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02037 1月24日 晴 良 （28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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 サムシングフレア 牝3鹿 54
52 △加藤 祥太阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 482± 01：59．1 82．5�

36 ラタンドレス 牝3鹿 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：59．52� 31．3�

48 ヒデノホープ 牝3鹿 54 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 402－ 61：59．92� 31．2�

23 クリスタルキャノン 牝3芦 54 内田 博幸飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 454－ 22：00．75 27．4�
47 シゲルコブダイ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 428＋ 82：00．8� 174．5�
713 ア ツ コ 牝3鹿 54 田辺 裕信由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 482＋ 42：01．01� 34．7	
24 ラ チ ェ ッ ト 牝3栗 54 丸山 元気 
荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 456－ 22：01．1クビ 10．9�
59 クリノエディンバラ 牝3鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 442＋ 22：01．52� 79．1�
714 リリースタイル 牝3鹿 54

52 △�島 克駿阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 458－ 22：02．13� 105．2
815 コイウラナイ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也飯田 良枝氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B498± 02：02．3� 310．5�
816 グローリアスロウラ 牝3鹿 54 吉田 隼人日下部勝德氏 牧 光二 新冠 石田牧場 504＋ 62：02．4� 34．8�
35 ナガラダンサー 牝3栗 54 中谷 雄太長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 414－ 82：02．71� 119．6�
12 ヤッパリエンカデス 牝3栗 54

52 △伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 440－ 42：03．12� 364．8�
612 インフィニティラヴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 
キャロットファーム 矢作 芳人 浦河 高岸 順一 464－ 62：09．7大差 21．5�
510 アルセナーレ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 42：14．3大差 2．8�
611 マーキークラブ 牝3芦 54 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 540－ 6 （競走中止） 1．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，141，200円 複勝： 49，002，500円 枠連： 10，320，100円
馬連： 34，822，100円 馬単： 23，055，800円 ワイド： 22，574，800円
3連複： 52，290，700円 3連単： 88，125，700円 計： 295，332，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，250円 複 勝 � 3，670円 � 1，700円 � 1，420円 枠 連（1－3） 34，620円

馬 連 �� 103，000円 馬 単 �� 190，020円

ワ イ ド �� 17，490円 �� 18，430円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 335，190円 3 連 単 ��� 1，936，090円

票 数

単勝票数 計 151412 的中 � 1467（11番人気）
複勝票数 計 490025 的中 � 3484（10番人気）� 7710（8番人気）� 9310（6番人気）
枠連票数 計 103201 的中 （1－3） 231（28番人気）
馬連票数 計 348221 的中 �� 262（68番人気）
馬単票数 計 230558 的中 �� 91（125番人気）
ワイド票数 計 225748 的中 �� 332（68番人気）�� 315（72番人気）�� 1257（32番人気）
3連複票数 計 522907 的中 ��� 117（226番人気）
3連単票数 計 881257 的中 ��� 33（1278番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．9―12．4―13．7―13．7―14．0―14．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．6―50．0―1：03．7―1：17．4―1：31．4―1：45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．4―3F41．7
1
3
4，10（1，11）－（9，16）－（12，13）－（3，5，15）14（2，8，7）6・（11，10）13（4，9，16）（1，3，5）（7，6）（14，12，8）－（2，15）

2
4

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

サムシングフレア �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．11．1 東京16着

2013．2．10生 牝3鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 マーキークラブ号は，4コーナーで急に外側に逃避して外柵に激突し，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マーキークラブ号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・13番・16番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マーキークラブ号は，平成28年1月25日から平成28年2月14日まで出走停止。停止期間の満了後

に平地調教再審査。
〔その他〕 アルセナーレ号は，4コーナー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〕 インフィニティラヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平地

競走に出走できない。

02038 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第2競走 ��
��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

69 ディアクーシー 牡3鹿 56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 510＋ 22：04．6 1．3�
712 サンホッブズ 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 476＋ 6 〃 クビ 10．7�
58 サンマルクラウン 牡3鹿 56 太宰 啓介相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 480－ 42：05．55 70．4�
46 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 松田 大作吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 2 〃 ハナ 132．6�
57 タマモベルガモ 牡3栗 56

54 △�島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 474＋ 22：05．92� 105．6�
814 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 484＋ 22：06．0	 11．7	
11 ヤサカブレイブ 牡3芦 56 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 472± 02：06．21 75．8

610
 アイアンヒロイン 牝3鹿 54 内田 博幸大野 照旺氏 森 秀行 米 Jack Dick-

erson 488－ 42：06．51	 4．7�
711
 ワンダーウノ 牡3芦 56 幸 英明岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn B500－102：07．67 35．1�
45 デ ィ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 22：08．02� 40．6
813 ダンツワイズ �3青鹿56 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 62：08．74 180．8�
22 シゲルトゲフグ 牡3栗 56 大庭 和弥森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 田湯牧場 452－ 62：09．23 172．2�
33 ヤマノダイオー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 オリオンファーム 534± 02：10．79 57．4�
34 デルマスギサク 牡3栗 56 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 410－ 22：11．23 143．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，898，000円 複勝： 79，020，600円 枠連： 10，575，600円
馬連： 29，144，800円 馬単： 23，082，800円 ワイド： 19，269，700円
3連複： 42，974，300円 3連単： 82，679，100円 計： 306，644，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 250円 � 410円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 430円 �� 720円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 16，270円

票 数

単勝票数 計 198980 的中 � 115917（1番人気）
複勝票数 計 790206 的中 � 635477（1番人気）� 19138（4番人気）� 10029（5番人気）
枠連票数 計 105756 的中 （6－7） 15196（2番人気）
馬連票数 計 291448 的中 �� 27918（2番人気）
馬単票数 計 230828 的中 �� 14845（4番人気）
ワイド票数 計 192697 的中 �� 12596（3番人気）�� 6897（6番人気）�� 1288（28番人気）
3連複票数 計 429743 的中 ��� 4704（17番人気）
3連単票数 計 826791 的中 ��� 3682（44番人気）

ハロンタイム 7．6―11．3―12．4―13．8―13．2―12．8―13．2―13．5―13．2―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―18．9―31．3―45．1―58．3―1：11．1―1：24．3―1：37．8―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディアクーシー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Quiet American デビュー 2015．12．27 中山3着

2013．3．9生 牡3鹿 母 オ ー ラ 母母 Charmed Aura 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔騎手変更〕 マックール号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 サンマルクラウン号の騎手太宰啓介は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔その他〕 ヤマノダイオー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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〕 デルマスギサク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平地

競走に出走できない。

第１回 中京競馬 第４日



02039 1月24日 晴 良 （28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
1：10．1
1：08．7

重
重

612 ヨ シ オ 牡3鹿 56 内田 博幸仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468＋ 41：14．3 3．4�

47 ビップフウマ 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 530＋101：14．62 3．2�
816 テイエムスタンリー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 448＋ 41：14．7クビ 17．8�
714 ヒロイックサーガ �3黒鹿56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム B488＋ 21：15．12� 77．0�
36 キタサンコトブキ �3青鹿56 岩田 康誠�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B486＋ 41：15．31� 4．2�
713 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476± 01：15．5� 19．0	
510 エバーチェンジング 牡3鹿 56 西田雄一郎今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 466＋ 21：15．6� 27．1

611 ツバメガエシ 牡3栗 56 津村 明秀�ターフ・スポート佐々木晶三 浦河 大道牧場 470＋ 21：15．91� 39．4�
23 カノヤパリティ 牝3栗 54 幸 英明神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 448－ 21：16．0� 9．9�
35 スプレーモゲレイロ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442－ 6 〃 アタマ 33．6�

815 ホープトウショウ 牝3鹿 54 丸山 元気トウショウ産業 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466± 01：16．63� 394．6�
12 クリノマルボルク 牡3青鹿56 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 458＋ 21：16．7� 73．1�
59 クラウンサングリア 牡3青鹿56 太宰 啓介矢野 恭裕氏 大根田裕之 新冠 パカパカ

ファーム 492－ 21：17．01� 30．6�
11 パラヴィオン 牝3鹿 54 横山 和生 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：17．32 82．0�
48 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54 丹内 祐次藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 418＋ 81：17．93� 49．0�
24 オプティマスローズ 牝3青鹿54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 山春牧場 432＋ 21：18．64 47．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，871，000円 複勝： 27，505，500円 枠連： 8，877，500円
馬連： 31，984，600円 馬単： 17，765，900円 ワイド： 23，499，900円
3連複： 46，710，800円 3連単： 60，609，800円 計： 233，825，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 340円 枠 連（4－6） 540円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 270円 �� 870円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 168710 的中 � 39573（2番人気）
複勝票数 計 275055 的中 � 59531（1番人気）� 59153（2番人気）� 14252（6番人気）
枠連票数 計 88775 的中 （4－6） 12640（1番人気）
馬連票数 計 319846 的中 �� 43485（1番人気）
馬単票数 計 177659 的中 �� 10750（2番人気）
ワイド票数 計 234999 的中 �� 25437（1番人気）�� 6305（8番人気）�� 7976（4番人気）
3連複票数 計 467108 的中 ��� 14199（3番人気）
3連単票数 計 606098 的中 ��� 4649（10番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．8―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．7―47．5―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ シ オ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2015．7．18 函館8着

2013．5．9生 牡3鹿 母 フローラルホーム 母母 タイキフローラ 11戦1勝 賞金 10，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オプティマスローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノアクセント号
（非抽選馬） 1頭 グローリア号

02040 1月24日 晴 良 （28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 7，500，000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

58 バトルボンネビル 牡4芦 59 浜野谷憲尚宮川 秋信氏 尾形 和幸 浦河 山田 昇史 454＋123：24．0 49．5�
813 タイキフロンティア 牡4黒鹿59 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468＋ 6 〃 ハナ 8．7�
711� ゴールドクラウス �5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新ひだか 城地 和義 450＋ 23：24．21� 19．5�
57 グッドカフェ �8青鹿60 中村 将之杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 490＋ 4 〃 クビ 3．2�
34 アルディエス 牡7鹿 60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 464＋ 23：24．73 2．5	
45 サーシスリーフ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 496＋ 83：25．44 48．1

33 ハドソンシチー 牡6黒鹿60 林 満明 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 472＋28 〃 アタマ 19．4�
69 エスティレジェンド 牝5黒鹿58 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋ 63：27．5大差 13．9
712� トーセンオウジ 牡7栗 60 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか ヒサイファーム 494＋ 13：27．92	 56．9�
22 クリノヤクマン 牡4鹿 59 大江原 圭栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 500＋ 23：28．11 46．4�
46 ロレーヌクロス 牡6鹿 60 山本 康志 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 43：30．2大差 18．6�
11 スマッシュスマイル �8栃栗60 小坂 忠士 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482＋103：30．4
 10．3�
814 シャイニーヘイロー 牡4鹿 59 金子 光希小林 昌志氏 谷原 義明 平取 雅 牧場 542＋163：46．6大差 54．7�
610 シャトーボルト 牡4鹿 59 上野 翔円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 506＋12 （競走中止） 88．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，747，400円 複勝： 13，245，900円 枠連： 9，268，700円
馬連： 24，963，900円 馬単： 15，574，600円 ワイド： 14，828，200円
3連複： 38，624，500円 3連単： 57，341，300円 計： 186，594，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，950円 複 勝 � 970円 � 290円 � 490円 枠 連（5－8） 1，710円

馬 連 �� 21，350円 馬 単 �� 47，870円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 9，330円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 96，560円 3 連 単 ��� 799，470円

票 数

単勝票数 計 127474 的中 � 2058（11番人気）
複勝票数 計 132459 的中 � 3242（9番人気）� 13366（4番人気）� 6925（7番人気）
枠連票数 計 92687 的中 （5－8） 4199（6番人気）
馬連票数 計 249639 的中 �� 906（42番人気）
馬単票数 計 155746 的中 �� 244（98番人気）
ワイド票数 計 148282 的中 �� 706（46番人気）�� 407（62番人気）�� 1318（30番人気）
3連複票数 計 386245 的中 ��� 300（168番人気）
3連単票数 計 573413 的中 ��� 52（1160番人気）
上り 1マイル 1：49．4 4F 54．4－3F 41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バトルボンネビル �
�
父 ヴ リ ル �

�
母父 Woodman デビュー 2014．10．25 京都10着

2012．4．5生 牡4芦 母 ミナミノエレガンス 母母 Sans Supplement 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走中止〕 シャトーボルト号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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） 5頭 アガスティア号・タカミル号・ブリエアヴェニール号・マサノボーラー号・ワンパクチョウサン号
（非抽選馬） 1頭 クリノキングムーン号



02041 1月24日 晴 良 （28中京1）第4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
1：58．8
1：56．1

良
良

36 ショウナンタイザン 牡3黒鹿56 松田 大作国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 470 ―2：06．7 5．2�
714 ナリタエイト 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 468 ―2：06．91� 16．2�
23 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 幸 英明�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 478 ― 〃 ハナ 14．3�
59 エクセレントミスズ 牡3鹿 56 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 460 ―2：07．11� 10．4�
816 レッドエルディスト 牡3芦 56 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 508 ―2：07．2� 6．8�
817 トゥルーハート 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 458 ―2：07．3� 9．8	

713	 ベ ラ ポ ー サ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. 474 ―2：07．83 4．7


24 リ ー ズ 牝3芦 54 内田 博幸阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 谷川牧場 470 ― 〃 アタマ 25．5�
12 トレジャーハンター 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526 ―2：07．9クビ 5．6
47 ヤマニンレガリーノ 牝3鹿 54 丸山 元気土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 452 ―2：08．11� 21．6�
11 ホンマカイナ 牡3鹿 56 畑端 省吾内田 玄祥氏 大根田裕之 新ひだか 鳥谷 勝彦 430 ―2：08．2
 90．0�
715	 リュッケンヴィント 牡3鹿 56

54 △�島 克駿岡田 牧雄氏 宮 徹 愛 Oghill House Stud
& Jimmy Hyland 456 ― 〃 ハナ 74．4�

612 フォルテミノル 牡3鹿 56 熊沢 重文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 折手牧場 480 ―2：08．41� 100．3�
48 ヤマニンバビルサ 牡3鹿 56 丹内 祐次土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 468 ― 〃 ハナ 56．7�
818 ショウリュウスター 牡3栗 56 中井 裕二上田 亙氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472 ―2：08．71� 40．9�
510	 ブルービーム 牡3黒鹿56 松若 風馬田畑 利彦氏 鈴木 孝志 仏 Haras de

Bernesq 464 ―2：09．55 98．9�
35 サンライズユウオウ 牡3黒鹿56 津村 明秀松岡 隆雄氏 庄野 靖志 浦河 猿橋 義昭 466 ―2：10．99 95．3�
611 デスタンフォルス 牡3黒鹿56 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 408 ―2：11．53
 55．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，417，400円 複勝： 26，103，800円 枠連： 14，126，900円
馬連： 34，493，200円 馬単： 18，344，800円 ワイド： 23，472，400円
3連複： 50，495，500円 3連単： 64，428，500円 計： 251，882，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 430円 � 410円 枠 連（3－7） 1，000円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，260円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 18，750円 3 連 単 ��� 63，890円

票 数

単勝票数 計 204174 的中 � 30967（2番人気）
複勝票数 計 261038 的中 � 44116（1番人気）� 13980（8番人気）� 14942（7番人気）
枠連票数 計 141269 的中 （3－7） 10842（2番人気）
馬連票数 計 344932 的中 �� 6976（15番人気）
馬単票数 計 183448 的中 �� 2763（12番人気）
ワイド票数 計 234724 的中 �� 3861（17番人気）�� 4870（9番人気）�� 1669（40番人気）
3連複票数 計 504955 的中 ��� 2019（58番人気）
3連単票数 計 644285 的中 ��� 731（184番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―14．0―13．8―13．3―12．4―12．3―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．6―39．6―53．4―1：06．7―1：19．1―1：31．4―1：43．3―1：54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ショウナンタイザン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2013．5．31生 牡3黒鹿 母 ロックオブサリサ 母母 Sarissa 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※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） 4頭 インペリアルスピア号・デルマオシマ号・フィールソーグッド号・ホワイトアセット号

02042 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第6競走 ��1，400�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 7，000，000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

48 � トーコーヴィオラ 牝6黒鹿 55
53 △加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472－ 21：26．3 4．5�

59 グレイスミノル 牝4青鹿54 吉田 隼人吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 478＋ 6 〃 ハナ 14．4�
23 リリーグランツ 牝4鹿 54 田辺 裕信森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B446＋ 8 〃 ハナ 13．4�
24 シ ラ ユ キ 牝4芦 54 内田 博幸ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516＋241：26．61� 2．7�
35 セ ン グ ウ 牝4栗 54 太宰 啓介重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 474＋361：26．7� 10．5�
611 ビ オ レ ン ト 牝5栗 55 北村 友一細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 456－ 41：26．8クビ 66．8	
47 サンマルメジャール 牝4鹿 54 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 454－ 61：26．9� 15．7

714� クリノツネチャン 牝5栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 450－ 21：27．11� 43．5�
815 ウインレナータ 牝4黒鹿54 津村 明秀�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442＋ 81：27．2� 128．5�
816 カゼノトビラ 牝4鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 456＋ 2 〃 ハナ 20．4
713 パーティブロッサム 牝7黒鹿55 松田 大作飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 41：27．3クビ 133．4�
612 シンキングジョリー 牝4鹿 54 勝浦 正樹野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 496＋ 41：27．4� 19．6�
36 ハンマークラビア 牝5黒鹿 55

53 △	島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B474＋161：27．82� 22．5�
510� ワンダーブライド 牝6栗 55 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 406－ 61：29．410 334．8�
11 � ウエバフラッシュ 牝4栗 54 岩田 康誠上羽 浩平氏 牧田 和弥 伊達 高橋農場 480－ 61：29．82� 6．4�
12 メイスンヴィーナス 牝4栗 54 幸 英明梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 478＋101：30．43� 105．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，721，400円 複勝： 25，607，900円 枠連： 11，106，100円
馬連： 36，305，800円 馬単： 20，884，900円 ワイド： 24，538，400円
3連複： 52，564，500円 3連単： 71，897，000円 計： 263，626，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 480円 � 310円 枠 連（4－5） 3，650円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 820円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 14，790円 3 連 単 ��� 81，570円

票 数

単勝票数 計 207214 的中 � 36489（2番人気）
複勝票数 計 256079 的中 � 45915（2番人気）� 11714（7番人気）� 20452（5番人気）
枠連票数 計 111061 的中 （4－5） 2358（14番人気）
馬連票数 計 363058 的中 �� 6643（17番人気）
馬単票数 計 208849 的中 �� 1913（33番人気）
ワイド票数 計 245384 的中 �� 4406（19番人気）�� 7967（6番人気）�� 1316（51番人気）
3連複票数 計 525645 的中 ��� 2665（50番人気）
3連単票数 計 718970 的中 ��� 639（261番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．2―13．0―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―46．3―59．3―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F40．0
3 2（4，7）（1，10，12）5（9，16）（3，14）（6，8）（13，15）11 4 ・（2，4）7（1，12）（5，10）（9，16）3（6，8，14）（13，15）11

勝馬の
紹 介

�トーコーヴィオラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト

2010．5．2生 牝6黒鹿 母 キョウエイフォルテ 母母 クラフテイワイフ 21戦1勝 賞金 16，410，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 グレイスミノル号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 リリーグランツ号の騎手田辺裕信は，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・16番・12番）



02043 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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 エルメネジルド 牡4鹿 56 岩田 康誠飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：55．6 2．4�
58 デグニティクローズ 牡5鹿 57 古川 吉洋�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋ 21：55．7� 9．3�
46 サダムダイジョウブ 牡6青 57

55 △	島 克駿大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 21：56．33� 6．1�

611 エッジクリフ 牡4鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514－ 9 〃 クビ 8．9�

22 
 ダンスールクレール �5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 486－141：56．72� 22．4	
59 
 ホッコーペリノア 牡4栗 56 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 478－ 31：56．8クビ 57．8

34 � サリレモンド 牡5栗 57 内田 博幸�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

518－ 2 〃 クビ 7．6�
47 サードグラッド 牡4黒鹿 56

53 ▲木幡 初也吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 494＋ 81：56．9� 71．7�
23 
 メイショウトリトン 牡6黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 484－101：57．0� 94．1
814 ビクトリーミノル 牡4栗 56 勝浦 正樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486－ 61：57．2 62．0�
11 ディグニファイド 牡4栗 56 松若 風馬 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 542＋101：57．51 5．5�
35 コウエイアース 牡6鹿 57 中井 裕二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 476＋ 8 〃 クビ 64．8�
610
 ホッコーエイコウ 牡5鹿 57

55 △伴 啓太矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 512＋121：57．71� 112．7�
713 スズカチャンプ 牡7鹿 57

55 △加藤 祥太永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 514＋ 4 〃 アタマ 82．3�
815 ブルーメーア 牡4鹿 56 松田 大作 �ブルーマネジメント小崎 憲 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 480＋131：57．9 72．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，283，900円 複勝： 25，986，900円 枠連： 7，902，800円
馬連： 33，273，100円 馬単： 18，363，200円 ワイド： 19，952，800円
3連複： 44，771，400円 3連単： 64，997，400円 計： 233，531，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 220円 � 180円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 520円 �� 320円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計 182839 的中 � 58718（1番人気）
複勝票数 計 259869 的中 � 76537（1番人気）� 23786（6番人気）� 32460（2番人気）
枠連票数 計 79028 的中 （5－7） 6442（3番人気）
馬連票数 計 332731 的中 �� 21381（5番人気）
馬単票数 計 183632 的中 �� 7647（5番人気）
ワイド票数 計 199528 的中 �� 9667（5番人気）�� 17187（1番人気）�� 6484（10番人気）
3連複票数 計 447714 的中 ��� 15338（7番人気）
3連単票数 計 649974 的中 ��� 5087（19番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．2―13．2―12．8―13．1―13．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．0―1：03．8―1：16．9―1：30．2―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルメネジルド �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mining デビュー 2015．3．21 阪神1着

2012．5．30生 牡4鹿 母 ハローレイチェル 母母 One Smart Lady 3戦2勝 賞金 14，100，000円
〔騎手変更〕 デグニティクローズ号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。

02044 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第8競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
2：11．5
2：10．0

良
良

612 ララエクラテール 牡4鹿 56 田中 博康フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B426－ 82：16．2 16．8�
611 オリハルコン 牡5黒鹿57 内田 博幸�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 548＋102：16．41� 9．0�
59 ロングスピーク 牡4鹿 56 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 592＋ 22：16．5	 4．0�
714 カレンラストショー 牡4栗 56 松若 風馬鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 440－ 22：16．6� 6．5�
24 
 グラブザフラッグ �4栗 56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 496＋ 42：16．81� 8．2	
816 チ ャ パ ラ 牡4黒鹿56 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋16 〃 クビ 3．3

23 
 セプティエーム 牡4芦 56 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

498＋282：16．9クビ 65．2�
713 セ フ ィ ー ロ 牡5鹿 57 西田雄一郎 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋ 42：17．21	 82．2�
815 クリールハヤテ 牡7栗 57 横山 和生横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 498＋ 22：17．52 39．4
35 
 アンシャックルド �6栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-

stock LLC 484＋ 8 〃 アタマ 69．6�
510 マイネルフレスコ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 492± 02：17．6クビ 10．9�
48 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 460－ 2 〃 クビ 31．1�
12 スペルヴィア 牡7黒鹿 57

55 △加藤 祥太佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 534＋162：18．13 93．9�
36 
 シウダニーニャ 牝4栗 54 勝浦 正樹一村 哲也氏 森 秀行 米 Diamond A

Racing Corp. 456＋ 22：18．3	 143．5�
11 ハギノパトリオット �4黒鹿 56

54 △�島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 478＋102：18．93� 28．1�
47 モ ラ ル タ 牡4鹿 56 太宰 啓介永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 522＋ 72：28．6大差 62．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，833，200円 複勝： 28，725，500円 枠連： 12，555，200円
馬連： 39，075，900円 馬単： 19，933，300円 ワイド： 25，573，700円
3連複： 57，489，500円 3連単： 76，257，000円 計： 279，443，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 370円 � 340円 � 190円 枠 連（6－6） 8，860円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 19，880円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 1，560円 �� 950円

3 連 複 ��� 13，890円 3 連 単 ��� 104，110円

票 数

単勝票数 計 198332 的中 � 9390（7番人気）
複勝票数 計 287255 的中 � 18302（7番人気）� 20460（6番人気）� 45232（2番人気）
枠連票数 計 125552 的中 （6－6） 1097（28番人気）
馬連票数 計 390759 的中 �� 3650（25番人気）
馬単票数 計 199333 的中 �� 752（59番人気）
ワイド票数 計 255737 的中 �� 2843（23番人気）�� 4201（17番人気）�� 7146（12番人気）
3連複票数 計 574895 的中 ��� 3103（44番人気）
3連単票数 計 762570 的中 ��� 531（311番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．1―13．5―13．1―12．5―12．2―12．4―12．2―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．6―50．1―1：03．2―1：15．7―1：27．9―1：40．3―1：52．5―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
9，3，1（6，14）16，13，4－（7，11）－（2，10）5，15（12，8）・（9，8）（3，16）（1，14，11）（6，13）（4，5）10，12－2－（15，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララエクラテール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2015．2．22 小倉2着

2012．5．1生 牡4鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン 8戦2勝 賞金 18，960，000円
〔騎手変更〕 チャパラ号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 スペルヴィア号の騎手加藤祥太は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モラルタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24日まで平地競走に出

走できない。



02045 1月24日 晴 良 （28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 7，000，000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

713 ノースウッド 牡4鹿 56 北村 友一 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 512－ 21：25．2 7．9�

23 ウェイトアンドシー �5黒鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 496＋ 2 〃 クビ 1．7�
612 サ マ ー ラ ヴ 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B460＋ 61：25．62� 21．4�
714� ケンブリッジゼウス 牡4栗 56 岩田 康誠中西 宏彰氏 大久保龍志 新冠 川上牧場 548± 01：25．7� 11．3�
12 カ ネ ー タ 牡4黒鹿56 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 524＋ 8 〃 クビ 5．9�
815 スズカオーショウ 牡5栗 57 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B516＋ 61：25．91	 16．8	
24 ガンマーフォンテン 牡4栗 56 松田 大作吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 500＋ 21：26．96 172．9

11 タ タ ラ 牡4栗 56

54 △加藤 祥太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 422－ 6 〃 ハナ 25．9�
816 ポップアップハート 牡6栗 57 松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 510－ 21：27．11	 13．8
611 メイプルレジェンド 牡5鹿 57 田中 博康青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 504－ 41：27．52� 205．9�
47 スリーデーモン 牡6青鹿57 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 534－ 4 〃 ハナ 144．4�
510 サンマルスカイ 牡4鹿 56 丸山 元気相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 460＋ 2 〃 アタマ 42．4�
36 トレノカチドキ �5栗 57

55 △伴 啓太廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 浦河 岡本牧場 460－181：27．81
 48．0�
35 � イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 54

52 △�島 克駿奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 426＋ 41：28．01	 228．4�
48 � ブイキャスター �6栗 57 幸 英明�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 462＋ 31：28．42� 76．4�
59 � アグリナンバーワン 牝4青鹿54 熊沢 重文アグリRC 坪 憲章 浦河 杵臼斉藤牧場 406± 01：30．7大差 147．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，094，900円 複勝： 52，386，900円 枠連： 18，075，400円
馬連： 57，742，000円 馬単： 34，742，300円 ワイド： 33，558，900円
3連複： 79，437，700円 3連単： 132，661，000円 計： 437，699，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 110円 � 330円 枠 連（2－7） 570円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，590円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 23，170円

票 数

単勝票数 計 290949 的中 � 29341（3番人気）
複勝票数 計 523869 的中 � 32843（3番人気）� 284782（1番人気）� 19207（7番人気）
枠連票数 計 180754 的中 （2－7） 24228（3番人気）
馬連票数 計 577420 的中 �� 42921（2番人気）
馬単票数 計 347423 的中 �� 9486（8番人気）
ワイド票数 計 335589 的中 �� 18706（2番人気）�� 5137（21番人気）�� 10176（7番人気）
3連複票数 計 794377 的中 ��� 13588（14番人気）
3連単票数 計1326610 的中 ��� 4150（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―46．9―59．8―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノースウッド �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．3．14 阪神4着

2012．2．11生 牡4鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 7戦2勝 賞金 14，750，000円
〔騎手変更〕 ノースウッド号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグリナンバーワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年2月24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 キリシマツバサ号

02046 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第10競走 ��
��1，200�

がまごおり

蒲 郡 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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

612 アグネスキズナ �6栗 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502＋ 81：09．9 116．2�
510 トウカイクローネ 牡4青鹿56 松田 大作内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 476＋18 〃 アタマ 6．6�
36 デビュタント 牝4鹿 54 松若 風馬前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：10．11 4．7�
11 ツクバアラモード 牝6栗 55 田辺 裕信細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B466－ 4 〃 クビ 16．4�
24 イーグルアモン 牝5鹿 55 幸 英明平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B462＋ 81：10．2	 52．5�
59 ヴァッフシュテルケ 牡5青鹿57 中井 裕二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 488± 01：10．3
 12．7	
817 メジャーフォルム 牝4栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 458＋ 81：10．4	 7．2

23 コスモマイルール 牝5栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 430－ 61：10．5クビ 17．1�
35 シンラバンショウ 牝4鹿 54 吉田 隼人 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 430＋16 〃 アタマ 8．8
48 ダークブルー 牝4黒鹿54 内田 博幸�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 482＋10 〃 クビ 20．1�
714 グレイスフルワード 牝4鹿 54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 土田 稔 新ひだか 岡田スタツド 418＋18 〃 ハナ 27．3�
12 イワヌガハナ �4黒鹿56 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 474＋ 21：10．7
 132．3�
816 ルネッタアスール 牝7鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474＋ 21：10．8
 90．7�
715 ステイブレイズ 牝5鹿 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 482＋ 2 〃 アタマ 52．7�
818� トップオブテーラー 牡4鹿 56 太宰 啓介中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 516＋ 61：10．9	 10．1�
611 テイエムチュラッコ 牝5栗 55 加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 454± 01：11．53	 27．7�
713 オトコギマサムネ 牡5鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502＋ 81：11．71� 6．7�
47 � エーシンザピーク 牡6栗 57 伴 啓太野谷 美千氏 南田美知雄 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

480＋14 （競走中止） 150．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，534，300円 複勝： 39，757，500円 枠連： 25，087，900円
馬連： 78，457，800円 馬単： 35，595，600円 ワイド： 42，954，700円
3連複： 115，693，300円 3連単： 156，729，700円 計： 520，810，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，620円 複 勝 � 2，250円 � 250円 � 180円 枠 連（5－6） 4，950円

馬 連 �� 36，820円 馬 単 �� 76，930円

ワ イ ド �� 9，280円 �� 9，830円 �� 770円

3 連 複 ��� 73，220円 3 連 単 ��� 692，850円

票 数

単勝票数 計 265343 的中 � 1826（16番人気）
複勝票数 計 397575 的中 � 3448（16番人気）� 42581（3番人気）� 70001（1番人気）
枠連票数 計 250879 的中 （5－6） 3924（21番人気）
馬連票数 計 784578 的中 �� 1651（87番人気）
馬単票数 計 355956 的中 �� 347（178番人気）
ワイド票数 計 429547 的中 �� 1156（86番人気）�� 1091（87番人気）�� 15316（2番人気）
3連複票数 計1156933 的中 ��� 1185（223番人気）
3連単票数 計1567297 的中 ��� 164（1850番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．4―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスキズナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2012．12．1 中京1着

2010．4．9生 �6栗 母 アグネスバラード 母母 アグネスルミエール 32戦3勝 賞金 37，994，000円
〔騎手変更〕 オトコギマサムネ号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。
〔競走中止〕 エーシンザピーク号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 マサノハナチャン号
（非抽選馬） 1頭 スズカブレーン号



02047 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第33回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�
減，27．1．24以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，27．1．23以前のGⅠ競走（牝馬限定競走
を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 868，000円 248，000円 124，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

56 アスカノロマン 牡5栗 56 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526＋ 41：51．9 6．7�

710 モンドクラッセ 牡5鹿 56 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 528－ 61：52．22 3．5�
55 ロワジャルダン 牡5鹿 56 横山 和生 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 504＋ 41：52．83� 3．3�
44 	 ダブルスター 牡7栗 56 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 508－101：53．22� 88．8�
79 グランドシチー 牡9鹿 56 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B492－ 31：53．41� 54．7	
68 ローマンレジェンド 牡8黒鹿57 岩田 康誠太田珠々子氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 530＋ 61：53．5� 7．8

22 	 イッシンドウタイ 牡7鹿 56 丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522－ 4 〃 アタマ 26．1�
812 ストロングサウザー 牡5鹿 56 幸 英明村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－101：53．6
 29．0�
811 ナリタポセイドン 牡7鹿 56 松田 大作�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 498＋181：53．91
 35．4
33 スターバリオン 牡7芦 56 北村 友一幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 498－10 〃 クビ 43．7�
67 インカンテーション 牡6鹿 56 内田 博幸�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 502＋ 41：54．11� 4．3�
11 ライドオンウインド 牡4栗 55 勝浦 正樹名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 508＋ 41：56．1大差 102．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 116，573，000円 複勝： 142，958，300円 枠連： 79，624，100円
馬連： 425，474，500円 馬単： 197，165，200円 ワイド： 170，760，300円
3連複： 623，809，300円 3連単： 1，185，720，800円 計： 2，942，085，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 430円 �� 360円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計1165730 的中 � 138881（4番人気）
複勝票数 計1429583 的中 � 190069（4番人気）� 245809（2番人気）� 318504（1番人気）
枠連票数 計 796241 的中 （5－7） 155678（2番人気）
馬連票数 計4254745 的中 �� 254671（6番人気）
馬単票数 計1971652 的中 �� 49037（14番人気）
ワイド票数 計1707603 的中 �� 96068（5番人気）�� 121923（3番人気）�� 148592（1番人気）
3連複票数 計6238093 的中 ��� 417369（2番人気）
3連単票数 計11857208 的中 ��� 104734（25番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．2―12．8―12．3―12．2―12．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．8―50．6―1：02．9―1：15．1―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノロマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．10 小倉4着

2011．5．22生 牡5栗 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 18戦6勝 賞金 153，225，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ロワジャルダン号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため横山和生に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアスカノロマン号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

02048 1月24日 晴 良 （28中京1）第4日 第12競走 ��
��1，400�

ち り ゅ う

知 立 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，27．1．24以降28．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

611 ライブリシュネル 牡6鹿 54 古川 吉洋加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 488－ 61：22．1 22．6�
12 コスモドーム 牡5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 518＋12 〃 クビ 16．1�
817 ナムラアッパー 牡5鹿 54 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 430＋101：22．41� 20．2�
816 プルメリアスター 牝4鹿 52 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432－ 21：22．5� 7．1�
59 ブ リ ク ス ト 牡4黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋16 〃 クビ 4．2�
815 アースプレイ 牝5青鹿52 田中 博康松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 444＋ 21：22．6� 29．0	
612 スマートプラネット 牝4鹿 53 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 462＋ 4 〃 クビ 7．1

24 ポルボローネ 牝4栗 51 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 432＋ 21：22．7クビ 48．7�
510 キングソング 牡6鹿 54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 450＋101：23．01� 65．5�
47 エクスクライム 牡7栗 53 木幡 初也前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 458＋ 21：23．1� 94．8
36 ステイウェル 牡6黒鹿55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 492＋ 61：23．2� 32．3�
714 ボブキャット 牡6鹿 55 内田 博幸村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 512－ 21：23．41	 30．8�
23 スノーエンジェル 牝4芦 52 
島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 31．1�
11 レッドカーラ 牝4黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋12 〃 ハナ 3．2�
35 ラインロバート 牡7青鹿53 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472± 01：23．5� 188．9�
48 リアルヴィーナス 牝5鹿 54 加藤 祥太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464＋ 41：23．6� 14．7�
713 リンガディンドン 牡4芦 54 勝浦 正樹吉田 晴哉氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 524－ 21：23．7クビ 41．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 45，340，100円 複勝： 64，331，800円 枠連： 32，761，800円
馬連： 125，402，200円 馬単： 56，724，300円 ワイド： 65，681，400円
3連複： 176，343，700円 3連単： 267，439，400円 計： 834，024，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 560円 � 430円 � 520円 枠 連（1－6） 900円

馬 連 �� 16，520円 馬 単 �� 32，700円

ワ イ ド �� 4，430円 �� 5，040円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 73，590円 3 連 単 ��� 506，240円

票 数

単勝票数 計 453401 的中 � 15994（8番人気）
複勝票数 計 643318 的中 � 29502（8番人気）� 40554（5番人気）� 32206（7番人気）
枠連票数 計 327618 的中 （1－6） 27915（3番人気）
馬連票数 計1254022 的中 �� 5880（50番人気）
馬単票数 計 567243 的中 �� 1301（98番人気）
ワイド票数 計 656814 的中 �� 3830（46番人気）�� 3358（51番人気）�� 4250（43番人気）
3連複票数 計1763437 的中 ��� 1797（208番人気）
3連単票数 計2674394 的中 ��� 383（1286番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―12．0―12．0―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―46．2―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライブリシュネル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．29 小倉8着

2010．3．30生 牡6鹿 母 ローズウッド 母母 ラウレルシーダー 42戦3勝 賞金 41，631，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 リアルヴィーナス号の騎手浜中俊は，第1競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔その他〕 リアルヴィーナス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リアルヴィーナス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年2月24日まで出走できない。
※出走取消馬 イントゥザストーム号（疾病〔右肩跛行〕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） 2頭 アドマイヤクーガー号・ウイングパラダイス号

３レース目



（28中京1）第4日 1月24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 188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

257，350，000円
6，460，000円
2，480，000円
29，420，000円
67，388，000円
5，906，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
361，455，800円
574，633，100円
240，282，100円
951，139，900円
481，232，700円
486，665，200円
1，381，205，200円
2，308，886，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，785，500，700円

総入場人員 12，252名 （有料入場人員 11，317名）
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