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02013 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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

812 コリーヌヴェルト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 490± 01：56．5 3．9�
44 ミスズフリオーソ 牡3栗 56

53 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 486－ 2 〃 クビ 6．0�
68 ウインネプチューン 牡3青鹿56 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 81：57．13� 2．0�
811 スズカハイライト 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 454± 01：57．73� 10．1�
11 メイショウガッテン 牡3鹿 56 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村中牧場 496－101：57．8� 26．6	
67 ダノンシャレード 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極�ダノックス 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－ 81：58．43� 37．4

79 メモリーブレッド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 B508＋ 8 〃 クビ 35．5�
710 スズカビレッジ 牡3栗 56 国分 恭介永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 444＋ 21：58．5� 13．7�
55 テイエムフリーオー 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中地 義次 474± 01：59．24 138．5
22 ケイジーワンダー 牡3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516± 01：59．3クビ 104．0�
56 クラウンクラシック 牡3芦 56

55 ☆井上 敏樹矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 488＋ 6 〃 クビ 14．0�
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33 クニノオーシャン 牡3芦 56 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 480－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，006，200円 複勝： 24，755，900円 枠連： 6，154，000円
馬連： 25，957，000円 馬単： 14，151，400円 ワイド： 19，405，800円
3連複： 31，881，800円 3連単： 44，112，800円 計： 182，424，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 820円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 230円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 差引計 160062（返還計 14910） 的中 � 32792（2番人気）
複勝票数 差引計 247559（返還計 26704） 的中 � 45674（2番人気）� 37223（3番人気）� 82773（1番人気）
枠連票数 差引計 61540（返還計 16415） 的中 （4－8） 5805（4番人気）
馬連票数 差引計 259570（返還計 70859） 的中 �� 21825（4番人気）
馬単票数 差引計 141514（返還計 36747） 的中 �� 6116（7番人気）
ワイド票数 差引計 194058（返還計 54362） 的中 �� 13842（5番人気）�� 26818（1番人気）�� 22055（2番人気）
3連複票数 差引計 318818（返還計162075） 的中 ��� 38280（1番人気）
3連単票数 差引計 441128（返還計225439） 的中 ��� 7425（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―14．1―13．8―13．4―13．1―13．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．5―52．3―1：05．7―1：18．8―1：32．1―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コリーヌヴェルト �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．1 中京10着

2015．2．22生 牡3黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 クニノオーシャン号は，馬場入場後に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。

02014 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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）

若手騎手，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

46 アシャカデッシュ 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 494± 01：26．8 1．9�

813 サンメイコン 牝3黒鹿 54
53 ☆城戸 義政 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 450－ 41：27．11� 27．1�
610 カシマフウリン 牝3栗 54 嶋田 純次松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 474－141：27．42 90．5�
58 アイランドクイーン 牝3鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 440－ 21：28．14 64．2�
814 メルトポイント 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 464＋10 〃 アタマ 97．4�
69 ラ イ ナ ス 牡3栗 56

53 ▲富田 暁橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 484＋ 41：28．31� 4．7	
712 フラワーストリーム 牡3鹿 56 原田 和真花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 25．7

34 メイケイフウジン 牡3芦 56

55 ☆荻野 極名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：28．72� 3．9�
33 ブルベアアオジソ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 444－ 21：29．44 64．4�
11 マイネルクランチ 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 海馬沢 明 438± 01：29．72 15．0

711 シゲルジャガイモ 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 498－ 21：29．8クビ 257．5�

45 ノーブルステップ 牝3青鹿 54
53 ☆小崎 綾也山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 460± 0 〃 ハナ 95．0�

22 シンボリソウル �3青鹿 56
53 ▲藤田菜七子シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 高村牧場 452＋ 81：30．01� 19．0�

57 プリティロコガール 牝3芦 54
53 ☆木幡 巧也 �コロンバスサークル 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 426－141：30．21� 295．6�
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売 得 金
単勝： 23，468，200円 複勝： 29，638，400円 枠連： 8，428，100円
馬連： 34，400，200円 馬単： 20，474，300円 ワイド： 24，626，200円
3連複： 49，043，900円 3連単： 73，150，600円 計： 263，229，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 550円 � 1，160円 枠 連（4－8） 2，360円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，700円 �� 15，620円

3 連 複 ��� 33，430円 3 連 単 ��� 69，320円

票 数

単勝票数 計 234682 的中 � 97728（1番人気）
複勝票数 計 296384 的中 � 123928（1番人気）� 9009（7番人気）� 3905（11番人気）
枠連票数 計 84281 的中 （4－8） 2766（7番人気）
馬連票数 計 344002 的中 �� 8418（8番人気）
馬単票数 計 204743 的中 �� 3737（12番人気）
ワイド票数 計 246262 的中 �� 5175（13番人気）�� 2342（21番人気）�� 396（62番人気）
3連複票数 計 490439 的中 ��� 1100（68番人気）
3連単票数 計 731506 的中 ��� 765（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．0―47．4―1：00．5―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカデッシュ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2017．8．13 新潟4着

2015．5．4生 牡3鹿 母 ユメノトキメキ 母母 バトルカグヤ 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔騎手変更〕 アイランドクイーン号の騎手川又賢治は，負傷のため松若風馬に変更。

第１回 中京競馬 第２日



02015 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

36 コロニアルスタイル 牝4栗 54
51 ▲横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454＋ 21：13．0 13．0�

24 ク ー リ ュ 牝4鹿 54
51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 458＋ 2 〃 ハナ 4．5�

713 サンマルメジャール 牝6鹿 55
53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 468－ 21：13．53 40．7�

12 ウェディングラン 牝6鹿 55 岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 472＋ 41：13．71 134．7�
510 スキースクール 牝6青鹿55 藤岡 康太 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 472－ 4 〃 クビ 8．9�
714 ダークプリンセス 牝4青鹿54 秋山真一郎 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：13．8クビ 6．9

59 ボクノナオミ 牝6鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 21：13．9� 2．5�
611 ア マ ノ ガ ワ 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也	三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 434－ 41：14．1� 220．5�
612� サンデーストリート 牝4黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 464＋ 21：14．42 283．3
35 イイデメモリー 牝4鹿 54

51 ▲富田 暁松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 552＋ 21：14．5� 10．2�
48 ヤマノヒマワリ 牝4黒鹿54 松若 風馬山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋181：14．6クビ 38．9�
23 ファステストネオ 牝4栗 54 丸田 恭介鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 462－ 41：15．45 114．4�
47 ペイシャマリヤ 牝5栗 55 松岡 正海北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 482＋181：15．5� 14．7�
11 ウィッシュノート 牝4黒鹿 54

53 ☆荻野 極 	シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B430－ 41：15．71� 23．5�
815� トラファイアー 牝4鹿 54 松山 弘平増田 和啓氏 黒岩 陽一 新ひだか 佐竹 学 436－231：16．55 102．2�
816 フレンドパリ 牝4黒鹿54 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446± 0 （競走中止） 111．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，121，400円 複勝： 31，979，200円 枠連： 12，322，700円
馬連： 42，415，600円 馬単： 21，337，900円 ワイド： 31，999，900円
3連複： 62，085，500円 3連単： 76，452，500円 計： 302，714，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 430円 � 170円 � 690円 枠 連（2－3） 1，280円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 4，020円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 22，320円 3 連 単 ��� 107，830円

票 数

単勝票数 計 241214 的中 � 14810（6番人気）
複勝票数 計 319792 的中 � 17298（6番人気）� 62866（2番人気）� 9919（9番人気）
枠連票数 計 123227 的中 （2－3） 7410（5番人気）
馬連票数 計 424156 的中 �� 12733（9番人気）
馬単票数 計 213379 的中 �� 2495（25番人気）
ワイド票数 計 319999 的中 �� 8306（12番人気）�� 1991（37番人気）�� 5519（17番人気）
3連複票数 計 620855 的中 ��� 2086（67番人気）
3連単票数 計 764525 的中 ��� 514（320番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．7―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．9―47．6―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 ・（3，5）6，7（4，9）－1（2，14）（10，11）－12，13－（8，15，16） 4 ・（3，5）6（4，7）9（1，2，14）（10，11）－（13，12）－8，15＝16

勝馬の
紹 介

コロニアルスタイル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 El Corredor デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．5．20生 牝4栗 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 6戦2勝 賞金 17，900，000円
〔騎手変更〕 ボクノナオミ号の騎手川又賢治は，負傷のため北村友一に変更。
〔競走中止〕 フレンドパリ号は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フレンドパリ号は，競走中に異常歩様となったことについて平成30年1月15日から平成30年2月4日

まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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 プリモガナドール号
（非抽選馬） 2頭 アトロポス号・ボストンビリーヴ号

02016 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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

610 フ ィ エ ル テ 牝6鹿 58 中村 将之�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514＋ 63：19．5 10．1�

11 クロフネフリート 牡7鹿 60 浜野谷憲尚平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 546＋14 〃 クビ 3．3�
814 シングンマイケル �4鹿 59 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 446＋ 63：19．71� 15．6�
57 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496＋14 〃 ハナ 14．4�
22 ラヴアンドポップ 牡5鹿 60 高田 潤 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 480＋ 23：19．91� 5．5�
69 � シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 520＋ 83：21．17 6．2	
45 ダノンキャップ �5栗 60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536± 03：21．2	 40．4

33 フォルテメンテ 牡4鹿 59 上野 翔伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 508＋163：21．94 106．8�
711 メイショウヤエヤマ 牡4鹿 59 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 532－ 23：22．11� 4．3�
712 テイエムファンドル 牡4栗 59 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 488± 0 〃 ハナ 53．0
813 ル ー 牡8鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 472＋143：22．73
 32．0�
46 スカイステージ 牡5黒鹿60 草野 太郎佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 478＋ 23：26．8大差 91．0�
34 レディーフランソワ 牝4鹿 57 小野寺祐太植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 492＋123：27．01� 176．5�
58 マ カ ハ 牡9鹿 60 西谷 誠広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム 470＋ 63：27．21� 21．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，871，000円 複勝： 20，515，800円 枠連： 10，495，200円
馬連： 29，172，800円 馬単： 15，893，400円 ワイド： 20，388，200円
3連複： 48，498，200円 3連単： 60，256，100円 計： 221，090，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 220円 � 180円 � 300円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，630円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 41，680円

票 数

単勝票数 計 158710 的中 � 12546（5番人気）
複勝票数 計 205158 的中 � 24853（4番人気）� 32974（2番人気）� 15409（6番人気）
枠連票数 計 104952 的中 （1－6） 12415（1番人気）
馬連票数 計 291728 的中 �� 11643（6番人気）
馬単票数 計 158934 的中 �� 2683（18番人気）
ワイド票数 計 203882 的中 �� 7490（7番人気）�� 3135（20番人気）�� 4080（16番人気）
3連複票数 計 484982 的中 ��� 5078（25番人気）
3連単票数 計 602561 的中 ��� 1048（142番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．3－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ル テ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Point Given デビュー 2014．9．20 阪神7着

2012．5．6生 牝6鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 障害：4戦1勝 賞金 12，200，000円



02017 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ハ ナ ソ メ イ 牝3黒鹿54 藤岡 康太林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 424 ―2：04．8 27．6�
818 プラードデラルス 牡3鹿 56 中谷 雄太前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 438 ―2：04．9� 119．6�
816 サトノグリッター 牡3鹿 56 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 486 ― 〃 アタマ 18．5�
714 サミットプッシュ 牡3青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 448 ―2：05．11� 9．5�
47 メイショウロセツ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 486 ―2：05．2クビ 65．3	
612� ジュピターカリスト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H
Farms 544 ―2：05．3� 8．9


23 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 482 ―2：05．4� 72．4�

611 ダノンパーフェクト 牡3鹿 56 松岡 正海�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 506 ―2：05．5� 4．1�
59 サ ー ム 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也杉山 忠国氏 大竹 正博 浦河 高松牧場 452 ―2：05．71 48．1
36 エポドスミノル 	3黒鹿56 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 434 ―2：06．12� 53．0�
817 シーアフェアリー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 456 ―2：06．2� 18．0�
12 ナムラムツゴロー 牡3栗 56 松若 風馬奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 488 ― 〃 クビ 3．4�
48 サイモンサーマル 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 502 ―2：06．51� 62．6�
715 エコロレインボー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史原村 正紀氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 444 ―2：06．71 35．9�
713 プ レ ビ ア ス 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510 ―2：07．12� 7．4�
35 サトノディード 牡3青鹿56 菱田 裕二 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514 ― 〃 ハナ 14．0�
510 ジ ョ ー カ ー 牝3芦 54 川須 栄彦 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 448 ―2：07．52� 105．7�
24 トウカイシーカー 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 440 ―2：07．6クビ 46．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，758，200円 複勝： 28，434，700円 枠連： 16，931，300円
馬連： 37，291，900円 馬単： 18，299，100円 ワイド： 28，505，200円
3連複： 54，165，400円 3連単： 63，890，500円 計： 270，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 810円 � 3，240円 � 590円 枠 連（1－8） 1，310円

馬 連 �� 96，010円 馬 単 �� 135，880円

ワ イ ド �� 22，950円 �� 4，430円 �� 13，640円

3 連 複 ��� 456，450円 3 連 単 ��� 3，860，050円

票 数

単勝票数 計 227582 的中 � 6596（9番人気）
複勝票数 計 284347 的中 � 9377（9番人気）� 2186（18番人気）� 13380（8番人気）
枠連票数 計 169313 的中 （1－8） 10014（5番人気）
馬連票数 計 372919 的中 �� 301（123番人気）
馬単票数 計 182991 的中 �� 101（213番人気）
ワイド票数 計 285052 的中 �� 319（133番人気）�� 1676（46番人気）�� 538（104番人気）
3連複票数 計 541654 的中 ��� 89（582番人気）
3連単票数 計 638905 的中 ��� 12（3772番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―13．4―13．0―12．8―12．8―11．9―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―37．4―50．8―1：03．8―1：16．6―1：29．4―1：41．3―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ ナ ソ メ イ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．1．23生 牝3黒鹿 母 エ ポ キ シ 母母 シ ー ズ ア ン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 サイモンサーマル号の騎手川又賢治は，負傷のため富田暁に変更。
※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）10頭 カンパニュラ号・グレートウォリアー号・コーンスス号・サウンドコラード号・テイエムゼッケイ号・ディエルベ号・

フィールインラヴ号・フォロミーバゴ号・フォーアシュトース号・ロードゴラッソ号

02018 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第6競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

12 クルークハイト 牝4芦 54
51 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462± 01：53．7 3．1�

816 ダンツチェック 牝5鹿 55
53 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 502－ 41：54．65 13．2�

815 ナガラエンカ 牝4鹿 54 国分 恭介長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440－ 21：54．7クビ 24．4�

36 フレグラントブレス 牝5芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B488± 0 〃 クビ 4．2�
713 クリノヴィクトリア 牝4栗 54

51 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436－ 6 〃 アタマ 12．1�
48 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 506－ 21：55．12� 10．3	
11 トミケンチャダル 牝6鹿 55 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 502± 0 〃 アタマ 88．5

714� オンザフロウ 牝5鹿 55 古川 吉洋五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 458－101：55．31 27．2�
24 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 54

53 ☆木幡 巧也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 488－ 81：55．4� 54．5
510 セータコローナ 牝5鹿 55

54 ☆荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 498＋ 21：55．61� 4．0�
611 ミ ザ イ 牝4芦 54 菱田 裕二山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．81 66．2�
612 デ ュ ナ ミ ス 牝4黒鹿54 藤岡 康太 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 B524－101：56．01� 24．5�
35 ワンダーハイーニャ 牝7鹿 55 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 永田 克之 472－ 61：56．21 94．6�
59 � ルミエールカフェ 牝5鹿 55 丸田 恭介西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 512＋ 21：56．62� 183．0�
47 � サンタテレサ 牝4鹿 54 川須 栄彦山上 和良氏 崎山 博樹 安平 ノーザンファーム 482± 01：56．81� 97．4�
23 ディアチャイブ 牝4鹿 54 松岡 正海ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋ 62：05．7大差 137．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，784，500円 複勝： 33，302，100円 枠連： 11，515，200円
馬連： 41，555，200円 馬単： 19，718，000円 ワイド： 31，416，900円
3連複： 59，381，000円 3連単： 71，731，400円 計： 293，404，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 350円 � 470円 枠 連（1－8） 1，170円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，070円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 31，290円

票 数

単勝票数 計 247845 的中 � 62662（1番人気）
複勝票数 計 333021 的中 � 71437（2番人気）� 21642（6番人気）� 15147（7番人気）
枠連票数 計 115152 的中 （1－8） 7581（4番人気）
馬連票数 計 415552 的中 �� 14963（7番人気）
馬単票数 計 197180 的中 �� 5181（9番人気）
ワイド票数 計 314169 的中 �� 10681（7番人気）�� 7553（12番人気）�� 2933（27番人気）
3連複票数 計 593810 的中 ��� 5342（24番人気）
3連単票数 計 717314 的中 ��� 1662（89番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．7―12．9―13．2―12．9―13．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．3―49．2―1：02．4―1：15．3―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

クルークハイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．4．4生 牝4芦 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 13戦2勝 賞金 26，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアチャイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月14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。
（非抽選馬） 2頭 エレクトリイオネ号・タガノリアン号



02019 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第7競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走13時10分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

814 リバティハイツ 牝3鹿 54 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 450－ 21：36．2 2．6�
611 ギンコイエレジー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 448± 01：36．3� 6．5�

712 サンティーニ 牡3栗 56 松若 風馬�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 500－ 4 〃 ハナ 4．7�
58 レオコックブルー 牝3黒鹿54 川須 栄彦親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 436－ 21：36．62 17．4�
22 フリーダムソート 牡3栗 56 国分 恭介西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 454＋ 4 〃 アタマ 10．8�
610 アカツキジョー 牡3栗 56 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 502－ 41：36．7クビ 20．6	
46 ウインヒストリオン 牡3鹿 56 松岡 正海
ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 444＋121：37．12� 6．6�
23 ラポートトーク 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁金子真人ホール
ディングス
 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 468－ 21：37．42 64．8�

59 ウェーブスピリッツ 牡3鹿 56 �島 克駿万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 436－ 21：37．61� 126．8
713 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 464＋ 4 〃 ハナ 37．8�
11 エイシンヘリオス 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政
栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 480± 01：37．7クビ 222．1�
34 カフジフロンティア 牡3鹿 56 丸田 恭介加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：38．12� 19．8�
815 ジョインフォース 牝3鹿 54 松山 弘平小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 456－10 〃 ハナ 75．6�
47 ジ ョ ユ ウ 牝3黒鹿54 藤岡 康太藤井聡一郎氏 野中 賢二 日高 チャンピオン

ズファーム 464± 01：38．2� 37．8�
35 ア ッ シ ジ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 398－ 21：38．51� 72．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，681，500円 複勝： 36，273，900円 枠連： 11，935，700円
馬連： 46，438，200円 馬単： 23，247，000円 ワイド： 32，295，200円
3連複： 63，190，600円 3連単： 77，931，500円 計： 319，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 160円 枠 連（6－8） 730円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 330円 �� 300円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 286815 的中 � 87218（1番人気）
複勝票数 計 362739 的中 � 90368（1番人気）� 43020（3番人気）� 56208（2番人気）
枠連票数 計 119357 的中 （6－8） 12583（2番人気）
馬連票数 計 464382 的中 �� 39640（3番人気）
馬単票数 計 232470 的中 �� 12148（2番人気）
ワイド票数 計 322952 的中 �� 25191（2番人気）�� 28599（1番人気）�� 13828（5番人気）
3連複票数 計 631906 的中 ��� 31505（1番人気）
3連単票数 計 779315 的中 ��� 9883（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．0―47．8―1：00．8―1：12．9―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F35．4

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

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

勝馬の
紹 介

リバティハイツ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dubawi デビュー 2017．12．17 阪神3着

2015．3．23生 牝3鹿 母 ドバウィハイツ 母母 Rosie’s Posy 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出走取消馬 ブルベアサンショウ号（事故のため）

02020 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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 7，500，000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

815 キンイロジャッカル 牡4栗 56 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 510－ 41：25．3 6．2�
12 エレクトロポップ 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 508＋121：25．61� 3．0�
510 カ ム カ ム 牡4鹿 56 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478± 0 〃 クビ 5．9�
24 コンクエストシチー �6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 470＋ 21：25．91� 42．5�
59 キングズミッション 牡5栗 57 北村 友一吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 474－ 21：26．0� 25．0	
713 ブラックランナー 牡4鹿 56 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 476± 0 〃 ハナ 3．9

48 ダ イ フ ク 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 492＋ 21：26．1� 28．1�
47 セカンドエフォート 牡5青鹿 57

56 ☆小崎 綾也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋121：26．2� 35．1�
714� マーブルフラッシュ 牡4栗 56

55 ☆井上 敏樹西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 474＋ 71：26．3クビ 95．7
36 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55 �島 克駿丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 424－ 8 〃 クビ 43．6�
35 ロードナカヤマ 牝4鹿 54 川須 栄彦�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 478＋ 8 〃 アタマ 11．1�
816 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57 原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B500－ 61：26．83 63．9�
612 ディーエスアクシス 牡4芦 56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 496＋141：27．22� 90．8�
23 テンプルツリー 牝5鹿 55

54 ☆城戸 義政山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 456＋ 21：27．4� 52．0�
611� クラウンホイール 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗矢野まり子氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 522＋271：27．61	 103．0�
11 � サンライズサーカス 牡5青鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 518＋161：28．34 24．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，849，000円 複勝： 39，277，100円 枠連： 11，677，600円
馬連： 45，206，600円 馬単： 22，462，800円 ワイド： 34，317，900円
3連複： 63，316，300円 3連単： 80，957，000円 計： 323，064，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 130円 � 170円 枠 連（1－8） 1，050円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 710円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 12，730円

票 数

単勝票数 計 258490 的中 � 32999（4番人気）
複勝票数 計 392771 的中 � 49423（4番人気）� 90096（1番人気）� 57225（3番人気）
枠連票数 計 116776 的中 （1－8） 8561（4番人気）
馬連票数 計 452066 的中 �� 33226（3番人気）
馬単票数 計 224628 的中 �� 6717（8番人気）
ワイド票数 計 343179 的中 �� 21153（2番人気）�� 11798（8番人気）�� 19508（4番人気）
3連複票数 計 633163 的中 ��� 22986（4番人気）
3連単票数 計 809570 的中 ��� 4610（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．5―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンイロジャッカル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．12 中山4着

2014．3．13生 牡4栗 母 マルフィーザ 母母 フローラルレディ 10戦2勝 賞金 18，620，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 イイデファイナル号・エイシンルカーノ号・シゲルポインター号・ブレヴェスト号・メイショウナガマサ号・

ユアザスター号・ルクレツィア号



02021 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第9競走 1，900�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

59 ローデルバーン 牡5黒鹿 57
54 ▲富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 B468＋ 42：00．8 19．2�

11 ウォーターシャウト 牡5青鹿57 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 B496＋ 42：00．9� 4．8�
510 ジャコバイティズム 牡6青鹿 57

56 ☆木幡 巧也野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 484＋ 22：01．11� 18．6�
815 ロードキング 牡5鹿 57 �島 克駿市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B490＋ 42：01．2� 18．4�
611 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

54 ▲横山 武史松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 488＋ 22：01．3クビ 20．4�
816 ライデンバローズ 牡4芦 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B538＋ 62：01．51� 4．4	
713 スズカガルチ 牡4栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 516＋ 2 〃 ハナ 43．3

47 オンワードハンター 牡7鹿 57

54 ▲藤田菜七子樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474＋ 2 〃 ハナ 10．0�
12 ブラックジェイド 牡4黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 526＋ 62：01．6� 3．3�
23 � レーヌミラクル 牝5鹿 55 菱田 裕二酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 494－ 42：01．81� 80．1
36 ゴールドインゴット 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 478＋ 82：02．43� 10．8�
48 � マ ッ ク ー ル 牡5鹿 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 492＋102：03．14 93．9�
35 メイショウイッポン 牡4鹿 56

55 ☆荻野 極松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 496± 02：03．2� 31．5�
714 セローフォース 牡4鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 藤原牧場 508＋ 62：04．26 92．6�
24 � メイショウヒカル 牡4鹿 56 岩崎 翼松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 470＋ 82：05．26 139．5�
612 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 02：05．83� 40．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，909，500円 複勝： 41，694，500円 枠連： 21，931，900円
馬連： 61，550，100円 馬単： 29，587，000円 ワイド： 44，851，800円
3連複： 92，498，100円 3連単： 119，261，800円 計： 442，284，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 380円 � 180円 � 470円 枠 連（1－5） 870円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 7，850円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，930円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 15，010円 3 連 単 ��� 121，430円

票 数

単勝票数 計 309095 的中 � 12840（8番人気）
複勝票数 計 416945 的中 � 25888（6番人気）� 74604（2番人気）� 20216（8番人気）
枠連票数 計 219319 的中 （1－5） 19468（3番人気）
馬連票数 計 615501 的中 �� 14721（11番人気）
馬単票数 計 295870 的中 �� 2826（30番人気）
ワイド票数 計 448518 的中 �� 12571（8番人気）�� 3843（35番人気）�� 6987（21番人気）
3連複票数 計 924981 的中 ��� 4621（55番人気）
3連単票数 計1192618 的中 ��� 712（396番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．2―29．8―43．3―55．8―1：08．2―1：20．9―1：34．4―1：47．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ローデルバーン �
�
父 デュランダル �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．12．6 阪神8着

2013．2．20生 牡5黒鹿 母 ラ テ ィ エ ラ 母母 メガミゲラン 20戦2勝 賞金 19，050，000円
〔騎手変更〕 クロークス号の騎手川又賢治は，負傷のため中谷雄太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインドロイヤル号・ナムラヘラクレス号・ビービーパドル号

02022 1月14日 晴 良 （30中京1）第2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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

812 マ ニ ク ー ル 牝3栗 54 北村 友一寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：13．0 3．2�
55 バ イ ラ 牡3鹿 56 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494－ 21：13．1� 4．4�
67 セパヌイール 牝3栗 54 松若 風馬レキップモンターニュ 松元 茂樹 新ひだか 藤巻 則弘 446± 01：13．2� 16．9�
33 クリノイダテン 牡3青鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 438± 01：13．41� 11．9�
811 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 21：13．5� 33．0�
68 ラインギャラント 牝3芦 54 古川 吉洋大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 34．7�
11 シ キ シ マ 牡3鹿 56 菱田 裕二井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 482－ 41：13．6クビ 11．6	
22 	 セイウンスパイ 牡3栗 56 秋山真一郎西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar 484－ 21：14．02� 7．3

79 ナムラストロベリー 牝3鹿 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 444＋ 41：14．32 92．3�
56 オーロスターキス 牝3栗 54 川島 信二加藤 徹氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 472－ 21：14．4クビ 4．8�
44 ブルベアブロッコリ 牡3黒鹿56 国分 恭介 ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 B474－ 21：14．5� 26．8�
710 ベイビーキャズ 牡3鹿 56 丸山 元気大塚Ry’sCLUB 矢野 英一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B452－ 61：17．2大差 23．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，578，300円 複勝： 38，088，300円 枠連： 16，163，200円
馬連： 66，950，200円 馬単： 33，746，600円 ワイド： 40，704，200円
3連複： 84，266，400円 3連単： 129，029，600円 計： 441，526，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 330円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 330円 �� 890円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計 325783 的中 � 80143（1番人気）
複勝票数 計 380883 的中 � 75746（1番人気）� 69531（2番人気）� 22687（7番人気）
枠連票数 計 161632 的中 （5－8） 30182（1番人気）
馬連票数 計 669502 的中 �� 69298（1番人気）
馬単票数 計 337466 的中 �� 17121（2番人気）
ワイド票数 計 407042 的中 �� 34838（1番人気）�� 11112（10番人気）�� 8842（13番人気）
3連複票数 計 842664 的中 ��� 17480（8番人気）
3連単票数 計1290296 的中 ��� 6741（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．8―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ニ ク ー ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．10．22 京都2着

2015．2．14生 牝3栗 母 フェミニンガール 母母 Money Madam 5戦2勝 賞金 20，837，000円
〔制裁〕 タガノアム号の調教師浅見秀一は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベイビーキャズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年2月14日まで平地競

走に出走できない。



02023 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第11競走 ��1，400�
ち り ゅ う

知 立 特 別
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
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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

818 ココファンタジア 牝5黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：21．4 9．6�
817 シャンデリアハウス 牝6黒鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 460＋10 〃 クビ 35．2�
714 メイショウヤマホコ 牡8黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478－ 21：21．61� 125．1�
48 アクセラレート 牡6鹿 57 松若 風馬 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 0 〃 ハナ 51．8�
23 ジョーマイク �5栗 57 丸田 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 482＋101：21．7� 6．5�
611 ナムラアッパー 牡7鹿 57 中谷 雄太奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B428＋ 21：21．8クビ 100．3	
816 トーホウハニー 牝6鹿 55 秋山真一郎東豊物産
 田中 清隆 日高 竹島 幸治 440－ 8 〃 クビ 14．6�
713 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿57 古川 吉洋
ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B508－ 21：21．9� 5．2�
715 イノバティブ 牡4鹿 56 小崎 綾也畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 460＋ 2 〃 ハナ 10．5
36 デ リ ス モ ア 牝4鹿 54 北村 友一 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 488＋121：22．0クビ 4．7�
612 レンイングランド 牡6芦 57 木幡 巧也田畑 勝彦氏 青木 孝文 日高 天羽牧場 540＋ 8 〃 ハナ 88．7�
59 タガノカムイ 牡6栗 57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 4 〃 クビ 27．0�
24 デスティニーソング 牝4鹿 54 	島 克駿 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 452－ 61：22．21� 8．7�
12 アイファープリティ 牝5鹿 55 菱田 裕二中島 稔氏 	島 一歩 新冠 川上 悦夫 460＋121：22．3クビ 13．3�
35 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿54 国分 優作 
カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 430＋ 81：22．51� 33．0�
47 ドゥモワゼル 牝4鹿 54 松岡 正海小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 456± 01：22．81� 117．9�
11 メイショウソウビ �4鹿 56 	島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 21：23．43
 73．5�
510 オメガタックスマン 牡6鹿 57 松山 弘平原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474± 01：23．5� 12．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，263，900円 複勝： 75，261，400円 枠連： 59，375，400円
馬連： 208，668，700円 馬単： 78，061，800円 ワイド： 99，021，200円
3連複： 316，784，800円 3連単： 397，337，000円 計： 1，284，774，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 330円 � 1，060円 � 2，740円 枠 連（8－8） 3，120円

馬 連 �� 17，080円 馬 単 �� 29，090円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 18，830円 �� 37，530円

3 連 複 ��� 492，920円 3 連 単 ��� 2，323，130円

票 数

単勝票数 計 502639 的中 � 41730（5番人気）
複勝票数 計 752614 的中 � 68204（4番人気）� 17863（12番人気）� 6609（17番人気）
枠連票数 計 593754 的中 （8－8） 14725（17番人気）
馬連票数 計2086687 的中 �� 9463（51番人気）
馬単票数 計 780618 的中 �� 2012（96番人気）
ワイド票数 計 990212 的中 �� 6620（45番人気）�� 1352（111番人気）�� 677（143番人気）
3連複票数 計3167848 的中 ��� 482（540番人気）
3連単票数 計3973370 的中 ��� 124（2840番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．2―45．9―57．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココファンタジア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．26 中京5着

2013．3．25生 牝5黒鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 15戦3勝 賞金 37，976，000円

02024 1月14日 晴 良 （30中京1）第2日 第12競走 ��2，200�
か な や ま

金 山 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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

611 コールストーム 牡4鹿 56 松若 風馬�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋ 22：14．3 8．3�

12 バリオラージュ 牡4鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B470－ 42：14．4� 3．8�
23 � ピエナアラシ 牡4鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 42：14．61� 22．2�
48 アルマレイモミ 牝5鹿 55 国分 優作コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 460± 02：14．81� 35．7�
36 ミッキーロイヤル 牡4鹿 56 中谷 雄太野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492± 02：14．9� 22．6	
818 スパイクナード 牝4黒鹿54 北村 友一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 42：15．0クビ 6．9

11 インターンシップ 牡7鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 462± 02：15．31� 30．2�
47 � スリープレッピー 	5黒鹿57 岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 464＋ 22：15．4
 83．7�
715 フォースフィールド 牡6黒鹿57 横山 武史岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 442± 02：15．5
 104．6
816 レ レ オ ー ネ 牡6鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 498＋20 〃 クビ 45．5�
713 ロードゼスト 牡4鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 462－ 2 〃 ハナ 48．6�
35 ナンヨーテンプル 牡6黒鹿57 丸田 恭介中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 500＋ 22：15．71
 23．0�
510 キャリアベスト 牡4栗 56 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 498＋ 62：16．12
 3．0�
59 シャリオヴァルト 牡5鹿 57 秋山真一郎前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 6 〃 ハナ 11．5�
24 コ ン ボ ル ド 牡4芦 56 松岡 正海金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452－ 22：16．41� 31．1�
612� サクラセンティーレ 牝4黒鹿54 菱田 裕二�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 470－30 〃 ハナ 156．0�
817� コスモトゥイーク 牡4黒鹿56 木幡 巧也松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 82：16．5クビ 112．7�
714� レオクイック 牡6鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 468－ 4 〃 クビ 256．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，125，400円 複勝： 66，371，800円 枠連： 33，976，100円
馬連： 113，665，300円 馬単： 48，167，400円 ワイド： 71，111，000円
3連複： 166，862，700円 3連単： 217，505，600円 計： 765，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 170円 � 530円 枠 連（1－6） 2，150円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，350円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 65，970円

票 数

単勝票数 計 481254 的中 � 46228（4番人気）
複勝票数 計 663718 的中 � 52100（4番人気）� 125292（2番人気）� 27030（8番人気）
枠連票数 計 339761 的中 （1－6） 12233（10番人気）
馬連票数 計1136653 的中 �� 35083（6番人気）
馬単票数 計 481674 的中 �� 7008（15番人気）
ワイド票数 計 711110 的中 �� 18214（7番人気）�� 5325（36番人気）�� 11552（17番人気）
3連複票数 計1668627 的中 ��� 10339（33番人気）
3連単票数 計2175056 的中 ��� 2390（172番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．7―13．0―12．9―12．4―12．3―12．2―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．3―36．0―49．0―1：01．9―1：14．3―1：26．6―1：38．8―1：50．6―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

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

コールストーム �
�
父 アーネストリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．29 京都10着

2014．3．18生 牡4鹿 母 ポンデローザ 母母 ゲイアティーガール 10戦2勝 賞金 23，557，000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 ハギノカエラ号・マサノペンダント号

３レース目



（30中京1）第2日 1月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

179，480，000円
3，890，000円
15，680，000円
1，700，000円
19，830，000円
73，642，000円
5，598，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
343，417，100円
465，593，100円
220，906，400円
753，271，800円
345，146，700円
478，643，500円
1，091，974，700円
1，411，616，400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 5，110，569，700円

総入場人員 11，856名 （有料入場人員 10，909名）
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