13．13� 111．5�
47 � スリーエスペラント 牡6栗 57 松田 大作永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 512－ 4 〃 アタマ 58．6�
815 ツクバジャパン 牡5芦 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 小野 次郎 新ひだか 片山牧場 530－ 2 〃 アタマ 21．1
23 ザショットアロー 牡6鹿 57

54 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 514＋ 21：13．2� 14．3�
48 ゴマスリオトコ 牡4黒鹿 56

54 △加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 518＋ 21：13．3	 20．9�
59 サンアルパイン 牡4鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B498－ 61：13．5	 55．4�
713 フローラルダンサー 牝4鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 520－ 21：13．81	 6．3�
35 � ウ ー マ ン 牝4青鹿 54

52 △城戸 義政栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 474＋ 41：14．22� 66．5�
12 メイスンヴィーナス 牝4栗 54 丹内 祐次梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 478± 0 〃 アタマ 70．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，124，100円 複勝： 34，309，600円 枠連： 14，958，500円
馬連： 43，310，300円 馬単： 21，989，000円 ワイド： 30，903，200円
3連複： 66，118，300円 3連単： 77，809，500円 計： 310，522，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 150円 � 720円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，930円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 15，740円 3 連 単 ��� 57，970円

票 数

単勝票数 計 211241 的中 � 49316（1番人気）
複勝票数 計 343096 的中 � 58889（2番人気）� 75162（1番人気）� 8288（12番人気）
枠連票数 計 149585 的中 （1－6） 17631（2番人気）
馬連票数 計 433103 的中 �� 38041（1番人気）
馬単票数 計 219890 的中 �� 10979（1番人気）
ワイド票数 計 309032 的中 �� 27191（1番人気）�� 2505（36番人気）�� 2011（42番人気）
3連複票数 計 661183 的中 ��� 3150（52番人気）
3連単票数 計 778095 的中 ��� 973（168番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．9―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（15，16，14）（2，11）（10，13）（1，12）5，4（6，7）3－8，9 4 ・（15，16，14）（2，11）（10，13）1（5，12）4，7（6，3）－8，9

勝馬の
紹 介

タマモイレブン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．10．5 新潟4着

2012．3．26生 牡4鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 14戦2勝 賞金 23，654，000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 ウインネオルーラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02067 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第7競走 ��
��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

715 ミヤビエンブレム 牡3黒鹿56 幸 英明村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 492＋ 62：04．5 3．1�
24 ホットファイヤー 牡3鹿 56 高倉 稜西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 456－ 22：04．71� 4．5�
23 ネイチャーレット 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 456＋ 22：04．91� 18．9�
59 ヨ カ グ ラ 牡3栗 56 勝浦 正樹 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 490＋ 8 〃 クビ 4．3�
612 コスモシャンティ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 42：05．53� 20．7�
818 トモジャハリーフ 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 446＋ 22：05．71� 89．8	
11 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 458－ 62：05．91� 8．5

713 クラウンドリーム 牡3芦 56 杉原 誠人�クラウン 金成 貴史 新冠 ヒカル牧場 458± 02：06．11� 162．3�
12 クレッシェレ 牡3黒鹿56 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 むかわ 上水牧場 460－ 42：06．2クビ 33．2
35 ラ オ コ ー ン 牡3栗 56 D．バルジュー 前田 幸治氏 森田 直行 厚真 大川牧場 B484－ 62：06．41� 95．3�

（伊）

611 ホロスコープ 牡3鹿 56
54 △	島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋122：06．5� 28．6�
48 ブ ル ハ 牝3鹿 54 吉田 隼人前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 380－ 82：07．56 78．4�
36 マイネルコローレ 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 中本牧場 474＋ 22：07．6
 77．9�
817 トーホウカンナ 牝3黒鹿54 松若 風馬東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 416± 02：07．92 33．8�
816 ダイシンアレッタ 牡3黒鹿56 酒井 学大八木信行氏 松田 博資 日高 中原牧場 454＋102：08．11� 154．3�
510� レザニティエ 牝3鹿 54 柿原 翔吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-

bles, LLC 452－142：08．2� 91．5�
（愛知）

47 ダンデライオンマル 牡3鹿 56 嶋田 純次田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 浜口牧場 454＋ 42：14．6大差 203．1�
714 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 462－ 4 （競走中止） 10．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，934，100円 複勝： 27，857，300円 枠連： 14，867，600円
馬連： 40，102，900円 馬単： 20，220，400円 ワイド： 25，798，400円
3連複： 58，934，500円 3連単： 72，396，600円 計： 280，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 190円 � 320円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 450円 �� 980円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 計 199341 的中 � 50642（1番人気）
複勝票数 計 278573 的中 � 56706（1番人気）� 38480（3番人気）� 17826（7番人気）
枠連票数 計 148676 的中 （2－7） 19854（1番人気）
馬連票数 計 401029 的中 �� 31368（2番人気）
馬単票数 計 202204 的中 �� 9034（2番人気）
ワイド票数 計 257984 的中 �� 15738（2番人気）�� 6594（10番人気）�� 4074（13番人気）
3連複票数 計 589345 的中 ��� 8380（11番人気）
3連単票数 計 723966 的中 ��� 3231（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．9―49．4―1：01．6―1：13．8―1：26．8―1：39．3―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ミヤビエンブレム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．10．4 中山3着

2013．4．7生 牡3黒鹿 母 ミヤビハルカ 母母 タフグレイス 4戦1勝 賞金 9，550，000円
〔競走中止〕 ゴールドインゴット号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ゴールドインゴット号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンデライオンマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月31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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クードヴァン号・タカラピクシイ号・テイエムナナヒカリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

02068 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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
1：48．9
1：47．8

重
重

813 シングンパワー 牡4栗 56 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育
成牧場 490＋141：53．4 3．8�

34 エッジクリフ 牡4鹿 56 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 21：53．5� 6．5�

46 ロードプレステージ 牡4黒鹿 56
54 △義 英真 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 440－ 61：53．71 5．5�

45 レッドアライヴ 牡5鹿 57
55 △�島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462＋ 41：53．91� 5．6�

814 チャンスメイク 牡5青 57
55 △伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 458－101：54．11� 28．5�

712 ディグニファイド 牡4栗 56 嶋田 純次 	シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B540－ 2 〃 ハナ 8．1

57 キ ザ シ 牡4栗 56 原田 和真 	フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 456－ 2 〃 ハナ 126．4�
22 シルバーソード 牡4鹿 56 藤懸 貴志�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：54．2クビ 26．9�
33 ヤマカツライデン 牡4黒鹿 56

54 △城戸 義政山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 528－ 4 〃 クビ 11．0
610 シュバリエブラン 牡4芦 56

54 △加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482＋101：54．41� 17．3�
69 ミスティーフリップ 牡4栗 56 杉原 誠人吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：54．5� 12．8�
58 デルマカマイタチ 牡6黒鹿57 小野寺祐太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B508± 01：54．71� 152．7�
11 クロカミノオトメ 牝6青 55

52 ▲木幡 初也 	サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 21：55．55 23．6�

（13頭）
711 コウエイアース 牡6鹿 57 森 一馬西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，338，200円 複勝： 28，282，000円 枠連： 13，247，300円
馬連： 37，241，300円 馬単： 19，965，700円 ワイド： 23，976，400円
3連複： 52，972，200円 3連単： 69，911，600円 計： 264，934，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 180円 � 160円 枠 連（3－8） 820円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 480円 �� 360円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 193382 的中 � 40567（1番人気）
複勝票数 計 282820 的中 � 52304（1番人気）� 36332（3番人気）� 46602（2番人気）
枠連票数 計 132473 的中 （3－8） 12417（3番人気）
馬連票数 計 372413 的中 �� 19494（4番人気）
馬単票数 計 199657 的中 �� 6196（4番人気）
ワイド票数 計 239764 的中 �� 12573（3番人気）�� 18236（1番人気）�� 9167（5番人気）
3連複票数 計 529722 的中 ��� 16366（3番人気）
3連単票数 計 699116 的中 ��� 4647（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．7―50．4―1：02．8―1：15．3―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シングンパワー �
�
父 モルフェデスペクタ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．23 東京4着

2012．3．31生 牡4栗 母 モルフェスペシャル 母母 ハリケーンキャット 15戦1勝 賞金 18，002，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔出走取消〕 コウエイアース号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。



02069 1月31日 晴 重 （28中京1）第6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

35 ケイリンボス 牡5栗 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516－ 41：24．1 7．3�
23 ティアップブロンド 牝4栗 54 丸山 元気田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B506± 0 〃 クビ 38．8�
48 ウォーターラボ 牝4青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋12 〃 ハナ 7．6�
59 � テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 酒井 学中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B436－ 61：24．2クビ 34．3�
612 コスモヨハネ 牡4栗 56 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492－ 6 〃 クビ 11．3�
816 ダブルコーク 牡5黒鹿57 勝浦 正樹	G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490＋ 61：24．3� 4．6

11 � タイキパラドックス 牡4栗 56

54 △城戸 義政�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440－191：24．72� 73．5�

713 ル ア ン ジ ュ 牝4青 54 幸 英明 	ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 480＋10 〃 アタマ 8．9�
510 サ ト ノ ネ ネ 牝6鹿 55 吉田 隼人里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 21：24．8	 6．9
47 サウンドドゥイット 牡4鹿 56

54 △加藤 祥太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 450－ 8 〃 クビ 17．2�
36 ジンセイハオマツリ 牡6黒鹿 57

55 △
島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 508＋22 〃 ハナ 44．4�
12 アサクサリーダー �4黒鹿 56

54 △伴 啓太田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460＋ 41：24．9� 114．3�
818 タイガーボス 牡4鹿 56 D．バルジュー 伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 468＋141：25．0� 14．9�

（伊）

714 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55 松若 風馬芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 408－ 21：25．1� 92．5�
817 キンシノキセキ �5鹿 57 杉原 誠人若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋101：25．2� 44．2�
24 アブソリュカフェ 牡5黒鹿57 太宰 啓介西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 41：25．41� 11．5�
611 コスモエルデスト 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 460－ 41：25．5	 13．6�
715� バトルミュートゥス 牡5栗 57 川須 栄彦宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 430± 01：26．56 207．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，758，500円 複勝： 35，513，900円 枠連： 19，470，100円
馬連： 61，033，200円 馬単： 27，266，000円 ワイド： 34，953，800円
3連複： 95，151，600円 3連単： 116，245，300円 計： 412，392，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 270円 � 1，010円 � 280円 枠 連（2－3） 3，130円

馬 連 �� 15，590円 馬 単 �� 27，970円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 1，260円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 41，610円 3 連 単 ��� 262，540円

票 数

単勝票数 計 227585 的中 � 24721（3番人気）
複勝票数 計 355139 的中 � 37341（3番人気）� 7834（14番人気）� 36311（4番人気）
枠連票数 計 194701 的中 （2－3） 4812（19番人気）
馬連票数 計 610332 的中 �� 3034（63番人気）
馬単票数 計 272660 的中 �� 731（117番人気）
ワイド票数 計 349538 的中 �� 1790（63番人気）�� 7364（10番人気）�� 1860（62番人気）
3連複票数 計 951516 的中 ��� 1715（162番人気）
3連単票数 計1162453 的中 ��� 321（995番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．2―59．4―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 1，4（3，7）10（5，18）（2，11）（12，17）（6，16）14（9，8，13）－15 4 ・（3，1）（7，4）（2，5，10）（12，18）（9，11）（6，17，16）（8，14，13）－15

勝馬の
紹 介

ケイリンボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．4．19 福島1着

2011．3．9生 牡5栗 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 27戦2勝 賞金 33，091，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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） 1頭 ファインライナー号
（非抽選馬） 2頭 トウカイインパルス号・ブライトボイス号
※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。

02070 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第10競走 ��
��1，200�ご ぎ ょ う 賞

発走14時50分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

712 メイショウカネサダ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 502－ 81：12．4 2．1�
814 シゲルサケガシラ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 442－ 41：12．5� 10．1�
34 スノードリーム 牝3芦 54 松田 大作三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B438－ 61：12．6クビ 13．3�
57 ワンダーリーデル 牡3鹿 56 松若 風馬山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530－ 21：12．92 8．7�
610� ダイアモンドノーム 牝3栗 54 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 420－ 41：13．0� 232．7�
45 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿56 	島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 512－ 8 〃 クビ 83．7�
813 タマモシルクハット 牡3黒鹿56 横山 和生タマモ	 水野 貴広 新冠 小泉牧場 470＋ 21：13．1クビ 119．3

33 
 アポロテキサス 牡3鹿 56 菱田 裕二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 490＋ 61：13．2� 4．0�
69 シンゼンスタチュー 牡3黒鹿56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 506－ 41：13．3� 9．5�
711 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 434－ 61：14．04 60．1

（伊）

58 ラブゴーギャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 480－ 21：14．1� 22．3�
22 クリノシャンボール 牡3黒鹿56 丸山 元気栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 490－ 61：14．31� 26．2�
46 � プリンセスセイコ 牝3栗 54 柿原 翔西村 健氏 藤ヶ崎一男 新冠 岩見牧場 B438－ 21：14．72� 170．0�

（愛知） （愛知）

11 アンフレシェ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 442－101：14．8クビ 116．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，289，200円 複勝： 43，322，700円 枠連： 20，542，300円
馬連： 70，967，200円 馬単： 39，383，200円 ワイド： 41，899，100円
3連複： 92，031，300円 3連単： 149，744，800円 計： 493，179，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 240円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 420円 �� 600円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 352892 的中 � 133391（1番人気）
複勝票数 計 433227 的中 � 133632（1番人気）� 42531（4番人気）� 35384（5番人気）
枠連票数 計 205423 的中 （7－8） 18460（4番人気）
馬連票数 計 709672 的中 �� 56856（3番人気）
馬単票数 計 393832 的中 �� 24629（3番人気）
ワイド票数 計 418991 的中 �� 26913（3番人気）�� 17926（6番人気）�� 8059（15番人気）
3連複票数 計 920313 的中 ��� 21043（8番人気）
3連単票数 計1497448 的中 ��� 12031（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―47．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカネサダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2015．12．5 阪神1着

2013．4．4生 牡3栗 母 ブラックティー 母母 チ ャ ッ プ 2戦2勝 賞金 16，215，000円
〔発走状況〕 アンフレシェ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 アンフレシェ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



02071 1月31日 晴 重 （28中京1）第6日 第11競走 ��
��1，600�中京スポーツ杯

発走15時25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

東京スポーツ新聞社賞（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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

710 ア ル テ 牡5栗 57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：37．2 9．8�
67 レーヴデトワール 牝5黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 ハナ 8．2�
56 ハドソンヤード 牡5黒鹿57 D．バルジュー �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470＋101：37．41 8．6�

（伊）

55 メイクアップ 牡5栗 57 松若 風馬岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 2 〃 クビ 3．3�
22 マイティースコール 牡8栗 57 熊沢 重文小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋161：37．5クビ 99．6�
811 サンセットスカイ 牡6栗 57 勝浦 正樹前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 6 〃 クビ 44．4	
68 インストアイベント 牡6栗 57 伴 啓太 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490＋ 81：37．6� 8．7

44 オンタケハート 牡5鹿 57 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486＋ 2 〃 アタマ 4．1�
79 シュヴァリエ 牝5栗 55 吉田 隼人 �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± 01：37．7� 23．6
33 タガノエンブレム 牡6青鹿57 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 81：37．8クビ 17．9�
11 	 サウンドデューク 牡6栗 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 482＋ 2 〃 ハナ 10．3�
812 ニホンピロディール 牝5栗 55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454± 01：38．75 29．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，732，200円 複勝： 53，305，700円 枠連： 35，990，500円
馬連： 155，170，000円 馬単： 74，188，800円 ワイド： 65，848，400円
3連複： 219，626，100円 3連単： 371，701，500円 計： 1，014，563，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 360円 � 390円 枠 連（6－7） 1，690円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 11，280円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 1，380円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 14，960円 3 連 単 ��� 99，440円

票 数

単勝票数 計 387322 的中 � 31329（6番人気）
複勝票数 計 533057 的中 � 42265（5番人気）� 39573（6番人気）� 35440（7番人気）
枠連票数 計 359905 的中 （6－7） 16483（6番人気）
馬連票数 計1551700 的中 �� 21956（23番人気）
馬単票数 計 741888 的中 �� 4932（46番人気）
ワイド票数 計 658484 的中 �� 10059（21番人気）�� 12393（13番人気）�� 9573（24番人気）
3連複票数 計2196261 的中 ��� 11009（52番人気）
3連単票数 計3717015 的中 ��� 2710（320番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．3―12．3―12．4―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．2―49．5―1：01．9―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ア ル テ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．10．12 京都2着

2011．4．16生 牡5栗 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 21戦4勝 賞金 54，139，000円
〔制裁〕 アルテ号の騎手松田大作は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7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。

02072 1月31日 晴 重 （28中京1）第6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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

812 パワーウーマン 牝4栗 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490＋ 62：03．3 9．4�
710 ビオラフォーエバー �5栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 62：03．62 6．3�
22 コートオブアームズ 牡4鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 22：03．7	 26．1�
68 チャップリン 牡4黒鹿56 松田 大作髙瀬 真尚氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 486± 02：03．8� 10．1�
811 スマートルピナス 牝6鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 476－ 42：03．9� 14．1�
67 ケルンダッシュ 牡4鹿 56 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 488－ 22：04．22 1．9	
55 サクラビクトワール �6鹿 57 D．バルジュー 
さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 B474± 02：04．83� 28．4�

（伊）

33 ラウレアブルーム 牡4鹿 56 松若 風馬横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 500＋102：05．43� 6．1�
11 � アースミッション 牡6栗 57 川須 栄彦前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442＋ 52：05．61 68．5
44 � マンディスキュア 牝5黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 456－142：05．7� 74．9�
56 ベ ル メ ー ル 牝4鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 504－ 42：06．02 21．5�
79  シウダニーニャ 牝4栗 54 柿原 翔一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. 454－ 22：07．8大差 235．8�
（愛知）

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，623，500円 複勝： 46，913，400円 枠連： 23，028，200円
馬連： 91，543，600円 馬単： 51，632，200円 ワイド： 47，552，900円
3連複： 121，063，400円 3連単： 225，403，500円 計： 645，760，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 320円 � 230円 � 620円 枠 連（7－8） 1，530円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 930円 �� 3，120円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 18，470円 3 連 単 ��� 66，510円

票 数

単勝票数 計 386235 的中 � 32803（4番人気）
複勝票数 計 469134 的中 � 38178（5番人気）� 59629（3番人気）� 17194（8番人気）
枠連票数 計 230282 的中 （7－8） 11622（6番人気）
馬連票数 計 915436 的中 �� 23492（10番人気）
馬単票数 計 516322 的中 �� 6337（19番人気）
ワイド票数 計 475529 的中 �� 13530（8番人気）�� 3824（32番人気）�� 6580（19番人気）
3連複票数 計1210634 的中 ��� 4914（52番人気）
3連単票数 計2254035 的中 ��� 2457（201番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．9―12．2―11．8―12．1―12．4―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．4―49．6―1：01．4―1：13．5―1：25．9―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーウーマン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．8．24 札幌4着

2012．4．11生 牝4栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 9戦2勝 賞金 19，551，000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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３レース目



（28中京1）第6日 1月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 171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

172，290，000円
1，270，000円
3，960，000円
1，320，000円
17，260，000円
61，962，500円
6，017，400円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
271，029，600円
384，309，100円
188，403，900円
647，270，100円
346，263，000円
369，169，300円
933，938，100円
1，424，707，000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 4，565，090，100円

総入場人員 13，251名 （有料入場人員 12，429名）



平成28年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，083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

1，196，440，000円
6，340，000円
35，480，000円
10，470，000円
125，910，000円
399，443，500円
35，128，200円
10，396，800円

勝馬投票券売得金
1，757，309，500円
2，743，942，700円
1，139，816，700円
4，290，505，300円
2，151，681，700円
2，354，453，500円
6，199，371，100円
9，187，511，700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 29，824，592，200円

総入場延人員 64，023名 （有料入場延人員 57，052名）
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