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02037 1月27日 晴 良 （31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）

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

35 サーチュイン 牝3芦 54 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 日高 広富牧場 472－ 21：57．1 30．1�
610 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 504－ 6 〃 クビ 15．7�
815 スズカスパイカー 牡3栗 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 476－101：57．2� 47．0�
59 シゲルヒスイ 牡3黒鹿56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 41：57．3� 75．2�
58 モ サ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 492－ 21：57．4� 2．3�

713 ニホンピロマイルス 牡3黒鹿 56
53 ▲西村 淳也小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 498＋141：57．5� 85．2�

34 � ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 54 �島 克駿	ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift
Farm LLC B460－12 〃 クビ 3．5


47 ブラックルシアン 牡3鹿 56 丸山 元気	Basic 根本 康広 新冠 松浦牧場 502＋ 41：57．6� 36．7�
814 デスティニープラン 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 458＋ 21：57．81� 13．7�
46 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 450－ 61：57．9� 8．3
11 ル ル ド 牡3鹿 56 松若 風馬 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 426－ 21：58．21	 10．6�
712 グロリアスホープ 牡3鹿 56

54 △横山 武史�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 500－ 41：58．41� 57．6�
23 ハイロードシチー 牡3黒鹿56 菱田 裕二 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：58．5クビ 84．7�
611 オーミシンゲン 牡3青鹿56 長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 428＋ 6 〃 ハナ 204．9�
22 � トランプズパワー 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希風早 信昭氏 森 秀行 米 Deborah
Shaffer 494－ 21：59．35 20．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，723，000円 複勝： 33，730，700円 枠連： 10，757，800円
馬連： 43，902，000円 馬単： 24，143，700円 ワイド： 36，177，000円
3連複： 70，260，800円 3連単： 83，421，600円 計： 325，116，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 670円 � 510円 � 1，080円 枠 連（3－6） 2，920円

馬 連 �� 17，400円 馬 単 �� 34，620円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 12，970円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 233，160円 3 連 単 ��� 1，286，820円

票 数

単勝票数 計 227230 的中 � 6022（8番人気）
複勝票数 計 337307 的中 � 13260（8番人気）� 18362（7番人気）� 7883（9番人気）
枠連票数 計 107578 的中 （3－6） 2849（12番人気）
馬連票数 計 439020 的中 �� 1955（37番人気）
馬単票数 計 241437 的中 �� 523（77番人気）
ワイド票数 計 361770 的中 �� 2414（36番人気）�� 716（74番人気）�� 1235（54番人気）
3連複票数 計 702608 的中 ��� 226（258番人気）
3連単票数 計 834216 的中 ��� 47（1425番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―38．1―51．1―1：04．1―1：17．4―1：30．8―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

サーチュイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．10．20 京都15着

2016．2．21生 牝3芦 母 トウカイライフ 母母 フ ァ ヴ ォ リ 7戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時20分に変更。

02038 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第2競走 1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 アオイツヤヒメ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 456－ 61：26．1 8．0�

36 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 424± 01：27．69 15．1�

47 アンジュミニョン 牝3鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 442± 01：27．81� 9．7�

714 ワンダールウェス 牝3栗 54 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 448－ 61：27．9� 7．8�
816 ピンクペルレ 牝3青鹿54 津村 明秀�須野牧場 田中 博康 新ひだか 前田ファーム 434－ 61：28．0� 4．4	
35 セイカアミダイケ 牝3芦 54 吉田 隼人久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 428－ 81：28．42� 46．4

611 ゼ ロ カ ラ 牝3黒鹿54 丸田 恭介谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新ひだか 下屋敷牧場 454－ 6 〃 クビ 34．9�
24 シゲルジルコン 牝3栗 54 松田 大作森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 474＋101：28．71� 140．5�
59 ペイシャコリンナ 牝3黒鹿54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 470－101：29．33� 5．9
713 ガビーズメモリー 牝3黒鹿 54

53 ☆藤田菜七子長島 和彦氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 482－ 81：29．4� 57．7�
12 シンボリサージュ 牝3栗 54 藤岡 康太シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 436－ 61：29．5クビ 63．9�
11 モズコールズ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 404＋ 41：29．71� 21．0�
815 アーティクル 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 津島 優治 450－ 61：29．8� 153．5�
510 フ ィ ア ー バ 牝3青鹿54 伴 啓太�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 422＋ 21：31．18 362．2�
612 ペシュウィズダム 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 424－ 21：31．31� 213．1�
23 ガールズロック 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也�G1レーシング 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 41：33．5大差 3．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，760，800円 複勝： 21，884，900円 枠連： 6，725，400円
馬連： 28，740，800円 馬単： 12，744，400円 ワイド： 21，152，200円
3連複： 43，541，700円 3連単： 49，659，500円 計： 199，209，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 410円 � 430円 � 340円 枠 連（3－4） 1，980円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 12，840円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，430円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 19，230円 3 連 単 ��� 111，460円

票 数

単勝票数 計 147608 的中 � 14603（5番人気）
複勝票数 計 218849 的中 � 13892（6番人気）� 13007（7番人気）� 17728（5番人気）
枠連票数 計 67254 的中 （3－4） 2627（11番人気）
馬連票数 計 287408 的中 �� 3083（26番人気）
馬単票数 計 127444 的中 �� 744（50番人気）
ワイド票数 計 211522 的中 �� 2439（25番人気）�� 3858（17番人気）�� 2893（24番人気）
3連複票数 計 435417 的中 ��� 1698（65番人気）
3連単票数 計 496595 的中 ��� 323（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―47．6―1：00．9―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイツヤヒメ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2018．10．14 新潟5着

2016．2．23生 牝3鹿 母 ウエストローズ 母母 グーニグーフー 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
〔その他〕 ガールズロック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペシュウィズダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月27日まで平地

競走に出走できない。
フィアーバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月27日まで平地競走に
出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ガールズロック号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月27日まで出走できない。

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

23 イチバンヤリ 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 496－ 21：13．7 2．9�
816 デンコウブレイブ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 464＋ 41：13．8� 31．9�
24 シェルトファータ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 428－ 61：14．75 16．3�
510 シゲルホタルイシ 牡3栗 56 丸山 元気森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B484＋ 21：15．12� 5．5�
611 メイショウイギョク 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 日高 ヤナガワ牧場 474± 01：15．52� 7．5�
36 テイエムロケット 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 472－ 4 〃 ハナ 129．8�
59 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 中井 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 454－12 〃 アタマ 68．9	
815 トモジャバロンド 牡3黒鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋ 41：15．71� 3．8

612 アテンフェアリー 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 444－ 81：16．33� 44．5�
47 ラ イ ド 牝3鹿 54

52 △横山 武史 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 430－ 21：16．61� 99．7

713 スズカモンド 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 452± 01：16．7� 8．4�
35 ガ イ ヤ ル ド 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：16．8� 21．8�
11 ウ ズ シ オ 牡3栗 56 嶋田 純次�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 526± 01：16．9� 314．0�
48 ギ ブ リ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 460 ― 〃 アタマ 69．4�
714 トレンディダーム 牝3栃栗 54

53 ☆藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 41：17．43 74．1�
（15頭）

12 サトノギャロス 牡3鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，685，600円 複勝： 21，971，200円 枠連： 8，291，000円
馬連： 32，103，600円 馬単： 16，623，300円 ワイド： 24，468，200円
3連複： 48，322，200円 3連単： 55，879，000円 計： 226，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 570円 � 420円 枠 連（2－8） 430円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 790円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 15，730円 3 連 単 ��� 73，790円

票 数

単勝票数 計 186856 的中 � 50281（1番人気）
複勝票数 計 219712 的中 � 48269（1番人気）� 8175（8番人気）� 11845（6番人気）
枠連票数 計 82910 的中 （2－8） 14703（1番人気）
馬連票数 計 321036 的中 �� 5471（14番人気）
馬単票数 計 166233 的中 �� 1758（25番人気）
ワイド票数 計 244682 的中 �� 5165（12番人気）�� 8260（8番人気）�� 1406（34番人気）
3連複票数 計 483222 的中 ��� 2303（41番人気）
3連単票数 計 558790 的中 ��� 549（208番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．7―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチバンヤリ �
�
父 セレスハント �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．20 京都5着

2016．4．7生 牡3黒鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 6戦1勝 賞金 9，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時15分に変更。
〔出走取消〕 サトノギャロス号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。

02040 1月27日 晴 良 （31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 7，800，000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

33 トーアツキヒカリ �5鹿 60 西谷 誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 460＋ 63：18．9 3．0�
69 スワーヴエドワード 牡4鹿 59 蓑島 靖典�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506± 03：20．07 25．6�
44 ニシノオクタゴン 牡4青鹿59 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 484＋ 63：20．32 31．8�
57 ロジャージーニアス �4鹿 59 大庭 和弥武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 468＋143：20．4クビ 20．9�
45 ブレイクスピアー 牡4青鹿59 植野 貴也前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 502＋143：20．72 6．3�
812 テイエムコンドル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 83：21．01� 3．8	
22 シゲルレンコン 牡4鹿 59 上野 翔森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 王蔵牧場 460＋ 43：22．06 147．0

710 インテグリティー 牡6鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 488＋ 83：24．0大差 5．9�
813 ウィズワンアコード 牡4栗 59 北沢 伸也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 83：24．1� 10．6�
11 インフルエンサー 牡5鹿 60 小野寺祐太中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 440－ 43：25．27 68．0
56 トーアスサノオー 牡4栗 59 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 482＋183：25．62� 85．2�
68 タ ラ ニ ス 牡4黒鹿59 平沢 健治藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 500＋123：29．2大差 16．0�
711 ピエナシニスター 牝4栗 57 黒岩 悠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 458－ 23：32．7大差 30．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，996，200円 複勝： 13，447，300円 枠連： 8，244，800円
馬連： 22，339，100円 馬単： 12，270，000円 ワイド： 16，022，000円
3連複： 40，285，300円 3連単： 50，386，600円 計： 175，991，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 680円 � 630円 枠 連（3－6） 1，600円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，440円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 25，860円 3 連 単 ��� 101，750円

票 数

単勝票数 計 129962 的中 � 33722（1番人気）
複勝票数 計 134473 的中 � 30977（1番人気）� 4156（10番人気）� 4566（9番人気）
枠連票数 計 82448 的中 （3－6） 3985（8番人気）
馬連票数 計 223391 的中 �� 4038（16番人気）
馬単票数 計 122700 的中 �� 1474（24番人気）
ワイド票数 計 160220 的中 �� 2433（23番人気）�� 2911（15番人気）�� 791（46番人気）
3連複票数 計 402853 的中 ��� 1168（83番人気）
3連単票数 計 503866 的中 ��� 359（341番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 52．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアツキヒカリ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．6．3 東京14着

2014．3．12生 �5鹿 母 トーアツキアカリ 母母 トーアシユプール 障害：8戦1勝 賞金 17，560，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔その他〕 ピエナシニスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピエナシニスター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年2月27日まで出走できない。
※出走取消馬 シグネットリング号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 メイショウグンパイ号
（非抽選馬） 1頭 ニシノエアレス号



02041 1月27日 晴 良 （31中京1）第4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 7，800，000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

69 ダンツセイケイ 牡4鹿 59 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 506＋143：17．8 8．7�
22 デカルコマニー 牡4鹿 59 五十嵐雄祐松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 462－ 23：18．97 3．7�
45 ゲネラルプローベ 牡7鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 498 3：19．43 22．0�
814� アドバンスゴード 牡7芦 60 植野 貴也ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 518－ 23：19．82� 24．0�
711 ヒトノワドリーム �5鹿 60 山本 康志永見 貴昭氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 43：20．22� 13．0�
57 バトルフガクオウ 牡4鹿 59 金子 光希宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 470－ 23：20．41� 90．6�
11 フォルテメンテ 牡5鹿 60 江田 勇亮伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 532＋103：20．61 2．4	
610 シゲルアミメキリン 牡5芦 60 上野 翔森中 蕃氏 蛯名 利弘 小清水 千島北斗牧場 484＋10 〃 アタマ 84．3

33 ライオネルカズマ 牡5鹿 60 高田 潤合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 512＋ 83：20．7� 19．7�
813 カ ラ ク プ ア �6黒鹿60 熊沢 重文�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 496－ 6 〃 アタマ 7．6
46 ホウオウカーニバル 牡4鹿 59 高野 和馬小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464± 03：21．65 119．8�
58 ファントムグレイ 牡6芦 60 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 438＋ 43：22．34 16．2�
34 データヴァリュー 牡5鹿 60 大庭 和弥 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 480＋103：23．25 55．2�
712 アオテンジョウ 牡5栗 60 蓑島 靖典北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 498＋143：29．5大差 169．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，637，800円 複勝： 17，090，500円 枠連： 7，773，000円
馬連： 25，398，600円 馬単： 15，438，100円 ワイド： 19，323，500円
3連複： 44，561，400円 3連単： 60，843，100円 計： 205，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 170円 � 370円 枠 連（2－6） 1，320円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，070円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 43，070円

票 数

単勝票数 計 146378 的中 � 13364（4番人気）
複勝票数 計 170905 的中 � 16485（3番人気）� 32935（2番人気）� 10003（6番人気）
枠連票数 計 77730 的中 （2－6） 4553（5番人気）
馬連票数 計 253986 的中 �� 13354（4番人気）
馬単票数 計 154381 的中 �� 3172（11番人気）
ワイド票数 計 193235 的中 �� 10082（3番人気）�� 2284（24番人気）�� 4271（12番人気）
3連複票数 計 445614 的中 ��� 4522（22番人気）
3連単票数 計 608431 的中 ��� 1024（126番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツセイケイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．7．22 中京3着

2015．3．12生 牡4鹿 母 オスカルフランソワ 母母 オ ス カ ル 障害：4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロマンチスト号
（非抽選馬） 2頭 メイショウバッハ号・ロスカボス号

02042 1月27日 晴 良 （31中京1）第4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 7，500，000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

810 シゲルマツタケ 牝4栗 54
53 ☆義 英真森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448± 01：55．1 3．6�

78 メイショウササユリ 牝5黒鹿 55
54 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 510－ 21：55．52� 2．1�

22 ホ ノ カ 牝5鹿 55
53 △横山 武史岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B480－121：55．6� 26．2�

66 クールデザイン 牝5鹿 55
54 ☆荻野 極 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454－ 41：56．34 20．3�

33 ナガラエンカ 牝5鹿 55
54 ☆川又 賢治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 454＋ 21：56．4� 6．8�
89 リュミエールドール 牝5鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：56．5� 5．5	
44 メイショウバーズ 牝6鹿 55

54 ☆藤田菜七子松本 好
氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 472－ 61：57．03 14．0�
77 � ホウオウサマンサ 牝4栗 54

51 ▲木幡 育也小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 440－141：57．42� 125．8�
55 アスカリアン 牝4黒鹿54 菱田 裕二上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 484＋ 41：58．14 62．7
11 � ヴァントネール 牝5栗 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 石毛 善彦 浦河トラストスリーファーム 440± 01：59．59 167．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，280，600円 複勝： 30，946，500円 枠連： 8，019，000円
馬連： 37，320，300円 馬単： 23，048，200円 ワイド： 28，795，700円
3連複： 51，699，800円 3連単： 90，728，100円 計： 295，838，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 380円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 12，550円

票 数

単勝票数 計 252806 的中 � 55332（2番人気）
複勝票数 計 309465 的中 � 62315（2番人気）� 100701（1番人気）� 11780（7番人気）
枠連票数 計 80190 的中 （7－8） 27735（1番人気）
馬連票数 計 373203 的中 �� 82658（1番人気）
馬単票数 計 230482 的中 �� 18080（3番人気）
ワイド票数 計 287957 的中 �� 45888（1番人気）�� 3994（16番人気）�� 5463（14番人気）
3連複票数 計 516998 的中 ��� 11760（11番人気）
3連単票数 計 907281 的中 ��� 5241（43番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．8―13．7―12．7―12．3―12．8―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．9―52．6―1：05．3―1：17．6―1：30．4―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルマツタケ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Haafhd デビュー 2017．7．2 中京10着

2015．3．10生 牝4栗 母 マイスイートベス 母母 ポーリッシュピンク 17戦2勝 賞金 22，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50分に変更。
〔制裁〕 シゲルマツタケ号の騎手義英真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）
〔その他〕 シゲルマツタケ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。



02043 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第7競走 ��1，600�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
1：32．3
1：30．7

良
良

36 メイショウコミチ 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 444＋ 21：35．4 6．9�
23 サ ラ ミ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 61：35．61� 2．0�
59 ブランシェット 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也�G1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 416－ 41：35．7� 4．6�

815 トラピッチェ 牝3鹿 54 津村 明秀青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 418 ― 〃 クビ 51．8�
47 アンブレイカブル 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 520＋ 41：35．8� 11．1	
713� ミッドサマーハウス 牝3青 54 	島 克駿ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 456－ 4 〃 ハナ 24．6

611 クラウソラス 牡3鹿 56 丸山 元気谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 474－ 21：36．01� 170．9�
48 メイショウパティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448＋ 21：36．1� 33．9�
510 ゼ ッ ケ イ 牡3青鹿56 吉田 隼人�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 478＋181：36．31� 9．8
11 バロンキング 牡3鹿 56

55 ☆藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 430＋16 〃 クビ 24．9�
35 ミラキュラスパワー 牝3鹿 54

52 △横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 436± 0 〃 ハナ 57．5�

612 サプライズレター 牝3黒鹿54 嶋田 純次熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 404－ 41：36．51� 356．1�
24 ク ル シ ュ ー 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 404 ― 〃 ハナ 192．0�
12 ダイシンリカール 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 492 ―1：36．71� 30．9�
816 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 418－101：37．02 173．4�
714 ハクシンドリーム 牝3鹿 54 丸田 恭介新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 398－ 41：37．21� 317．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，339，300円 複勝： 39，517，800円 枠連： 12，870，500円
馬連： 45，730，100円 馬単： 27，973，900円 ワイド： 37，702，400円
3連複： 68，349，300円 3連単： 100，437，500円 計： 361，920，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 280円 �� 430円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 7，770円

票 数

単勝票数 計 293393 的中 � 33672（3番人気）
複勝票数 計 395178 的中 � 53065（3番人気）� 129252（1番人気）� 56699（2番人気）
枠連票数 計 128705 的中 （2－3） 15964（2番人気）
馬連票数 計 457301 的中 �� 53306（2番人気）
馬単票数 計 279739 的中 �� 10236（6番人気）
ワイド票数 計 377024 的中 �� 35668（2番人気）�� 20699（5番人気）�� 37885（1番人気）
3連複票数 計 683493 的中 ��� 48942（1番人気）
3連単票数 計1004375 的中 ��� 9362（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．4―1：00．7―1：12．7―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

メイショウコミチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．12．16 阪神2着

2016．2．16生 牝3鹿 母 メイショウジェイ 母母 サルガソシー 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミラーグロ号

02044 1月27日 晴 良 （31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45分 （芝・左）

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

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 コパノピエール 牡5鹿 57
56 ☆藤田菜七子小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B492＋ 61：20．9 12．6�

816 ダノンディーヴァ 牝5黒鹿 55
53 △横山 武史�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 2 〃 アタマ 2．7�

714 スターリーステージ 牝4鹿 54 松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 41：21．11� 3．7�
24 ディヴァインハイツ 牝5鹿 55

52 ▲西村 淳也 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 470－10 〃 クビ 24．8�
36 トウカイオルデン 牡4鹿 56 �島 克駿内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 472－121：21．31� 5．6	
12 � モ ハ ー 牝5栗 55

54 ☆義 英真北山 敏
氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 496＋ 41：21．51� 139．5�
715 マリアバローズ 牝4黒鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 442＋ 2 〃 クビ 11．9�
611 サンライズマジック 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486＋101：21．71 16．5
510 ステラルージュ 牝5栗 55 中井 裕二野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 402－ 4 〃 クビ 33．3�
612 カンバンムスメ 牝5黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 448＋ 61：21．8クビ 75．6�
59 トルネードアレイ 牡5黒鹿57 小崎 綾也 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456＋181：21．9� 43．9�
48 シャイニードライヴ �5鹿 57 長岡 禎仁小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B456＋ 6 〃 クビ 125．0�
713 スマートヴォルフ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 466－ 4 〃 クビ 329．3�
818 ラニカイサンデー 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460－ 21：22．0� 27．6�
47 � プロタゴニスト 牡8鹿 57

54 ▲木幡 育也佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 41：22．32 231．0�

11 ハーツフェルト 牝4栗 54
53 ☆森 裕太朗林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B450＋ 21：22．4� 21．5�

23 ニコルハイウェイ 牡4鹿 56 伴 啓太杉浦 和也氏 的場 均 鹿児島 服部 文明 470＋131：23．35 200．4�
817� サ ヤ ネ エ 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希竹森 幹雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 486－ 41：23．4� 286．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，942，800円 複勝： 45，362，000円 枠連： 17，931，600円
馬連： 53，310，400円 馬単： 26，132，300円 ワイド： 44，638，300円
3連複： 83，599，400円 3連単： 106，355，500円 計： 409，272，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 320円 � 140円 � 140円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，000円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 319428 的中 � 20189（5番人気）
複勝票数 計 453620 的中 � 25223（6番人気）� 99028（1番人気）� 94148（2番人気）
枠連票数 計 179316 的中 （3－8） 22803（2番人気）
馬連票数 計 533104 的中 �� 19440（6番人気）
馬単票数 計 261323 的中 �� 3450（16番人気）
ワイド票数 計 446383 的中 �� 11995（7番人気）�� 10316（10番人気）�� 54686（1番人気）
3連複票数 計 835994 的中 ��� 25127（3番人気）
3連単票数 計1063555 的中 ��� 3692（45番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―12．0―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．2―46．2―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．7
3 5（12，17）2，9（1，4）（6，18）（8，16）（11，10，14）－（7，13，15）－3 4 5－（2，12）17（1，4，9）（8，6，18）（11，16）（7，10，14）（13，15）－3

勝馬の
紹 介

コパノピエール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．11．12 京都9着

2014．5．5生 牡5鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 22戦2勝 賞金 26，511，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
〔制裁〕 ダノンディーヴァ号の騎手横山武史は，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10，000円。（被害馬：4番・

12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） 2頭 ファイブフォース号・リュニヴェール号



02045 1月27日 晴 良 （31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 （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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 リスペクタブル 牡4鹿 56 �島 克駿�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 81：25．7 5．1�
35 クリノアントニヌス 牡5栗 57 中井 裕二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 21：25．8� 29．5�
11 スピリットワンベル 牡4鹿 56 柴山 雄一鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 522＋ 61：25．9クビ 10．2�
47 クインズラミントン 牡5鹿 57 松若 風馬亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 482± 01：26．0� 4．8�
612 ア タ ミ 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 484＋12 〃 ハナ 5．3�
59 キタノナシラ 	4鹿 56

55 ☆川又 賢治北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 490－ 6 〃 アタマ 15．0	
510 ホ マ レ 牝4鹿 54 津村 明秀 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 466＋ 21：26．32 4．8�
714
 ジャックナイフ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 464－ 41：26．4クビ 53．4�
815
 チャーミングポッケ 牝7栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460－ 81：27．03� 135．3
24 � メダーリアフレイム 	5鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B466－ 61：27．42� 34．2�
23 
 ムーンシュトラール 牡5鹿 57

56 ☆荻野 極佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 33．7�
816 オクタヴィウス 牡4鹿 56 長岡 禎仁髙橋 貴士氏 杉山 晴紀 新ひだか 幌村牧場 502＋ 51：27．82� 107．7�
12 
 オオオヤブン 牡5鹿 57 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 門別 敏朗 480＋ 2 〃 ハナ 19．1�
713� ランプフィーバー 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 堀 宣行 米 Cherry Valley

Farm, LLC. B460－ 61：29．6大差 11．2�
48 
 ニホンピロマーク 牡6黒鹿57 岩崎 翼小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 502＋ 21：30．34 176．6�
36 � セイウンスパイ 牡4栗 56 丸山 元気西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &

Janice Millar B496＋ 41：31．15 55．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，207，200円 複勝： 45，185，300円 枠連： 16，750，900円
馬連： 61，625，500円 馬単： 30，086，200円 ワイド： 48，071，800円
3連複： 99，057，600円 3連単： 124，085，500円 計： 454，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 650円 � 340円 枠 連（3－6） 2，670円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 15，070円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，130円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 32，740円 3 連 単 ��� 185，870円

票 数

単勝票数 計 292072 的中 � 45486（3番人気）
複勝票数 計 451853 的中 � 68437（3番人気）� 15483（9番人気）� 33499（6番人気）
枠連票数 計 167509 的中 （3－6） 4860（12番人気）
馬連票数 計 616255 的中 �� 5757（31番人気）
馬単票数 計 300862 的中 �� 1497（58番人気）
ワイド票数 計 480718 的中 �� 5277（27番人気）�� 11267（9番人気）�� 2700（48番人気）
3連複票数 計 990576 的中 ��� 2269（108番人気）
3連単票数 計1240855 的中 ��� 484（601番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―12．0―13．4―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．1―46．1―59．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リスペクタブル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．7．22 中京7着

2015．1．31生 牡4鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class 9戦2勝 賞金 18，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時20分に変更。
〔その他〕 セイウンスパイ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月27日まで平地

競走に出走できない。

02046 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第10競走 2，000�
あ つ た

熱 田 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

89 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 荻野 極吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 462－ 21：59．8 5．8�
11 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 472－ 22：00．11� 128．9�
66 アドマイヤプリヴ �5青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B436± 0 〃 クビ 11．0�
810 シャフトオブライト 牡4栗 56 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 446＋ 22：00．2� 14．2�
77 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 02：00．3� 2．6	
33 ルナーランダー 牡6栗 57 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋122：00．4� 6．4

78 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 小崎 綾也堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 468－ 22：00．5� 10．1�
44 ハギノカエラ 牝6栗 55 丸山 元気安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416－102：00．81� 4．4�
22 � ミスズメサイア 牝7鹿 55 松若 風馬永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 452－ 42：01．33 73．9
55 トーセンクリーガー 牡4栗 56 横山 武史島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 42：02．25 23．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，119，800円 複勝： 38，391，600円 枠連： 11，166，800円
馬連： 55，721，300円 馬単： 30，786，300円 ワイド： 38，675，900円
3連複： 75，276，400円 3連単： 133，409，300円 計： 412，547，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 2，880円 � 320円 枠 連（1－8） 15，290円

馬 連 �� 33，290円 馬 単 �� 54，070円

ワ イ ド �� 9，760円 �� 1，000円 �� 13，980円

3 連 複 ��� 90，910円 3 連 単 ��� 454，090円

票 数

単勝票数 計 291198 的中 � 40142（3番人気）
複勝票数 計 383916 的中 � 56798（3番人気）� 2777（10番人気）� 31741（6番人気）
枠連票数 計 111668 的中 （1－8） 566（22番人気）
馬連票数 計 557213 的中 �� 1297（37番人気）
馬単票数 計 307863 的中 �� 427（70番人気）
ワイド票数 計 386759 的中 �� 999（40番人気）�� 10462（14番人気）�� 696（43番人気）
3連複票数 計 752764 的中 ��� 621（101番人気）
3連単票数 計1334093 的中 ��� 213（528番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．3―48．4―1：00．4―1：12．4―1：24．5―1：36．0―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ザ イ ク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．12．3 中山1着

2014．5．8生 牡5黒鹿 母 キョウモヨロシク 母母 シートゥシャイニングシー 18戦3勝 賞金 36，896，000円
〔制裁〕 モザイク号の騎手荻野極は，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：1番）



02047 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第11競走 ��1，900�
い せ

伊 勢 特 別
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
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．7
1：53．7

良
不良

711 ナンヨープルートー 牡5鹿 57 吉田 隼人中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 516＋ 82：00．7 12．1�
22 コマビショウ 牡4黒鹿56 津村 明秀小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 4 〃 ハナ 2．1�
57 ジャストコーズ �6青鹿57 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510－ 42：01．44 20．1�
45 サマーサプライズ 牡5鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 482－ 62：01．5� 16．9�
814 スズカロング 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 42：01．81� 41．1�
11 キングブラック 牡4鹿 56 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 516± 0 〃 クビ 11．4	
34 ナムラシンウチ 牡5鹿 57 加藤 祥太奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 B512＋ 52：01．9� 94．9

813 ダンサクドゥーロ 牡5芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：02．0クビ 7．9�
69 テイエムオスカー 牡4黒鹿56 丸山 元気竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 500－ 42：02．63� 7．4�
33 イェドプリオル 牡7青鹿57 太宰 啓介ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522± 02：02．91� 183．7�
712 コンプリートベスト 牝5鹿 55 	島 克駿吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B472± 02：04．07 212．3�
58 カ ブ キ モ ノ 牡6黒鹿57 森 裕太朗國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B510－142：04．74 95．8�
46 ブルヴェルソン 牡4栗 56 川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋122：11．2大差 34．4�
610 サノノカガヤキ 牡6鹿 57 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 514＋10 （競走中止） 6．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，485，500円 複勝： 75，443，700円 枠連： 41，553，900円
馬連： 182，711，100円 馬単： 80，421，700円 ワイド： 95，665，300円
3連複： 286，804，500円 3連単： 411，624，000円 計： 1，234，709，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 280円 � 120円 � 350円 枠 連（2－7） 1，060円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，960円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 29，530円

票 数

単勝票数 計 604855 的中 � 39766（6番人気）
複勝票数 計 754437 的中 � 54231（6番人気）� 240266（1番人気）� 40206（8番人気）
枠連票数 計 415539 的中 （2－7） 30247（4番人気）
馬連票数 計1827111 的中 �� 123030（5番人気）
馬単票数 計 804217 的中 �� 18357（12番人気）
ワイド票数 計 956653 的中 �� 54957（5番人気）�� 11621（27番人気）�� 39109（7番人気）
3連複票数 計2868045 的中 ��� 43613（19番人気）
3連単票数 計4116240 的中 ��� 10103（99番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．3―29．4―42．2―55．5―1：08．5―1：21．6―1：34．7―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨープルートー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 High Chaparral デビュー 2016．11．6 京都3着

2014．4．7生 牡5鹿 母 ハイカックウ 母母 オブザーヴァント 21戦4勝 賞金 63，137，000円
〔競走中止〕 サノノカガヤキ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルヴェルソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年2月27日まで平地競

走に出走できない。

02048 1月27日 晴 良 （31中京1）第4日 第12競走 ��1，200�
がまごおり

蒲 郡 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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612� ズ ア ー 牡5鹿 57 藤岡 康太吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End
Bloodstock 502＋ 21：08．8 4．9�

611 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474＋ 41：09．01� 3．8�
11 キスミーワンス 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 452＋10 〃 クビ 11．7�
36 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 丸山 元気国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 514＋ 41：09．1	 4．6�
818 スリーランディア 牝5鹿 55 岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 41：09．2
 15．3�
715� クーファディーヴァ 牝5栗 55 菱田 裕二大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 476＋ 61：09．3クビ 5．6	
12 � モアナブルー 牝5栗 55 川又 賢治平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：09．51� 107．2

48 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57 横山 武史�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466＋121：09．6	 25．6�
817 ディープウォーリア 牡5黒鹿57 小牧 太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 468＋16 〃 ハナ 27．8
713� ファーベライト 牝4黒鹿54 小崎 綾也髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 21：10．02	 47．7�
510 プラントアゲン 牝7黒鹿55 木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 472＋ 6 〃 ハナ 117．4�
59 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 吉田 隼人土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 464－ 81：10．1クビ 36．5�
47 スノーガーデン 牝4鹿 54 松若 風馬山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 464－ 4 〃 ハナ 20．8�
24 ブライティアサイト 牝5黒鹿55 藤田菜七子小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 480＋ 81：10．42 84．2�
23 � フ リ ッ カ 牝5栗 55 西村 淳也門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 81：10．71
 337．7�
714 ハッピーランラン 牝5鹿 55 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：10．91 191．3�
816 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 446＋ 61：11．11� 280．0�
35 ハーツブライト 牝5黒鹿55 荻野 極伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム B480＋ 81：11．42 31．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，497，600円 複勝： 64，754，000円 枠連： 37，604，100円
馬連： 119，245，800円 馬単： 50，826，700円 ワイド： 79，684，900円
3連複： 192，158，800円 3連単： 249，001，500円 計： 840，773，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 160円 � 290円 枠 連（6－6） 1，140円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，010円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 計 474976 的中 � 76456（3番人気）
複勝票数 計 647540 的中 � 92187（3番人気）� 125562（1番人気）� 46633（5番人気）
枠連票数 計 376041 的中 （6－6） 25379（4番人気）
馬連票数 計1192458 的中 �� 81857（2番人気）
馬単票数 計 508267 的中 �� 18292（2番人気）
ワイド票数 計 796849 的中 �� 49683（2番人気）�� 19374（9番人気）�� 23992（8番人気）
3連複票数 計1921588 的中 ��� 33347（8番人気）
3連単票数 計2490015 的中 ��� 8843（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 18（2，12）（10，13）1（6，9，15，17）（3，8，11，16）（4，7，14）－5 4 18（2，12）（1，10，13，17）（6，9，15）（3，8，11，16）（7，14）4－5

勝馬の
紹 介

�ズ ア ー �
�
父 The Factor �

�
母父 Eddington デビュー 2016．12．4 中京1着

2014．4．4生 牡5鹿 母 Salvar 母母 Bend 7戦2勝 賞金 19，455，000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。
（非当選馬） 1頭 アイアムヒメ号
（非抽選馬） 1頭 ラヴィソント号

３レース目



（31中京1）第4日 1月27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 175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

179，210，000円
2，590，000円
15，030，000円
1，470，000円
19，790，000円
69，096，250円
6，121，400円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
336，676，200円
447，725，500円
187，688，800円
708，148，600円
350，494，800円
490，377，200円
1，103，917，200円
1，515，831，200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 5，140，859，500円

総入場人員 11，738名 （有料入場人員 10，822名）
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