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02001 1月17日 曇 重 （27中京1）第1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

612 ブルースブレイカー 牡3鹿 56 松山 弘平市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：56．8 5．2�
48 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 514＋ 61：57．86 6．6�
713 レジェンドパワー 牡3黒鹿56 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 430＋ 21：57．9� 11．7�
611 クラウンフレイム 牡3鹿 56 熊沢 重文�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 498＋ 41：58．0クビ 19．3�
816 シゲルエイサー 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 472＋ 21：58．2� 15．7�
59 コスモビオス 牡3黒鹿56 柴田 未崎岡田 繁幸氏 鈴木 康弘 新ひだか 泊 寿幸 530－121：58．41� 10．3	
23 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好
氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 468－ 21：58．5� 3．6�
815 ソラトブライオン 牡3鹿 56 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 488－ 81：59．77 182．8�
35 レイズユアハンズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 496－ 42：00．12� 76．2�
11 ライフトップスター 牡3栗 56

53 ▲義 英真谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 480－ 42：00．31 56．4�
510 モアザンワーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 426＋ 62：00．4� 162．3�
36 ピュアリーズン 牝3栗 54 川島 信二岡田 繁幸氏 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 436± 02：00．93 24．9�
47 ハッピーキャップ 牡3黒鹿 56

54 △松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 478－ 22：01．53� 6．1�

12 ミルキーブレス 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 440－ 42：01．6クビ 141．7�

714 ノイエヴェルト 牝3芦 54 川須 栄彦 シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：02．66 19．0�
24 ナ タ ー ル 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478－ 22：03．34 30．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，490，400円 複勝： 15，096，300円 枠連： 7，893，300円
馬連： 22，941，200円 馬単： 13，093，800円 ワイド： 14，521，200円
3連複： 35，231，300円 3連単： 45，071，100円 計： 164，338，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 170円 � 270円 枠 連（4－6） 790円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，070円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 23，390円

票 数

単勝票数 計 104904 的中 � 16104（2番人気）
複勝票数 計 150963 的中 � 21422（3番人気）� 25195（2番人気）� 12750（5番人気）
枠連票数 計 78933 的中 （4－6） 7672（3番人気）
馬連票数 計 229412 的中 �� 9092（6番人気）
馬単票数 計 130938 的中 �� 2855（8番人気）
ワイド票数 計 145212 的中 �� 5504（7番人気）�� 3371（12番人気）�� 5707（6番人気）
3連複票数 計 352313 的中 ��� 6411（10番人気）
3連単票数 計 450711 的中 ��� 1397（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．9―39．9―52．9―1：05．8―1：18．9―1：31．8―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3

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

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

ブルースブレイカー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．7 阪神5着

2012．5．2生 牡3鹿 母 ピサノグレース 母母 ブルックリンハイツ 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ハッピーキャップ号の騎手松若風馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて平成27年1月24日から平成27年2月1日

まで騎乗停止。（被害馬：3番）
〔その他〕 ナタール号は，発走後まもなく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〕 ノイエヴェルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アポロユウシャ号

02002 1月17日 曇 重 （27中京1）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走10時20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
1：48．9
1：47．8

重
重

44 アドマイヤカロ 牡4栗 56 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528－ 41：55．6 14．7�
22 オンワードハンター 牡4鹿 56

54 △小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 466± 01：55．91� 26．2�
812 ウエスタンパレード 牡4栗 56 酒井 学 �ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 510＋ 8 〃 アタマ 3．6�
33 パーフェクトスコア 牡5青鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 2 〃 クビ 2．2�
67 マルイチワンダー 牡5栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 446＋ 41：56．21� 42．9	
79 デビルズハーツ 牡5鹿 57 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 498＋ 81：56．41� 5．7

68 キネオフライト 牡4栗 56 川須 栄彦吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 81：56．61� 49．8�
56 � シングンカイロス 牡6鹿 57

54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474＋ 61：56．92 42．6�
11 ニホンピロバロン 牡5栗 57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 484＋ 41：57．21� 7．2
55 コスモチャイム 牡4黒鹿 56

53 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム 492＋ 61：57．62	 101．5�
811 カシノレント 牡4黒鹿 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494－ 61：57．7クビ 425．4�
710 ロードガンブラック 牡4鹿 56 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 504＋311：57．8� 32．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，455，600円 複勝： 18，759，100円 枠連： 5，725，000円
馬連： 22，177，200円 馬単： 14，722，400円 ワイド： 13，079，600円
3連複： 28，619，500円 3連単： 48，092，200円 計： 164，630，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 480円 � 530円 � 210円 枠 連（2－4） 11，920円

馬 連 �� 15，420円 馬 単 �� 24，530円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 1，330円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 21，960円 3 連 単 ��� 188，460円

票 数

単勝票数 計 134556 的中 � 7294（5番人気）
複勝票数 計 187591 的中 � 9320（5番人気）� 8213（6番人気）� 28718（4番人気）
枠連票数 計 57250 的中 （2－4） 372（28番人気）
馬連票数 計 221772 的中 �� 1114（33番人気）
馬単票数 計 147224 的中 �� 450（56番人気）
ワイド票数 計 130796 的中 �� 809（32番人気）�� 2551（15番人気）�� 2967（11番人気）
3連複票数 計 286195 的中 ��� 977（53番人気）
3連単票数 計 480922 的中 ��� 185（402番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―39．4―52．7―1：05．2―1：17．3―1：30．3―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤカロ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2014．3．23 阪神12着

2011．4．24生 牡4栗 母 エンゼルカロ 母母 ヤマフノーザリー 4戦2勝 賞金 12，000，000円

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月17日 曇 重 （27中京1）第1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）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

12 ポムフィリア 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 小島牧場 442－ 21：13．3 11．9�
611 ハルマッタン 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 1．7�
510 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿54 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 492＋ 21：13．83 2．7�
59 マルトクビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 458－ 41：14．01 9．6�
612 デルマヤブラコウジ 牝3鹿 54

52 △松若 風馬浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 406－201：14．74 124．9�
47 ハジメノイッポ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 470－ 21：15．02 255．9	
36 ユキノマイクイーン 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 430＋ 2 〃 クビ 143．1

816 アドラビリティ 牝3青鹿54 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B492＋101：15．1クビ 47．7�
11 クリノスイートピー 牝3黒鹿54 伊藤 工真栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 430－ 2 〃 クビ 28．9�
713 クリノメンタンピン 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム 412＋101：15．2クビ 160．8

815 ブルーライトクロス 牝3鹿 54 松田 大作佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 482＋ 41：15．52 92．3�
23 ネイチャーシュシュ 牝3鹿 54 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 438－ 21：15．7� 32．3�
24 ア ゲ ー ト 牝3芦 54 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 422－ 41：16．12� 318．7�
714 ローズダイヤモンド 牝3鹿 54 藤懸 貴志太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 416－ 61：16．84 71．0�
48 ファイヤウィード 牝3鹿 54 熊沢 重文松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 490＋ 21：17．43� 252．6�
35 オーキャロル 牝3栗 54 川島 信二�田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 410－ 41：18．67 262．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，530，100円 複勝： 51，930，100円 枠連： 9，305，000円
馬連： 28，163，300円 馬単： 20，850，600円 ワイド： 21，261，700円
3連複： 37，628，300円 3連単： 71，101，300円 計： 257，770，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 300円 �� 310円 �� 110円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 175301 的中 � 11710（4番人気）
複勝票数 計 519301 的中 � 18470（3番人気）� 314749（1番人気）� 126653（2番人気）
枠連票数 計 93050 的中 （1－6） 7950（2番人気）
馬連票数 計 281633 的中 �� 14790（3番人気）
馬単票数 計 208506 的中 �� 3925（10番人気）
ワイド票数 計 212617 的中 �� 9991（2番人気）�� 9943（3番人気）�� 103179（1番人気）
3連複票数 計 376283 的中 ��� 49812（2番人気）
3連単票数 計 711013 的中 ��� 6148（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．7―12．3―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 11，10－（4，5）－（1，7，12）（3，8，9）（6，15）（14，16）2－13 4 11，10－4，5（1，7）（6，3，12，9）8（15，2）（14，16）－13

勝馬の
紹 介

ポムフィリア �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．11．16 東京6着

2012．3．31生 牝3鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイヤウィード号・オーキャロル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月

17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グリューヴァイン号
（非抽選馬） 3頭 イノチクレナイ号・センコウノマイヒメ号・ニホンピロピース号

02004 1月17日 曇 稍重 （27中京1）第1日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

712 ラ ス テ ラ 牝4鹿 57 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 474＋ 23：22．2 22．4�
33 レッドフォルツァ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B502－ 23：22．94 4．3�
58 タッチドヘヴンリー 牡7鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 526＋123：23．64 16．6�
22 � パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 460＋ 63：23．81� 6．4�
69 ファイアーシチー 牡4青鹿59 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋ 23：23．9� 17．8�
57 � トーセンハナミズキ 牝5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 476＋123：24．64 282．6

814 クレバーカイオウ 牡5鹿 60 鈴木 慶太�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 472＋ 83：25．13 127．4�
45 テーオーレジェンド 牡6栗 60 白浜 雄造小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 63：25．84 2．1
11 エイシンフランキー 牡4芦 59 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498＋ 83：25．9� 24．8�
610 テイエムシシーポス 牡5鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 504＋183：26．11 6．5�
711� グ ン シ ン 牡5鹿 60 草野 太郎�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 456＋ 23：27．69 301．8�
813 バ ー ジ ェ ス 牝4鹿 57 高野 和馬加藤 徹氏 浅野洋一郎 日高 アイズスタッド株式会社 456－ 23：27．92 311．6�
46 ケンブリッジベスト 牡4黒鹿59 石神 深一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 476± 03：29．49 203．7�
34 スズカジョンブル 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458＋ 43：30．78 64．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，413，300円 複勝： 15，288，000円 枠連： 7，333，900円
馬連： 20，005，000円 馬単： 14，483，900円 ワイド： 11，700，600円
3連複： 30，260，800円 3連単： 48，714，100円 計： 162，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 580円 � 180円 � 440円 枠 連（3－7） 3，970円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 10，020円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，160円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 140，700円

票 数

単勝票数 計 144133 的中 � 5134（7番人気）
複勝票数 計 152880 的中 � 5851（8番人気）� 27250（2番人気）� 8190（7番人気）
枠連票数 計 73339 的中 （3－7） 1429（15番人気）
馬連票数 計 200050 的中 �� 4395（13番人気）
馬単票数 計 144839 的中 �� 1084（36番人気）
ワイド票数 計 117006 的中 �� 2372（16番人気）�� 927（29番人気）�� 2936（12番人気）
3連複票数 計 302608 的中 ��� 1486（43番人気）
3連単票数 計 487141 的中 ��� 251（326番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．6－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス テ ラ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．14生 牝4鹿 母 ウインディーギフト 母母 ミスティウォーターズ 障害：3戦1勝 賞金 7，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレスリー号
（非抽選馬） 5頭 ウォーターメジャー号・スマートリバティー号・ダイメイサンジ号・トップドリーム号・ブライトジェム号



02005 1月17日 曇 稍重 （27中京1）第1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400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：39．8良

711� レッドグルーヴァー 牡6芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 476＋ 23：42．5 4．4�
712 プレミアムパス 牡7鹿 60 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 492－ 43：42．71� 211．3�
58 � チョイワルグランパ 牡9黒鹿60 白浜 雄造�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム 510＋ 23：42．91	 14．4�
69 グリッターウイング 牡8栗 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋103：43．0
 7．5�
610 リアルブラック �6青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 508＋ 43：44．9大差 7．3�
46 エリタージュ 牝5鹿 58 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 476＋ 23：45．1
 31．1	
813 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 474－ 63：45．42 20．5

45 マイネルアダマス 牡6鹿 60 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 446± 03：45．5� 10．2�
34 ティリアンパープル 牝5鹿 58 森 一馬飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 466－ 43：45．71	 121．4�
22 � タマモショパン 牡6鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 520＋143：46．12� 51．0
11 テーオーゼウス 牡7黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 510＋183：46．2クビ 138．4�
814 シゲルヒタチ 牡4栗 59 黒岩 悠森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 496＋ 63：47．47 137．8�
33 � クリノテンペスタ 牡8栗 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 494＋ 23：47．61� 311．3�
57 ティアップワイルド 牡9栗 60 西谷 誠田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 540＋ 6 （競走中止） 2．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，799，800円 複勝： 18，669，700円 枠連： 9，530，900円
馬連： 22，418，100円 馬単： 16，687，400円 ワイド： 14，575，400円
3連複： 34，630，900円 3連単： 55，582，600円 計： 187，894，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 2，040円 � 350円 枠 連（7－7） 19，690円

馬 連 �� 24，960円 馬 単 �� 48，500円

ワ イ ド �� 6，950円 �� 930円 �� 15，750円

3 連 複 ��� 124，270円 3 連 単 ��� 552，010円

票 数

単勝票数 計 157998 的中 � 28260（2番人気）
複勝票数 計 186697 的中 � 36219（2番人気）� 1843（10番人気）� 13072（6番人気）
枠連票数 計 95309 的中 （7－7） 375（25番人気）
馬連票数 計 224181 的中 �� 696（41番人気）
馬単票数 計 166874 的中 �� 258（76番人気）
ワイド票数 計 145754 的中 �� 529（45番人気）�� 4219（12番人気）�� 232（66番人気）
3連複票数 計 346309 的中 ��� 209（159番人気）
3連単票数 計 555826 的中 ��� 73（772番人気）
上り 1マイル 1：49．4 4F 56．2－3F 42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドグルーヴァー �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．10．16 京都5着

2009．3．6生 牡6芦 母 Wake Up Kiss 母母 Good Morning Smile 障害：8戦2勝 賞金 30，800，000円
〔競走中止〕 ティアップワイルド号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔制裁〕 テーオーゼウス号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 ティアップワイルド号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

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） 2頭 アドミッション号・タマモプラネット号
（非抽選馬） 1頭 マッキーバッハ号

02006 1月17日 晴 稍重 （27中京1）第1日 第6競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時45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
2：11．5
2：10．0

良
良

36 トーセンナチュラル 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 82：19．0 131．2�
510 レッドサバス 牡3黒鹿 56

54 △小崎 綾也 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 468－ 42：19．21� 8．1�
23 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 498＋ 42：19．3� 1．6�
35 ウインスペクトル 牡3鹿 56 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 448－ 42：19．51� 25．8�
11 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 藤岡 康太 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474－ 62：19．6� 9．2

612 ボルダーブルー 牡3青鹿56 川須 栄彦青芝商事� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 540± 0 〃 クビ 10．5�
12 オーマイホース 牡3鹿 56

54 △松若 風馬髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 470－ 22：19．7クビ 45．9�
47 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 476－ 42：20．44 353．2
816 ケイジースワロー 牡3黒鹿56 川島 信二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 442－10 〃 クビ 190．4�
818 ハーブガーデン 牝3鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 402± 0 〃 ハナ 49．2�
715 サトノラプター 牡3黒鹿56 浜中 俊里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 502± 02：20．5� 5．8�
48 サ ン ベ イ ル 牝3黒鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 432－10 〃 クビ 197．2�
611 ウインアシュリン 牝3栗 54

51 ▲原田 和真�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 2 〃 ハナ 61．9�
59 カノンブルー 牝3鹿 54 松田 大作 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 436－ 62：20．6クビ 64．0�
714 フルオブラヴ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 436－12 〃 クビ 328．6�
817 アミフジタイカン 牡3鹿 56 杉原 誠人内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 472－ 82：21．55 74．2�
713 ジャコバイティズム 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 458＋ 82：21．71� 179．0�
24 コスモパープル 牝3芦 54 柴田 未崎 	ビッグレッドファーム 和田正一郎 日高 新井 昭二 456－ 22：22．97 321．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，281，400円 複勝： 48，090，800円 枠連： 10，893，500円
馬連： 32，964，800円 馬単： 22，117，800円 ワイド： 20，476，100円
3連複： 42，524，200円 3連単： 74，528，500円 計： 272，877，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，120円 複 勝 � 1，540円 � 190円 � 110円 枠 連（3－5） 5，580円

馬 連 �� 43，300円 馬 単 �� 94，790円

ワ イ ド �� 10，690円 �� 1，720円 �� 310円

3 連 複 ��� 18，010円 3 連 単 ��� 333，530円

票 数

単勝票数 計 212814 的中 � 1297（12番人気）
複勝票数 計 480908 的中 � 2999（12番人気）� 39669（3番人気）� 273590（1番人気）
枠連票数 計 108935 的中 （3－5） 1512（19番人気）
馬連票数 計 329648 的中 �� 590（54番人気）
馬単票数 計 221178 的中 �� 175（111番人気）
ワイド票数 計 204761 的中 �� 442（60番人気）�� 2846（18番人気）�� 19856（2番人気）
3連複票数 計 425242 的中 ��� 1770（46番人気）
3連単票数 計 745285 的中 ��� 162（598番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―13．8―13．6―13．3―12．6―12．9―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．8―35．6―49．4―1：03．0―1：16．3―1：28．9―1：41．8―1：54．5―2：06．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンナチュラル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2014．11．1 東京11着

2012．5．4生 牝3黒鹿 母 ガールズトーク 母母 ワーキングガール 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 アミフジタイカン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アミフジタイカン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年2月17日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンミネリ号・ハナイチゲ号
（非抽選馬） 2頭 カフジムーン号・トーホウスペンサー号



02007 1月17日 晴 重 （27中京1）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 タガノハピネス 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－ 21：26．4 12．3�

47 � ミニョネット 牝5栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 2．1�
11 サウンドアドバイス 牝5栗 55 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 460± 01：26．5クビ 27．4�
815 サプライズライン 牝4芦 54 酒井 学平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 432＋ 41：26．71� 18．8�
612 アイリッシュハープ 牝4栗 54

52 △松若 風馬 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464± 0 〃 ハナ 7．0�

48 � テラノココロ 牝6青鹿 55
53 △小崎 綾也寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 422－ 2 〃 アタマ 12．7	

816 クロカミノオトメ 牝5青 55 松田 大作 �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 494－ 21：26．91� 13．2


611 グッドラックミー 牝5鹿 55 古川 吉洋大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 488＋ 41：27．0クビ 141．1�
23 チョウアコガレ 牝4鹿 54 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 424＋ 2 〃 ハナ 222．5�
12 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿 54

51 ▲義 英真伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 494＋ 61：27．31	 13．0
35 � マルモグリフィス 牝6鹿 55 高倉 稜まるも組合 藤沢 則雄 日高 山際 辰夫 468－ 6 〃 クビ 202．8�
713 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 浜中 俊�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488－ 81：27．61	 8．7�
36 � ベアファースト 牝4黒鹿54 平野 優熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440－101：28．34 135．6�
510 ナムラケイオス 牝6鹿 55 吉田 隼人奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 512－ 61：28．51� 20．8�
59 スノークラフト 牝6芦 55

52 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B468＋ 61：29．13� 40．3�
714 マルクプレンヌ 牝4鹿 54 伊藤 工真 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－101：29．73� 26．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，080，000円 複勝： 25，756，400円 枠連： 11，520，100円
馬連： 31，505，200円 馬単： 17，609，600円 ワイド： 19，717，700円
3連複： 41，687，400円 3連単： 62，230，700円 計： 228，107，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 410円 � 130円 � 450円 枠 連（2－4） 1，520円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 700円 �� 4，230円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 68，250円

票 数

単勝票数 計 180800 的中 � 11670（4番人気）
複勝票数 計 257564 的中 � 12859（7番人気）� 74254（1番人気）� 11180（10番人気）
枠連票数 計 115201 的中 （2－4） 5844（6番人気）
馬連票数 計 315052 的中 �� 13936（5番人気）
馬単票数 計 176096 的中 �� 3155（14番人気）
ワイド票数 計 197177 的中 �� 7615（5番人気）�� 1143（47番人気）�� 4677（11番人気）
3連複票数 計 416874 的中 ��� 3269（35番人気）
3連単票数 計 622307 的中 ��� 661（241番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．3―12．8―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―47．0―59．8―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノハピネス �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．6．3 阪神1着

2010．5．29生 牝5鹿 母 タガノラフレシア 母母 スプリンターキャット 18戦3勝 賞金 24，963，000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 サクラオードシエル号

02008 1月17日 晴 重 （27中京1）第1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

22 タガノコルコバード 牡4鹿 56
53 ▲城戸 義政八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 442－ 41：55．1 42．7�

68 デンコウリキ 牡5黒鹿 57
54 ▲義 英真田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 508＋12 〃 クビ 13．2�

812 アクアマリンブレス 牡4黒鹿 56
54 △小崎 綾也 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 514± 01：55．2クビ 5．5�

45 アイアイエンデバー 牡6黒鹿 57
54 ▲長岡 禎仁齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B470＋ 81：55．73 2．7�

813 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 菅原 隆一吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458± 0 〃 アタマ 78．1�
69 ア ー ブ ル 牡4黒鹿 56

54 △松若 風馬吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 518－ 8 〃 ハナ 14．4	
11 トウショウアミラル 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹トウショウ産業
 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472－ 81：55．8� 117．6�
56 スズカアドニス 牡5栗 57

55 △岩崎 翼永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488－ 2 〃 クビ 23．4�
711 シ ッ プ ウ �4黒鹿56 伊藤 工真 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 484－ 21：55．9クビ 2．7
57 チ ャ オ 牡4芦 56 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 466－ 41：56．0� 15．6�
33 � レーザービーム 牡5栗 57 藤懸 貴志畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 462－ 21：57．38 202．7�
710� チャンピオンホーク 牡6栗 57

54 ▲伴 啓太坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 486＋151：57．51� 73．8�
44 マイネグラティア 牝4黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 416－141：59．8大差 36．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，464，500円 複勝： 20，128，000円 枠連： 9，035，300円
馬連： 30，195，600円 馬単： 18，260，700円 ワイド： 17，262，300円
3連複： 39，601，100円 3連単： 69，235，600円 計： 221，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，270円 複 勝 � 1，040円 � 320円 � 210円 枠 連（2－6） 9，010円

馬 連 �� 16，830円 馬 単 �� 47，060円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 2，770円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 27，020円 3 連 単 ��� 302，380円

票 数

単勝票数 計 174645 的中 � 3271（9番人気）
複勝票数 計 201280 的中 � 4141（9番人気）� 16506（4番人気）� 30233（3番人気）
枠連票数 計 90353 的中 （2－6） 777（18番人気）
馬連票数 計 301956 的中 �� 1390（35番人気）
馬単票数 計 182607 的中 �� 291（83番人気）
ワイド票数 計 172623 的中 �� 862（37番人気）�� 1589（26番人気）�� 4252（12番人気）
3連複票数 計 396011 的中 ��� 1099（67番人気）
3連単票数 計 692356 的中 ��� 166（558番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．0―12．9―12．4―12．7―13．3―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―37．5―50．4―1：02．8―1：15．5―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノコルコバード �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．11．17 福島1着

2011．4．26生 牡4鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 8戦2勝 賞金 14，000，000円



02009 1月17日 晴 稍重 （27中京1）第1日 第9競走 ��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

23 トウシンムサシ 牡4栗 56 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 464＋ 81：11．1 3．8�
35 ダイワソフィー 牝4芦 54 伊藤 工真大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋101：11．42 15．7�
59 � ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 464－ 4 〃 ハナ 7．6�
12 ダ ラ ニ 牝4栗 54

52 △小崎 綾也山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 482－ 2 〃 アタマ 6．3�

24 クラウンデュナミス 牝4黒鹿54 古川 吉洋矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 466＋ 81：11．6� 111．8�
11 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿 57

55 △松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 508＋241：11．7� 12．4	
611 ジェネシスロック 牡5鹿 57 浜中 俊前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：11．8クビ 3．9

48 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 54 酒井 学中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 0 〃 ハナ 19．7�
714 ブラウンカイ 牡4鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 468＋181：11．9� 49．8�
816 アポロデイライト 牝4栗 54

51 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 472＋ 8 〃 アタマ 56．6
36 メイショウジェーン 牝6鹿 55

53 △岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 458＋ 21：12．0� 16．6�
47 ボンセジュール 牝4栗 54 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 396－101：12．1クビ 65．6�
715 クリノコマチ 牝4栗 54 村田 一誠栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450＋181：12．41� 20．5�
713 オフェーリアシチー 牝4芦 54 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ

ファーム 448± 01：12．82� 35．0�
818 ブライティアミル 牝5栗 55

52 ▲木幡 初也小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 448－141：13．33 147．9�
817 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B478－ 2 〃 ハナ 44．0�
510� ライズアゲイン 	6鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：13．72� 53．6�
612 イヴピアジェ 牝5青鹿 55

52 ▲義 英真�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454± 01：14．65 134．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，957，700円 複勝： 26，331，800円 枠連： 12，860，300円
馬連： 38，963，200円 馬単： 19，447，200円 ワイド： 20，981，800円
3連複： 51，128，700円 3連単： 76，119，900円 計： 264，790，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 380円 � 210円 枠 連（2－3） 1，940円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 500円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 53，370円

票 数

単勝票数 計 189577 的中 � 39554（1番人気）
複勝票数 計 263318 的中 � 54571（1番人気）� 14399（6番人気）� 31825（4番人気）
枠連票数 計 128603 的中 （2－3） 5131（8番人気）
馬連票数 計 389632 的中 �� 6664（18番人気）
馬単票数 計 194472 的中 �� 1891（29番人気）
ワイド票数 計 209818 的中 �� 3301（19番人気）�� 11553（3番人気）�� 2323（25番人気）
3連複票数 計 511287 的中 ��� 4219（26番人気）
3連単票数 計 761199 的中 ��� 1034（142番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―11．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―46．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 2，4，13（1，6，15，17）（8，11，16）（3，14，18）（5，7，9，10）＝12 4 2，4（1，6，13，15，17）8（3，11，16）（5，7，14，18，10）9＝12

勝馬の
紹 介

トウシンムサシ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．9．8 阪神2着

2011．5．9生 牡4栗 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス 18戦2勝 賞金 29，180，000円
〔発走状況〕 ライズアゲイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ライズアゲイン号は，平成27年1月18日から平成27年2月16日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イヴピアジェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年2月17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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 グレンデール号・デカントラップ号・ドナエテルニテ号・ラパージュ号

02010 1月17日 晴 重 （27中京1）第1日 第10競走 ��
��1，400�は こ べ ら 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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

44 ス ル タ ー ナ 牝3鹿 54 古川 吉洋�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 460＋ 41：26．7 10．3�
811 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 466＋ 21：26．91 12．0�
55 ボクノナオミ 牝3鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476± 01：27．11 3．2�
56 ピンストライプ 牡3青鹿56 藤岡 康太 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－ 81：27．2� 2．2�
710 マコトカンパネッロ 牝3栗 54 勝浦 正樹�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 422－12 〃 クビ 17．1	
33 サンタナブルー 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 454＋ 4 〃 ハナ 11．6

812 サンアルパイン 牡3鹿 56 津村 明秀加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B476± 01：27．52 9．1�
22 メイショウオオラカ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 430－ 21：27．71� 79．9�
11 ヨイチナデシコ 牝3鹿 54 吉田 隼人加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 486－ 81：27．91� 38．4
68 クリノヤクマン 牡3鹿 56 丸山 元気栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 488－ 41：28．11� 71．6�
79 コーリンバロック 	3栗 56 松田 大作伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 462－ 21：28．52� 173．5�
67 
 ナ ナ チ ャ ン 牝3黒鹿54 東川 公則�ホースケア 笹野 博司 青森 諏訪牧場 434－111：31．0大差 128．2�

（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，321，900円 複勝： 38，183，200円 枠連： 16，146，200円
馬連： 61，317，600円 馬単： 35，637，800円 ワイド： 29，610，100円
3連複： 71，505，300円 3連単： 130，942，800円 計： 413，664，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 240円 � 240円 � 140円 枠 連（4－8） 2，540円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 10，340円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 700円 �� 520円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 45，090円

票 数

単勝票数 計 303219 的中 � 23485（4番人気）
複勝票数 計 381832 的中 � 35943（5番人気）� 36444（4番人気）� 89868（2番人気）
枠連票数 計 161462 的中 （4－8） 4917（7番人気）
馬連票数 計 613176 的中 �� 8126（20番人気）
馬単票数 計 356378 的中 �� 2584（35番人気）
ワイド票数 計 296101 的中 �� 6303（15番人気）�� 10941（9番人気）�� 15190（5番人気）
3連複票数 計 715053 的中 ��� 10692（20番人気）
3連単票数 計1309428 的中 ��� 2105（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．0―48．7―1：01．7―1：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．0
3 ・（12，8）（5，6，11）（9，4）（1，10）（2，3）＝7 4 ・（12，8）（5，6，11）（1，9，10，4）－（2，3）＝7

勝馬の
紹 介

ス ル タ ー ナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．14 函館1着

2012．3．18生 牝3鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 4戦2勝 賞金 17，687，000円
※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。



02011 1月17日 晴 稍重 （27中京1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

78 ヤマニンボワラクテ 牡4鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 502＋ 42：04．0 2．3�
810 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 474＋ 22：04．21� 5．4�
77 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B476＋ 22：04．94 6．8�
55 シャドウウィザード 	5黒鹿57 吉田 隼人飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 460－ 22：05．0
 9．6�
33 トニーポケット 牡6鹿 57 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 478± 0 〃 アタマ 33．5�
44 ゲットアテープ 牡4鹿 56 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス	 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516± 02：05．21 4．8

22 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 村田 一誠鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B476－ 8 〃 ハナ 20．0�
11 ティックルゴールド 牝4鹿 54 岩崎 翼 �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 434＋ 22：05．41� 18．2�
89 ヴァンデミエール 牝4鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 434± 02：05．71
 107．4
66 ラニカイツヨシ 牡6青鹿57 藤岡 康太横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 500± 02：09．0大差 24．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，688，800円 複勝： 44，019，300円 枠連： 19，653，000円
馬連： 103，988，100円 馬単： 61，399，900円 ワイド： 40，884，000円
3連複： 131，365，800円 3連単： 261，962，300円 計： 699，961，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 300円 �� 370円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 366888 的中 � 124861（1番人気）
複勝票数 計 440193 的中 � 123597（1番人気）� 66758（3番人気）� 46978（4番人気）
枠連票数 計 196530 的中 （7－8） 30022（2番人気）
馬連票数 計1039881 的中 �� 103986（2番人気）
馬単票数 計 613999 的中 �� 44818（2番人気）
ワイド票数 計 408840 的中 �� 37290（2番人気）�� 28451（3番人気）�� 14921（7番人気）
3連複票数 計1313658 的中 ��� 63994（4番人気）
3連単票数 計2619623 的中 ��� 37702（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．1―12．6―12．4―12．3―12．7―12．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．8―50．4―1：02．8―1：15．1―1：27．8―1：40．1―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンボワラクテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．2．15 京都11着

2011．5．6生 牡4鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 10戦3勝 賞金 36，520，000円

02012 1月17日 晴 稍重 （27中京1）第1日 第12競走 ��
��1，400�

し ょ う な い が わ

庄 内 川 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

612� エイシンソルティー 牝4芦 54 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Redmon
Farm, LLC 480＋ 41：23．6 13．2�

35 トーキングドラム 牡5鹿 57 丸山 元気下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476＋28 〃 ハナ 49．1�
47 ヤマニンシバルリー 牡7青鹿57 石神 深一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 500＋18 〃 クビ 144．1�
59 メイショウネブタ 牡4鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 482± 01：23．81	 16．0�
36 ダブルコーク 牡4黒鹿56 浜中 俊�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 21：23．9
 9．1	
714 イントロダクション 牝4栗 54 津村 明秀 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 6．1�
817� アスペンサミット 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 484＋161：24．11	 12．7�
48 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：24．2
 10．7
24 � ホ ス ト 牡4黒鹿56 伊藤 工真内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 520＋ 21：24．3クビ 71．2�
11 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 松山 弘平 
サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 ハナ 9．3�
23 コウエイタケル 牡4鹿 56 国分 優作伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 41：24．51 6．3�
611 ウインドストリーム 牝5鹿 55 松田 大作�G1レーシング 尾形 和幸 安平 追分ファーム 466＋ 2 〃 クビ 25．5�
12 インストアイベント 牡5栗 57 吉田 隼人 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－ 61：24．71	 4．5�
510 ビッグプレゼンター 牡6鹿 57 上野 翔西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 476－ 61：24．91	 250．4�
815 マイネルジパング 牡4栗 56 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 61：25．11 97．5�
713 メモリーレーン 牝4栗 54 松若 風馬 
シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－12 〃 クビ 25．2�
816� レーヴドプランス �5鹿 57 柴田 未崎岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496＋ 61：25．2クビ 19．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 29，678，500円 複勝： 42，016，300円 枠連： 24，828，000円
馬連： 77，344，600円 馬単： 38，802，600円 ワイド： 37，757，000円
3連複： 102，872，600円 3連単： 149，357，300円 計： 502，656，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 460円 � 1，600円 � 3，750円 枠 連（3－6） 3，710円

馬 連 �� 33，780円 馬 単 �� 56，500円

ワ イ ド �� 9，320円 �� 17，720円 �� 34，130円

3 連 複 ��� 756，410円 3 連 単 ��� 2，926，590円

票 数

単勝票数 計 296785 的中 � 17858（8番人気）
複勝票数 計 420163 的中 � 26887（8番人気）� 6712（13番人気）� 2788（16番人気）
枠連票数 計 248280 的中 （3－6） 5173（21番人気）
馬連票数 計 773446 的中 �� 1774（80番人気）
馬単票数 計 388026 的中 �� 515（153番人気）
ワイド票数 計 377570 的中 �� 1049（78番人気）�� 550（98番人気）�� 285（121番人気）
3連複票数 計1028726 的中 ��� 102（569番人気）
3連単票数 計1493573 的中 ��� 37（2953番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．5―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンソルティー �
�
父 Tapit �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．6．15 阪神3着

2011．1．24生 牝4芦 母 Eightyfivebroadst 母母 Golden Gorse 12戦2勝 賞金 27，746，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウネブタ号の騎手古川吉洋は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※出走取消馬 プリンセスアスク号（疾病〔右前挫跖〕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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレイアップ号
（非抽選馬）12頭 アサクサゴールド号・アローズグリーム号・カシノワルツ号・ケルシャンス号・ケントヒーロー号・

コスモイノセント号・サチノリーダース号・サフランスカイ号・シンボリネルソン号・ゼウス号・フラワーハート号・
ヤマニンマルキーザ号



（27中京1）第1日 1月17日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 176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

177，770，000円
2，080，000円
4，860，000円
1，570，000円
16，120，000円
62，954，500円
6，179，600円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
244，162，000円
364，269，000円
144，724，500円
491，983，900円
293，113，700円
261，827，500円
647，055，900円
1，092，938，400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 3，540，074，900円

総入場人員 7，494名 （有料入場人員 6，939名）
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