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02001 1月16日 晴 良 （28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

36 プライズコレクター 牡3栗 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 41：56．8 3．1�
23 スノードルフィン 牡3黒鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 21：57．75 4．3�
714 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 B484＋ 41：57．8クビ 3．4�
611 タイセイブラスト 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 488－18 〃 クビ 12．4�
612 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 478－101：58．75 255．9�
815 スリーハーツクライ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：58．8� 21．2	
816 シャスールニング 牡3栗 56 石橋 脩キャピタルクラブ 加藤 和宏 平取 有限会社中

田牧場 432＋ 41：59．01� 98．3

59 アルマカイルア 牡3黒鹿56 大野 拓弥コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 470－ 2 〃 ハナ 35．7�
11 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 小坂 忠士阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 494＋ 2 〃 アタマ 29．8�
24 ウインバーニング 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 B462＋ 81：59．1クビ 22．5
48 ライクアストン 牡3黒鹿56 幸 英明宇田 豊氏 久保田貴士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：59．31� 69．4�
35 レベルフラッグ 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム B472－ 61：59．5� 52．2�
47 テイエムユメハナビ 牡3黒鹿56 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 492－102：00．88 136．9�
12 ボーンレガシー 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 518＋ 42：01．33 52．2�
713 キークラッカー 牡3鹿 56 丸山 元気北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 492－ 2 〃 ハナ 10．1�
510 カシノカーニバル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 478－ 42：02．57 169．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，388，100円 複勝： 21，217，800円 枠連： 7，527，300円
馬連： 27，064，500円 馬単： 14，482，600円 ワイド： 17，324，500円
3連複： 40，900，600円 3連単： 49，850，900円 計： 189，756，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 290円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 113881 的中 � 28993（1番人気）
複勝票数 計 212178 的中 � 50269（1番人気）� 37144（3番人気）� 50007（2番人気）
枠連票数 計 75273 的中 （2－3） 9927（3番人気）
馬連票数 計 270645 的中 �� 33767（2番人気）
馬単票数 計 144826 的中 �� 8940（3番人気）
ワイド票数 計 173245 的中 �� 15513（2番人気）�� 21056（1番人気）�� 14592（3番人気）
3連複票数 計 409006 的中 ��� 53140（1番人気）
3連単票数 計 498509 的中 ��� 11159（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．9―13．6―13．6―13．6―13．4―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．4―52．0―1：05．6―1：19．2―1：32．6―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．6
1
3
11，12，13，4－（3，14）－（8，9）（15，10）1，2（6，5，7）－16
11（12，13）（4，3，14）（8，9）（1，15，10）6，5（16，7）－2

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

勝馬の
紹 介

プライズコレクター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Halling デビュー 2015．12．27 中山4着

2013．4．15生 牡3栗 母 エ ア リ カ コ 母母 ライラアラウィ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノカーニバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月16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。
（非抽選馬） 3頭 コスモタウルス号・セイカエドミザカ号・ロードディロング号

02002 1月16日 晴 良 （28中京1）第1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

816 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 532± 01：26．8 2．6�
612 ケンコンイッテキ 牡3青鹿56 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 500＋ 21：27．43� 2．4�
510 ダークフォース 牝3鹿 54 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488＋ 41：27．5� 99．5�
36 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 442＋ 8 〃 アタマ 24．4�
12 ベストワークス 牡3栗 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：27．6� 9．8	
713 ブレヴェスト 牡3黒鹿56 幸 英明平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480＋ 81：27．81� 101．4

714 コスモコレクション 牡3栗 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 458＋ 81：27．9クビ 35．3�
47 カイソクポリス 牡3鹿 56

54 △�島 克駿小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 476＋ 2 〃 クビ 5．1�
59 ラルブルドヴィ 牝3芦 54 中谷 雄太�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 460＋ 41：28．32� 58．4
24 ジークフリート 牡3青鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 460＋ 8 〃 ハナ 143．3�
11 ウィップアロング 牡3青鹿 56

54 △義 英真岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 458＋ 41：28．4クビ 42．1�
815 シゲルシマカツオ 牡3鹿 56 菱田 裕二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 446＋ 6 〃 クビ 67．8�
35 ディアメラク 牡3鹿 56 丸山 元気ディアレストクラブ� 小野 次郎 浦河 南部 功 418－121：28．71� 172．4�
611 クラウンムーン 牝3黒鹿54 黛 弘人�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 440－ 41：29．23 138．5�
23 スイートレッドアイ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 460－ 21：30．15 484．6�

48 アイファーチェリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 B398± 01：30．41� 482．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，994，000円 複勝： 24，783，100円 枠連： 6，656，300円
馬連： 26，522，500円 馬単： 15，998，900円 ワイド： 16，663，100円
3連複： 40，099，700円 3連単： 58，366，200円 計： 203，083，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 1，090円 枠 連（6－8） 250円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 150円 �� 3，150円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 18，890円

票 数

単勝票数 計 139940 的中 � 42287（2番人気）
複勝票数 計 247831 的中 � 59587（2番人気）� 103714（1番人気）� 2174（11番人気）
枠連票数 計 66563 的中 （6－8） 20271（1番人気）
馬連票数 計 265225 的中 �� 85442（1番人気）
馬単票数 計 159989 的中 �� 23297（1番人気）
ワイド票数 計 166631 的中 �� 42322（1番人気）�� 1025（28番人気）�� 1244（23番人気）
3連複票数 計 400997 的中 ��� 4587（18番人気）
3連単票数 計 583662 的中 ��� 2239（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―47．6―1：01．2―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．2
3 ・（2，12）16－7－5，9（6，14）8（4，1，15）（13，11，10）＝3 4 ・（2，12）16，7（5，9）6，14（4，15）（13，1）8（11，10）＝3

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡3鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 3戦1勝 賞金 8，100，000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 サカジロチュウオー号
（非抽選馬） 5頭 グロウインザダーク号・シングンガガ号・テンプルツリー号・ビークイック号・ホウオウレックス号

第１回 中京競馬 第１日



02003 1月16日 晴 良 （28中京1）第1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 7，000，000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

24 アイムユアドリーム 牝5栗 55 F．ヴェロンユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 452＋ 21：13．5 10．1�
（仏）

23 ウエスタンユーノー 牝5芦 55 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 480－ 21：13．6� 26．7�
611 ジュエルアラモード 牝4栗 54 大野 拓弥西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 512－ 2 〃 アタマ 8．0�
35 グリューヴァイン 牝4栗 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 ハナ 7．7�
612 ヒデノヒロイン 牝5芦 55 藤岡 康太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442－ 21：13．7アタマ 2．6�
36 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 426＋ 21：13．8� 7．7	
11 ユキノマルガリータ 牝6鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466－101：13．9クビ 75．5

12 オールオブユー 牝4栗 54

52 △�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512＋ 6 〃 クビ 4．8�

815 スリーチアサウス 牝5鹿 55
53 △城戸 義政永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 482－ 3 〃 アタマ 80．7

47 トラストレイカ 牝4鹿 54 吉田 豊菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 434＋ 21：14．11� 54．9�
59 タガノビーンズ 牝5鹿 55 和田 竜二八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋ 6 〃 ハナ 22．0�
816� ウ ー マ ン 牝4青鹿 54

52 △伴 啓太栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 470＋ 61：14．73� 446．1�
713 ショウナンマキシム 牝4鹿 54

53 ☆石川裕紀人国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 428＋121：15．23 61．8�
714� ネオヴォーグ 牝4芦 54 幸 英明小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 444＋ 61：15．3クビ 128．6�
510 アイファーマシェリ 牝5黒鹿55 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 456－ 61：15．4� 37．7�
48 エ ク レ ー ル 牝4鹿 54 藤懸 貴志前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋ 81：16．03� 81．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，062，000円 複勝： 29，562，700円 枠連： 9，748，600円
馬連： 30，588，900円 馬単： 16，238，000円 ワイド： 21，059，800円
3連複： 41，423，700円 3連単： 49，740，100円 計： 214，423，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 460円 � 890円 � 350円 枠 連（2－2） 19，470円

馬 連 �� 10，130円 馬 単 �� 17，930円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 1，390円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 32，120円 3 連 単 ��� 199，230円

票 数

単勝票数 計 160620 的中 � 12709（6番人気）
複勝票数 計 295627 的中 � 17265（6番人気）� 8035（8番人気）� 23679（5番人気）
枠連票数 計 97486 的中 （2－2） 388（28番人気）
馬連票数 計 305889 的中 �� 2339（26番人気）
馬単票数 計 162380 的中 �� 679（52番人気）
ワイド票数 計 210598 的中 �� 1358（33番人気）�� 3993（15番人気）�� 1232（37番人気）
3連複票数 計 414237 的中 ��� 967（89番人気）
3連単票数 計 497401 的中 ��� 181（531番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．8―48．3―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．7
3 ・（15，11，4）（12，16）（2，3，6，9，10）（1，7，13，14）5－8 4 ・（15，11）4（2，3，12）16（1，7，6）（9，10）14（5，13）－8

勝馬の
紹 介

アイムユアドリーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．3．16 中京1着

2011．2．13生 牝5栗 母 ビオンドパンテーラ 母母 ラ プ ー マ 12戦3勝 賞金 24，220，000円
〔制裁〕 ジュエルアラモード号の騎手大野拓弥は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・6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。

02004 1月16日 晴 良 （28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 7，500，000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 シベリアンタイガー �5鹿 60 草野 太郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 470＋ 43：17．7 2．4�
813 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 474＋ 83：18．23 2．7�
610 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 460± 03：18．52 8．5�
46 スズカローラー 牝5鹿 58 林 満明永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476＋ 83：19．67 11．5�
712 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 508－ 43：19．92 28．1�
58 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 21．5	
11 ディープフォンテン �5栗 60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 474± 03：23．2大差 26．0

57 ツジスーパーサクラ 牝4芦 57 植野 貴也辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 43：24．47 60．2�
69 シゲルオウシザ 牡6栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 528＋ 83：30．5大差 15．0�
45 セイウンチカラ 牡6鹿 60 上野 翔西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 504＋14 〃 ハナ 52．7
33 ヒューガライゼン 牝4栗 57 五十嵐雄祐塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 472＋ 23：31．99 89．4�
711 パルファンデュロワ 牡4栗 59 森 一馬 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 510＋ 63：32．64 50．8�
22 � カンタベリーヒメ 牝4鹿 57 高野 和馬峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 464＋ 13：36．6大差 200．8�
814 メイショウハイネス 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 492＋ 4 （競走中止） 60．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，327，200円 複勝： 14，780，900円 枠連： 8，284，900円
馬連： 22，676，000円 馬単： 13，772，600円 ワイド： 14，254，700円
3連複： 33，971，400円 3連単： 47，210，800円 計： 167，278，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（3－8） 350円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 390円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 123272 的中 � 39970（1番人気）
複勝票数 計 147809 的中 � 38244（1番人気）� 35953（2番人気）� 17199（3番人気）
枠連票数 計 82849 的中 （3－8） 17916（1番人気）
馬連票数 計 226760 的中 �� 55558（1番人気）
馬単票数 計 137726 的中 �� 16814（1番人気）
ワイド票数 計 142547 的中 �� 28305（1番人気）�� 7960（3番人気）�� 8005（2番人気）
3連複票数 計 339714 的中 ��� 33247（1番人気）
3連単票数 計 472108 的中 ��� 14160（1番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．3－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シベリアンタイガー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．1．19 中山6着

2011．5．29生 �5鹿 母 ク ロ ネ コ 母母 フサイチグレース 障害：3戦1勝 賞金 10，300，000円
〔競走中止〕 メイショウハイネス号は，1周目1号障害〔ハードル〕手前で外側に逃避し，また，同障害を内側に斜飛し，騎手が落馬し

たため競走中止。
〔制裁〕 スズカローラー号の騎手林満明は，1周目4号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔調教再審査〕 メイショウハイネス号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アルディエス号・ゴールドクラウス号・ピンクマン号・マサノボーラー号・ラガーギアチェンジ号



02005 1月16日 晴 良 （28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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� 基準タイム3：39．8良

711 コアレスドラード 牡8栗 60 難波 剛健小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 470＋ 23：39．5レコード 3．6�
813 レッドフォルツァ �7鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B488＋ 63：39．82 8．1�
45 ニジブルーム 牡8芦 61 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 504＋ 83：39．9クビ 4．4�
610 ダ イ コ ウ キ 牡6青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 544＋163：40．11� 15．0�
814 ビップハテンコウ 牡4鹿 59 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 506＋ 2 〃 クビ 27．4�
58 ヘリオスフィア �7黒鹿60 原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 23：40．3� 39．5	
34 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 484＋ 2 〃 ハナ 7．3

22 ワンダフルワールド 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 514＋ 43：40．51 8．7�
11 ファイアーシチー 牡5青鹿60 林 満明 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478＋103：40．81� 26．8�
712 タイセイジーニアス 牡8黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 486＋ 2 〃 ハナ 58．2
33 プレミアムウォーズ �7栗 60 江田 勇亮中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466± 03：41．01	 45．1�
57 シャドウカラーズ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 470＋ 43：42．06 6．7�
69 テイエムシシーポス 牡6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 490± 03：43．8大差 164．2�
46 クリノイザナミ 牝5青 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 442± 03：50．6大差 47．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，297，200円 複勝： 16，954，800円 枠連： 8，315，800円
馬連： 25，697，500円 馬単： 14，865，300円 ワイド： 17，174，100円
3連複： 40，539，700円 3連単： 53，835，200円 計： 189，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 280円 � 160円 枠 連（7－8） 1，140円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 690円 �� 360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 122972 的中 � 26793（1番人気）
複勝票数 計 169548 的中 � 36338（1番人気）� 11685（6番人気）� 29994（2番人気）
枠連票数 計 83158 的中 （7－8） 5607（3番人気）
馬連票数 計 256975 的中 �� 10597（7番人気）
馬単票数 計 148653 的中 �� 4024（6番人気）
ワイド票数 計 171741 的中 �� 6257（7番人気）�� 13132（1番人気）�� 3750（13番人気）
3連複票数 計 405397 的中 ��� 12373（5番人気）
3連単票数 計 538352 的中 ��� 3062（20番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー 2011．1．8 京都7着

2008．3．14生 牡8栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer 障害：6戦2勝 賞金 27，000，000円
〔制裁〕 ビップハテンコウ号の騎手中村将之は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02006 1月16日 晴 良 （28中京1）第1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）

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

712 デ モ ニ オ 牡5青 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：53．8 4．1�
33 ロイヤルパンプ 牡4栗 56 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 530＋ 21：54．01� 3．5�
58 タイムアラウド 牡6鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 41：54．21 27．7�
34 スマートガイア 牡4鹿 56 F．ヴェロン大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：54．41� 6．9�

（仏）

69 メイショウナガマサ 牡4鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514± 01：55．03� 9．5�
610 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454＋ 21：55．21 23．5	
46 � セルリアンラビット 牡7鹿 57 中井 裕二�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 464＋ 61：55．3� 56．2

711 ドラゴンマジック �4栗 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504－ 81：55．51� 18．8�
45 カフジホーク 牡5栗 57 小坂 忠士加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B450＋ 81：55．71 290．0�
813 ライフトップガン 牡6鹿 57 小牧 太谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 496＋ 21：56．02 111．0
22 � エイシンスペーシア �5栗 57 松山 弘平岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 456＋ 41：56．42� 39．4�
814 ロードプレステージ 牡4黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 21：56．5� 4．0�
11 メイショウゲントク 牡4栗 56 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 476＋221：56．6� 104．4�
57 ア ン ネ イ 牡4栗 56 勝浦 正樹�橋口 中舘 英二 日高 浜本牧場 512＋ 81：57．66 27．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，089，700円 複勝： 27，049，900円 枠連： 9，230，500円
馬連： 33，054，000円 馬単： 17，997，600円 ワイド： 22，373，200円
3連複： 45，637，300円 3連単： 61，452，200円 計： 234，884，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 430円 枠 連（3－7） 430円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，310円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 180897 的中 � 34572（3番人気）
複勝票数 計 270499 的中 � 58463（1番人気）� 45697（3番人気）� 11504（7番人気）
枠連票数 計 92305 的中 （3－7） 16610（1番人気）
馬連票数 計 330540 的中 �� 35030（1番人気）
馬単票数 計 179976 的中 �� 11165（1番人気）
ワイド票数 計 223732 的中 �� 19359（2番人気）�� 4114（14番人気）�� 3296（19番人気）
3連複票数 計 456373 的中 ��� 6558（15番人気）
3連単票数 計 614522 的中 ��� 2497（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．2―50．8―1：02．5―1：15．0―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ モ ニ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．1．6 京都2着

2011．1．29生 牡5青 母 シーザバッドガール 母母 Adversity 15戦2勝 賞金 34，820，000円
〔制裁〕 ロードプレステージ号の騎手中谷雄太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



02007 1月16日 晴 良 （28中京1）第1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
1：32．8
1：30．7

良
良

815 マテラアリオン 牡3黒鹿56 川田 将雅大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466＋ 21：35．3 1．7�
23 オウケンビリーヴ 牝3芦 54 F．ヴェロン福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 12．1�

（仏）

35 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 藤岡 康太八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 428± 0 〃 クビ 5．7�
59 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 458＋ 2 〃 ハナ 20．1�
48 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 466－ 21：35．61� 19．0�
11 ゼーヴィント 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 8．5	
816 スズカウルトラ 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 454± 01：35．7クビ 25．5

36 ヤギリジャスパー 牡3鹿 56 川島 信二内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 520＋ 21：36．02 170．2�
510 ラ ブ タ ー ボ 牝3鹿 54 石橋 脩田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 416－ 4 〃 ハナ 22．3�
612 アッパレドンキ 牝3鹿 54 松若 風馬廣崎利洋HD 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 402－ 21：36．21� 12．6�
47 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：36．3� 73．0�
611 ユーキホープ 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 500－ 41：36．4� 55．4�
12 デイジーベル 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 466＋141：36．5� 263．9�
714 グランサーブル 牡3芦 56

54 △城戸 義政間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430± 01：37．13� 587．2�
24 イノセントワールド 牝3栗 54 秋山真一郎堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 日西牧場 432－141：37．2� 184．3�
713 ラピスラズリ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也佐々木雄二氏 黒岩 陽一 様似 富田 恭司 416－ 61：37．41� 370．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，794，600円 複勝： 38，597，700円 枠連： 9，526，100円
馬連： 40，750，700円 馬単： 22，184，300円 ワイド： 24，056，200円
3連複： 51，314，600円 3連単： 72，592，600円 計： 285，816，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 130円 枠 連（2－8） 940円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 440円 �� 210円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 267946 的中 � 120490（1番人気）
複勝票数 計 385977 的中 � 159022（1番人気）� 27591（3番人気）� 64723（2番人気）
枠連票数 計 95261 的中 （2－8） 7780（4番人気）
馬連票数 計 407507 的中 �� 32139（2番人気）
馬単票数 計 221843 的中 �� 13250（2番人気）
ワイド票数 計 240562 的中 �� 13004（3番人気）�� 34450（1番人気）�� 8280（7番人気）
3連複票数 計 513146 的中 ��� 25456（1番人気）
3連単票数 計 725926 的中 ��� 9228（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．8―47．7―1：00．0―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

マテラアリオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Vindication デビュー 2015．6．7 阪神2着

2013．3．20生 牡3黒鹿 母 アグネスフィーバー 母母 Regally Appealing 8戦1勝 賞金 26，765，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェイスダウン号
（非抽選馬） 1頭 イチザアイバー号
※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。

02008 1月16日 晴 良 （28中京1）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 ゴールドスーク 牡5栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：25．2 2．1�
48 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 516± 01：25．3� 4．4�
11 アイファーサンディ 牡4鹿 56

54 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 468＋ 41：25．4� 10．9�
47 パリーアーク 牡5鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476－101：25．61� 12．2�
24 トーコーグリーン 牡6黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 512＋ 81：25．92 10．7�
59 コピーライター �6鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B504－ 61：26．11� 20．6	
35 	 テーオークリスエス 牡6鹿 57 横山 和生小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 2 〃 ハナ 227．3

12 ノボリレジェンド 牝5鹿 55 川田 将雅原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 6．2�
815	 サンライズフレンチ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 508－121：26．2� 53．5�

23 	 ポールシッター �6青鹿57 田辺 裕信平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452－141：26．3クビ 77．0
36 ノーモアベット 牡4青鹿56 松山 弘平髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 456＋141：26．61
 80．9�
816 レ ベ ニ ュ ー 牡4黒鹿56 勝浦 正樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 476＋141：27．34 92．5�
714 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡4鹿 56 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 496＋ 81：27．61
 99．3�
713 ホームゲーム 牝4栗 54 黛 弘人平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 472＋101：28．55 418．9�
510	 イフウドウドウ 牡6栗 57

54 ▲木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 478＋ 41：28．71� 211．7�
612� エ ジ ル 牝6栗 55

54 ☆石川裕紀人吉田 和美氏 木村 哲也 米
White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

B554＋ 41：30．19 125．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，636，400円 複勝： 48，689，600円 枠連： 10，851，200円
馬連： 37，873，200円 馬単： 23，591，600円 ワイド： 24，217，500円
3連複： 57，007，000円 3連単： 88，014，900円 計： 309，881，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，450円

票 数

単勝票数 計 196364 的中 � 72818（1番人気）
複勝票数 計 486896 的中 � 280434（1番人気）� 50165（2番人気）� 25123（5番人気）
枠連票数 計 108512 的中 （4－6） 29522（1番人気）
馬連票数 計 378732 的中 �� 69511（1番人気）
馬単票数 計 235916 的中 �� 33092（1番人気）
ワイド票数 計 242175 的中 �� 41428（1番人気）�� 14133（5番人気）�� 8827（7番人気）
3連複票数 計 570070 的中 ��� 40462（2番人気）
3連単票数 計 880149 的中 ��� 18453（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―47．2―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 2，8（1，13，14）11，12（4，9）（5，7）－3，10（6，16）－15 4 ・（2，8）1（11，13，14）（4，9，12）（5，7）3－6（10，16）15

勝馬の
紹 介

ゴールドスーク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．1．13 京都2着

2011．2．5生 牡5栗 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 15戦3勝 賞金 33，630，000円
〔その他〕 エジル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エジル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月16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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウェイトアンドシー号・サマーラヴ号・ショウナンアイ号



02009 1月16日 晴 良 （28中京1）第1日 第9競走 2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

48 ミュゼダルタニアン 牡4栗 56 丸山 元気坂本 肇氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 512－ 22：00．4 2．2�
47 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 490＋ 62：00．72 14．2�
510 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿 57

55 △義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 470± 0 〃 クビ 10．0�
817 コメットシーカー 牡6鹿 57

55 △�島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502－ 22：00．8� 45．3�
611 サダムロードショー 牡6鹿 57 石橋 脩大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 42：00．9� 22．7�
816 マイネルレオーネ 牡4黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406－ 2 〃 ハナ 38．5


612 ク レ ス ト 牡4青鹿56 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508＋122：01．11� 14．6�

815 マクベスバローズ 牡6黒鹿57 秋山真一郎猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 466＋102：01．2クビ 34．8�
12 ビオラフォーエバー �5栗 57 松若 風馬熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 2 〃 クビ 13．0
59 アドマイヤロワ 牡4鹿 56 F．ヴェロン近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 36．8�

（仏）

713 エクストラファイン 牝4黒鹿54 大野 拓弥 	グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 452± 02：01．41 31．1�
23 エ イ ン セ ル 牝6鹿 55 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470＋ 82：01．61� 56．6�
11 キタサンキンボシ 牡5栗 57 藤岡 康太�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 488－ 6 〃 クビ 18．2�
36 カルナヴァレスコ 牡4黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 62：01．91� 4．5�
714 ダ ン カ ン 牡4鹿 56 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460＋122：02．22 157．3�
35 � ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 454＋ 22：02．41 169．8�
24 � トレモロアーム 牡5黒鹿57 宮崎 北斗佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 470＋132：02．5� 99．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 23，270，900円 複勝： 33，678，200円 枠連： 13，090，800円
馬連： 47，698，600円 馬単： 24，045，000円 ワイド： 29，523，300円
3連複： 60，552，100円 3連単： 80，439，400円 計： 312，298，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 280円 � 290円 枠 連（4－4） 1，770円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 400円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 21，320円

票 数

単勝票数 計 232709 的中 � 81748（1番人気）
複勝票数 計 336782 的中 � 106490（1番人気）� 23556（4番人気）� 22764（5番人気）
枠連票数 計 130908 的中 （4－4） 5705（7番人気）
馬連票数 計 476986 的中 �� 23087（4番人気）
馬単票数 計 240450 的中 �� 7821（6番人気）
ワイド票数 計 295233 的中 �� 15023（3番人気）�� 20095（2番人気）�� 2930（22番人気）
3連複票数 計 605521 的中 ��� 8339（13番人気）
3連単票数 計 804394 的中 ��� 2735（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―12．6―12．5―12．0―12．0―12．1―10．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．1―48．7―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：37．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミュゼダルタニアン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．9 札幌8着

2012．5．15生 牡4栗 母 ア ル テ シ ア 母母 バルドネキア 14戦2勝 賞金 30，774，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

02010 1月16日 晴 良 （28中京1）第1日 第10競走 ��1，400�
し ょ う な い が わ

庄 内 川 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

23 ダノンブライト 牡4青鹿56 川田 将雅�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462＋ 21：21．0 3．7�
817� シャイニーサン 牡4鹿 56 岩崎 翼小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 468－ 5 〃 クビ 169．3�
612 アレスバローズ 牡4黒鹿56 吉田 隼人猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 81：21．1クビ 8．6�
48 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 484＋ 2 〃 ハナ 44．2�
36 サトノプレステージ 牡6鹿 57 幸 英明里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 518＋16 〃 クビ 35．1�
11 マラムデール 牝5栗 55 �島 克駿 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：21．2� 13．0

713 キャノンプレート 牡4黒鹿56 藤岡 康太 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 490± 01：21．3	 6．8�
35 トーホウハニー 牝4鹿 54 丸山 元気東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 444＋ 21：21．4	 4．6�
47 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 松若 風馬 	社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 434＋ 61：21．61
 116．4
611 カノヤカンザクラ 牡4栗 56 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 518＋12 〃 ハナ 28．9�
12 � リ ス ク オ ン 牝5栗 55 吉田 豊ユアストーリー 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 474－ 41：21．7	 127．5�
59 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿56 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 2 〃 同着 22．5�
816 クィーンパレット 牝4鹿 54 田辺 裕信井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 444± 01：21．8クビ 5．6�
24 サチノリーダース 牡6青鹿57 和田 竜二佐藤 勝士氏 服部 利之 新冠 競優牧場 460± 0 〃 クビ 14．6�
510 キングデュナミス 牡4鹿 56 杉原 誠人村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 468＋281：21．9クビ 64．2�
818 ドリームリヴァール �6黒鹿57 中谷 雄太ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 450＋ 41：22．11
 167．9�
715 ラ ミ ー ロ 牡4栗 56 石川裕紀人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 482＋141：22．2� 202．9�
714� エアリーチューン 牝4黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 388－181：23．15 277．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，501，300円 複勝： 41，194，200円 枠連： 16，097，300円
馬連： 64，207，100円 馬単： 29，594，400円 ワイド： 34，703，000円
3連複： 85，171，000円 3連単： 110，507，700円 計： 406，976，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 3，080円 � 350円 枠 連（2－8） 790円

馬 連 �� 47，430円 馬 単 �� 63，960円

ワ イ ド �� 13，420円 �� 840円 �� 22，540円

3 連 複 ��� 128，260円 3 連 単 ��� 635，850円

票 数

単勝票数 計 255013 的中 � 54663（1番人気）
複勝票数 計 411942 的中 � 76900（1番人気）� 2690（16番人気）� 29306（6番人気）
枠連票数 計 160973 的中 （2－8） 15632（2番人気）
馬連票数 計 642071 的中 �� 1049（72番人気）
馬単票数 計 295944 的中 �� 347（120番人気）
ワイド票数 計 347030 的中 �� 648（75番人気）�� 11217（5番人気）�� 385（104番人気）
3連複票数 計 851710 的中 ��� 498（219番人気）
3連単票数 計1105077 的中 ��� 126（1162番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．8―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．3―46．1―57．7―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．11．15 京都3着

2012．4．25生 牡4青鹿 母 ペニーズフォーチュン 母母 Lovlier Linda 11戦2勝 賞金 24，675，000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。
（非抽選馬） 8頭 アブソリュカフェ号・イオラニ号・グレイスフルワード号・シンラバンショウ号・ステイブレイズ号・

ハイレベルバイオ号・ファイナルブロー号・フォーワンタイキ号



02011 1月16日 晴 良 （28中京1）第1日 第11競走
第53回農林水産省賞典

��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）
発走15時25分 （芝・左）
牝，4歳以上，27．1．17以降28．1．11まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

24 バウンスシャッセ 牝5鹿 55．5 田辺 裕信 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 540＋221：58．8 21．9�
715 リーサルウェポン 牝5鹿 50 川島 信二 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 436＋ 61：59．01� 13．8�
47 アースライズ 牝4青鹿53 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 アタマ 7．0�
611 マキシマムドパリ 牝4芦 53 F．ヴェロン �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 446－101：59．1� 5．2�

（仏）

714 レイヌドネージュ 牝6鹿 53 石川裕紀人 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494± 0 〃 クビ 29．0	
23 ヴィルジニア 牝6鹿 50 �島 克駿�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：59．2� 25．8

11 リメインサイレント 牝6鹿 53 藤岡 康太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 502＋ 41：59．41� 42．2�
816 シュンドルボン 牝5青鹿54 大野 拓弥�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 502＋ 4 〃 ハナ 4．0�
59 アルマディヴァン 牝6栗 54 幸 英明コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490－ 2 〃 クビ 34．9
36 � グレイスフラワー 牝7青鹿52 勝浦 正樹佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464－121：59．5	 48．4�
35 クインズミラーグロ 牝4黒鹿53 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 434－ 81：59．6アタマ 15．3�
510 メイショウスザンナ 牝7鹿 55 吉田 隼人松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B474＋ 61：59．92 99．6�
12 ハピネスダンサー 牝5鹿 53 小牧 太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498± 02：00．0� 6．9�
612 フレイムコード 牝7鹿 53 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 474－ 62：00．1� 36．4�
818 オ ツ ウ 牝6鹿 53 松山 弘平大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：00．42 27．7�
48 � フェリーチェレガロ 牝6黒鹿52 和田 竜二平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 25．2�
817 タガノエトワール 牝5鹿 54 川田 将雅八木 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 458＋ 62：00．61� 14．6�
713 マコトブリジャール 牝6鹿 53 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 406± 0 〃 クビ 59．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 112，901，600円 複勝： 178，129，000円 枠連： 88，682，700円
馬連： 431，222，800円 馬単： 152，193，000円 ワイド： 205，142，200円
3連複： 725，629，900円 3連単： 863，241，600円 計： 2，757，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 780円 � 440円 � 260円 枠 連（2－7） 3，550円

馬 連 �� 15，570円 馬 単 �� 29，510円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 3，350円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 48，950円 3 連 単 ��� 345，200円

票 数

単勝票数 計1129016 的中 � 41069（8番人気）
複勝票数 計1781290 的中 � 53370（12番人気）� 104647（5番人気）� 203398（4番人気）
枠連票数 計 886827 的中 （2－7） 19323（21番人気）
馬連票数 計4312228 的中 �� 21464（55番人気）
馬単票数 計1521930 的中 �� 3867（110番人気）
ワイド票数 計2051422 的中 �� 10278（65番人気）�� 15757（42番人気）�� 25439（19番人気）
3連複票数 計7256299 的中 ��� 11117（156番人気）
3連単票数 計8632416 的中 ��� 1813（1097番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．2―48．1―59．2―1：10．7―1：22．9―1：35．3―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3

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

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

バウンスシャッセ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Halling デビュー 2013．8．4 函館1着

2011．5．6生 牝5鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 15戦5勝 賞金 151，927，000円
〔制裁〕 ヴィルジニア号の騎手�島克駿は，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：12番）
※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 ショウナンバーキン号
※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。

02012 1月16日 晴 良 （28中京1）第1日 第12競走 ��1，400�
い せ

伊 勢 特 別
発走16時00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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 ブルミラコロ 牡4鹿 56 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516＋ 81：23．4 1．5�
815 ウインオリファン 牡4栗 56 石川裕紀人�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 B486＋ 21：24．25 16．9�
611� ライオンズバイツ 牡6鹿 57 石橋 脩黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 480＋ 61：24．3� 30．3�
23 ロードヴォルケーノ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �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 496＋ 81：24．51 9．1�
12 ビ ッ グ ギ グ 牡5栗 57 横山 和生吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B526± 0 〃 クビ 27．9�
48 コロマンデル 牡4黒鹿56 F．ヴェロン吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 18．1	

（仏）

510 リアルプロジェクト 牡4鹿 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 522＋ 81：24．6クビ 7．5

816 ディープミタカ 牡5栗 57 幸 英明深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470－ 4 〃 クビ 48．0�
713� ゴールドブラザー 牡6栗 57 岩崎 翼加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 492－ 6 〃 ハナ 250．4�
24 ラインシュナイダー 牡4鹿 56 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470＋101：24．81	 14．1
36 � ヒラボクダッシュ 牡7栗 57 川田 将雅�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 466＋ 81：25．0� 36．6�
47 ボーンレジェンド 牝5鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 492＋10 〃 クビ 87．3�
59 ウインガニオン 牡4黒鹿56 松若 風馬�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 482－ 21：25．1クビ 40．9�
714 ナンヨーマーク 牡5青鹿57 
島 克駿中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 530＋ 8 〃 クビ 146．9�
612 ルミナスパレード 牝5黒鹿55 
島 良太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：25．2� 52．4�
11 バ コ パ 牡7栗 57 菱田 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498＋121：25．73 217．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，012，500円 複勝： 97，001，500円 枠連： 20，299，700円
馬連： 85，575，700円 馬単： 43，962，700円 ワイド： 47，857，900円
3連複： 110，699，400円 3連単： 179，684，700円 計： 623，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 460円 枠 連（3－8） 1，050円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 620円 �� 920円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 22，560円

票 数

単勝票数 計 380125 的中 � 193156（1番人気）
複勝票数 計 970015 的中 � 607739（1番人気）� 40974（4番人気）� 20784（8番人気）
枠連票数 計 202997 的中 （3－8） 14954（4番人気）
馬連票数 計 855757 的中 �� 49014（5番人気）
馬単票数 計 439627 的中 �� 18950（5番人気）
ワイド票数 計 478579 的中 �� 20696（5番人気）�� 13454（8番人気）�� 2135（47番人気）
3連複票数 計1106994 的中 ��� 8578（29番人気）
3連単票数 計1796847 的中 ��� 5773（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．6―46．4―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルミラコロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．2．14 京都2着

2012．4．27生 牡4鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 7戦3勝 賞金 40，719，000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を表示している。



（28中京1）第1日 1月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191頭 本 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

233，950，000円
4，560，000円
2，260，000円
25，740，000円
71，874，000円
6，901，600円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
330，275，500円
571，639，400円
208，311，200円
872，931，500円
388，926，000円
474，349，500円
1，332，946，400円
1，714，936，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，894，315，800円

総入場人員 11，017名 （有料入場人員 8，309名）
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